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■CA001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／数学入門 

(Introduction to Mathematics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大学数学の基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 信哉(SATO NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
学びの技法 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数学を学んでいく上で必要となる基本的な考え方や記号の使い方と線形代数学の基礎（ベクトルと行列）を習得する｡ 

 

Learn the basic ways of thinking and use of symbols needed to study mathematics and the basics of linear algebra (vectors and 

matrices). 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では集合と写像の基礎を学ぶ。後半は，秋学期の「線形代数学１」を学ぶために必要となるベクトルと行列の基本事項を学

ぶ。 

 

In the first half you will learn the fundamentals of sets and mappings. In the second half you will learn the fundamentals of 

vectors and matrices, which are required in order to study “Linear Algebra 1” in the fall semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 数学における言葉や記号の使い方 

2. 集合とその基本演算（１） 

3. 集合とその基本演算（２） 

4. 命題と論理演算（１） 

5. 命題と論理演算（２） 

6. 写像（１） 

7. 写像（２） 

8. 同値関係と商集合 

9. 可算集合と非可算集合 

10. ベクトルと行列（１） 

11. ベクトルと行列（２） 

12. ベクトルと行列（３） 

13. ベクトルと行列（４） 

14. ベクトルと行列（５） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高等学校で学習した集合の記号や論理について復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/授業内課題(30%)/小テスト(25%) 

「数学入門」の講義と演習は一体のものとして評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 嘉田 勝、2008、『論理と集合から始める数学の基礎』、日本評論社 (ISBN:978-4535784727) 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／数学入門演習 

(Exercises in Introduction to Mathematics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大学数学の基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 信哉(SATO NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
学びの技法 

 

授業の目標（Course Objectives） 

いろいろな実例を通して，講義で学んだ内容についての理解を深める。 

 

Through various examples, students deepen their understanding of what they learned in the lectures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「数学入門」の講義に即した演習問題を解くことを中心とする。 

 

This focuses on solving practice problems based on the lectures of “Introduction to Mathematics.” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 数学における言葉や記号の使い方 

2. 集合とその基本演算（１） 

3. 集合とその基本演算（２） 

4. 命題と論理演算（１） 

5. 命題と論理演算（２） 

6. 写像（１） 

7. 写像（２） 

8. 同値関係と商集合 

9. 可算集合と非可算集合 

10. ベクトルと行列（１） 

11. ベクトルと行列（２） 

12. ベクトルと行列（３） 

13. ベクトルと行列（４） 

14. ベクトルと行列（５） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高等学校で学習した集合の記号や論理について復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/授業内課題(30%)/小テスト(25%) 

「数学入門」の講義と演習は一体のものとして評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 嘉田 勝、2008、『論理と集合から始める数学の基礎』、日本評論社 (ISBN:978-4535784727) 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／線形代数学 １ 

(Linear Algebra 1) 

担当者名 

（Instructor） 
斉藤 義久(SAITO YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

線形代数の初歩を習得する。具体的には行列の加法・乗法や行列式の計算を正確に行えるようになる。また連立 1 次方程式の

解法など, 行列を用いた計算の応用を理解する。更に, 行列の階数, 線形写像などの抽象的な概念にもなじむ。 

 

Learn the basics of linear algebra. Specifically, you will be able to add, multiply and calculate the determinant of matrices 

precisely. You will also understand the application of calculations using matrices, such as for solving simultaneous linear 

equations. You will also become familiar with abstract concepts such as matrix rank and linear mapping. 

 

授業の内容（Course Contents） 

線形代数は数学や物理学において欠かすことのできない道具として縦横に用いられる。「数学入門」でその初歩に少し触れること

になるが, この「線形代数学 1」と 2 年春学期の「線形代数学 2」で本格的に学ぶ。 

「線形代数学 1」では数ベクトルや行列に関する基本的な計算法を習得することから始め, 正方行列の行列式や逆行列といった

基本的な対象の計算法を学ぶ。また, 行列を用いた連立 1 次方程式の解法や, 線形写像など, 行列の概念の応用にも触れる。

これらの応用は, 「線形代数学 2」で学ぶ, より抽象的な議論への準備ともなる。 

 

Linear algebra is an indispensable tool in mathematics and physics and has a wide range of applications. “Introduction to 

Mathematics” touches on the basics, but full-scale study occurs here in “Linear Algebra 1” and in “Linear Algebra 2” in the 

spring semester of year 2. 

In “Linear Algebra 1,” students begin by learning basic computation methods for numerical vectors and matrices, then learn 

basic calculation methods for the determinant of square matrices and inverse matrices. It also touches on the application of 

matrix concepts such as solving simultaneous linear equations using matrices and linear mapping. These applications prepare 

you for more abstract discussions that you will study in “Linear Algebra 2.” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 数ベクトルと行列(1): 定義と算法 

2. 数ベクトルと行列(2): 平面と空間の 1 次変換 

3. 正方行列, 正則行列と逆行列 

4. 連立 1 次方程式と掃き出し法 

5. 階段行列と行列の階数 

6. 連立 1 次方程式の一般解と行列の階数 

7. 行列式(1): 置換 

8. 行列式(2): 行列式の定義と性質 

9. 行列式(3): 行列式の定義と性質(続き) 

10. 行列式の余因子展開(1): 余因子 

11. 行列式の余因子展開(2): クラメールの公式 

12. ベクトル積と 3 次行列の行列式 

13. 数ベクトル空間と線形写像(1) 

14. 数ベクトル空間と線形写像(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

春学期の「数学入門」の内容をしっかり身に付けておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/授業内小テスト(40%)/レポート(15%) 

「線形代数学 1 演習」と一体で評価する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三宅敏恒、1991、『入門線形代数』、培風館 (ISBN:9784563002169) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／線形代数学１演習 

(Exercises in Linear Algebra 1) 

担当者名 

（Instructor） 
斉藤 義久(SAITO YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

線形代数の初歩を習得する。具体的には行列の加法・乗法や行列式の計算を正確に行えるようになる。また連立 1 次方程式の

解法など, 行列を用いた計算の応用を理解する。更に, 行列の階数, 線形写像などの抽象的な概念にもなじむ。 

 

Learn the basics of linear algebra. Specifically, you will be able to add, multiply and calculate the determinant of matrices 

precisely. You will also understand the application of calculations using matrices, such as for solving simultaneous linear 

equations. You will also become familiar with abstract concepts such as matrix rank and linear mapping. 

 

授業の内容（Course Contents） 

線形代数は数学や物理学において欠かすことのできない道具として縦横に用いられる。「数学入門」でその初歩に少し触れること

になるが, この「線形代数学 1」と 2 年春学期の「線形代数学 2」で本格的に学ぶ。 

「線形代数学 1」では数ベクトルや行列に関する基本的な計算法を習得することから始め, 正方行列の行列式や逆行列といった

基本的な対象の計算法を学ぶ。また, 行列を用いた連立 1 次方程式の解法や, 線形写像など, 行列の概念の応用にも触れる。

これらの応用は, 「線形代数学 2」で学ぶ, より抽象的な議論への準備ともなる。 

 

Linear algebra is an indispensable tool in mathematics and physics and has a wide range of applications. “Introduction to 

Mathematics” touches on the basics, but full-scale study occurs here in “Linear Algebra 1” and in “Linear Algebra 2” in the 

spring semester of year 2. 

In “Linear Algebra 1,” students begin by learning basic computation methods for numerical vectors and matrices, then learn 

basic calculation methods for the determinant of square matrices and inverse matrices. It also touches on the application of 

matrix concepts such as solving simultaneous linear equations using matrices and linear mapping. These applications prepare 

you for more abstract discussions that you will study in “Linear Algebra 2.” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 数ベクトルと行列(1): 定義と算法 

2. 数ベクトルと行列(2): 平面と空間の 1 次変換 

3. 正方行列, 正則行列と逆行列 

4. 連立 1 次方程式と掃き出し法 

5. 階段行列と行列の階数 

6. 連立 1 次方程式の一般解と行列の階数 

7. 行列式(1): 置換 

8. 行列式(2): 行列式の定義と性質 

9. 行列式(3): 行列式の定義と性質(続き) 

10. 行列式の余因子展開(1): 余因子 

11. 行列式の余因子展開(2): クラメールの公式 

12. ベクトル積と 3 次行列の行列式 

13. 数ベクトル空間と線形写像(1) 

14. 数ベクトル空間と線形写像(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

春学期の「数学入門」の内容をしっかり身に付けておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/授業内小テスト(40%)/レポート(15%) 

「線形代数学 1」と一体で評価する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三宅敏恒、1991、『入門線形代数』、培風館 (ISBN:9784563002169) 

 

参考文献（Readings） 



 - 6 - 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／微分と積分入門 

(Introduction to Differential and Integral Calculus) 

担当者名 

（Instructor） 
筧 三郎(KAKEI SABUROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実１変数関数の微分法，数列・関数の極限について，基礎理論および計算手法を学ぶ。 

 

Learn the basic theory and calculation methods for real single-variable function differentiation and limits of sequence functions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

高等学校で学んだ微積分の復習から出発して，より厳密な取り扱い方を学んでいく。春学期の「微分と積分入門」および「微分と

積分入門演習」では，微分法を中心に扱う。大学で学ぶ数学では厳密性・論理性が重視されるが，この講義では微分積分学を通

して，「厳密に扱う」とはどういうことかに触れることが目的である。 

 

We will start with a review of the calculus learned in high school, and you will learn how to handle it more precisely. In 

“Introduction to Differential and Integral Calculus” and “Exercises in Introduction to Differential and Integral Calculus” in the 

spring semester, we focus on differentiation. Mathematics taught at university places high emphasis on strictness and logic; the 

objective of this lecture is to touch on what it means to “treat strictly” through calculus. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，高等学校での微分積分の復習 

2. 微分法の基礎とその応用(1) 

3. 微分法の基礎とその応用(2) 

4. 関数の連続性と平均値の定理 

5. テイラーの定理とテイラー展開 

6. 有理数と無理数，実数の公理系 

7. ε-N 論法と数列の極限(1) 

8. ε-N 論法と数列の極限(2) 

9. ε-N 論法と数列の極限(3) 

10. ε-δ論法と関数の極限(1) 

11. ε-δ論法と関数の極限(2) 

12. 連続関数の性質 

13. 無限級数(1) 

14. 無限級数(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高校での学習の十分な復習を行うことを期待する。特に，教科書に記載された証明までを理解すること，および，さまざまな具体

的関数に対する計算問題について，十分に習熟しているようにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/小テスト(30%)/授業内の演習(25%) 

「微分と積分入門演習」と一体として評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 難波誠、1996、『微分積分学』、裳華房 (ISBN:4785314087) 

 

参考文献（Readings） 

1. 和久井道久、2013、『大学数学ベーシックトレーニング』、日本評論社 (ISBN:4535786828) 

2. 佐藤文広、2014、『数学ビギナーズマニュアル [第 2 版]』、日本評論社 (ISBN:4535787557) 

3. 飯高茂 (編・監修)、1999、『微積分と集合 そのまま使える答えの書き方』、講談社 (ISBN:4061539574) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CA006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／微分と積分入門演習 

(Exercises in Introduction to Differential and Integral Calculus) 

担当者名 

（Instructor） 
筧 三郎(KAKEI SABUROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実１変数関数の微分法，数列・関数の極限について，基礎理論および計算手法を学ぶ。 

 

Learn the basic theory and calculation methods for real single-variable function differentiation and limits of sequence functions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

高等学校で学んだ微積分の復習から出発して，より厳密な取り扱い方を学んでいく。春学期の「微分と積分入門」および「微分と

積分入門演習」では，微分法を中心に扱う。大学で学ぶ数学では厳密性・論理性が重視されるが，この講義では微分積分学を通

して，「厳密に扱う」とはどういうことかに触れることが目的である。 

 

We will start with a review of the calculus learned in high school, and you will learn how to handle it more precisely. In 

“Introduction to Differential and Integral Calculus” and “Exercises in Introduction to Differential and Integral Calculus” in the 

spring semester, we focus on differentiation. Mathematics taught at university places high emphasis on strictness and logic; the 

objective of this lecture is to touch on what it means to “treat strictly” through calculus. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，高等学校での微分積分の復習 

2. 微分法の基礎とその応用(1) 

3. 微分法の基礎とその応用(2) 

4. 関数の連続性と平均値の定理 

5. テイラーの定理とテイラー展開 

6. 有理数と無理数，実数の公理系 

7. ε-N 論法と数列の極限(1) 

8. ε-N 論法と数列の極限(2) 

9. ε-N 論法と数列の極限(3) 

10. ε-δ論法と関数の極限(1) 

11. ε-δ論法と関数の極限(2) 

12. 連続関数の性質 

13. 無限級数(1) 

14. 無限級数(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高校での学習の十分な復習を行うことを期待する。特に，教科書に記載された証明までを理解すること，および，さまざまな具体

的関数に対する計算問題について，十分に習熟しているようにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/小テスト(30%)/授業内の演習(25%) 

「微分と積分入門」と一体として評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 難波誠、1996、『微分積分学』、裳華房 (ISBN:4785314087) 

 

参考文献（Readings） 

1. 和久井道久、2013、『大学数学ベーシックトレーニング』、日本評論社 (ISBN:4535786828) 

2. 佐藤文広、2014、『数学ビギナーズマニュアル [第 2 版]』、日本評論社 (ISBN:4535787557) 

3. 飯高茂 (編・監修)、1999、『微積分と集合 そのまま使える答えの書き方』、講談社 (ISBN:4061539574) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CA007 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／微分と積分 １ 

(Differential and Integral Calculus 1) 

担当者名 

（Instructor） 
筧 三郎(KAKEI SABUROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実一変数の関数に対する微分積分の理論を理解し，具体例への応用とともに，運用法を身につける。 

 

Understand differentiation and integration theory for real single variable functions, and learn their practical use through 

application to concrete examples. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「微分と積分入門」の講義内容を踏まえ，一変数関数の微分・積分の基礎理論を学ぶ。秋学期の「微分と積分１」および「微分と

積分１演習」では，積分法を中心に扱う。特に，定積分の概念を，「リーマン積分」という数学的に厳密な形で定義し，その定義に

基づいた形で基本的な性質を導くことが目標となる。さらに応用の上で重要な無限区間の積分なども取り扱う。関数項級数につ

いても，具体的な関数に触れつつその基本性質を学ぶ。 

 

Based on the contents of the “Introduction to Differential and Integral Calculus” lecture, the basic theory of differentiating and 

integrating single variable functions is studied. In “Differential and Integral Calculus 1” and “Exercises in Differential and Integral 

Calculus 1” in the fall semester, we focus on integration. In particular, the objective is to define the concept of definite integrals 

in the mathematically rigorous form of the “Riemann Integral” and to derive the basic properties based on that definition. The 

course also handles integration over infinite intervals, which has important applications. The basic properties of function series 

are studied by touching on specific functions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，高校数学での微分積分の復習 

2. いろいろな不定積分 

3. 定積分の応用と極限  

4. 平面曲線と微積分 

5. テイラーの定理の別証明 

6. テイラーの定理と近似値 

7. 区分求積法 

8. リーマン積分(1) 

9. リーマン積分(2) 

10. リーマン積分(3) 

11. 広義積分 

12. 関数列の収束 

13. 関数項級数 

14. べき級数 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「微分と積分入門」の内容の十分な復習を行うことを期待する。また，高校での学んだ積分の計算手法についても，十分に復習し

ておいてもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/小テスト(30%)/授業内の演習(25%) 

「微分と積分１演習」と一体として評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 難波誠、1996、『微分積分学』、裳華房 (ISBN:4785314087) 

 

参考文献（Readings） 

1. 和久井道久、2013、『大学数学ベーシックトレーニング』、日本評論社 (ISBN:4535786828) 

2. 佐藤文広、2014、『数学ビギナーズマニュアル [第 2 版]』、日本評論社 (ISBN:4535787557) 

3. 飯高茂 (編・監修)、1999、『微積分と集合 そのまま使える答えの書き方』、講談社 (ISBN:4061539574) 



 - 12 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／微分と積分１演習 

(Exercises in Differential and Integral Calculus 1) 

担当者名 

（Instructor） 
筧 三郎(KAKEI SABUROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実一変数の関数に対する微分積分の理論を理解し，具体例への応用とともに，運用法を身につける。 

 

Understand differentiation and integration theory for real single variable functions, and learn their practical use through 

application to concrete examples. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「微分と積分入門」の講義内容を踏まえ，一変数関数の微分・積分の基礎理論を学ぶ。秋学期の「微分と積分１」および「微分と

積分１演習」では，積分法を中心に扱う。特に，定積分の概念を，「リーマン積分」という数学的に厳密な形で定義し，その定義に

基づいた形で基本的な性質を導くことが目標となる。さらに応用の上で重要な無限区間の積分なども取り扱う。関数項級数につ

いても，具体的な関数に触れつつその基本性質を学ぶ。  

 

Based on the contents of the “Introduction to Differential and Integral Calculus” lecture, the basic theory of differentiating and 

integrating single variable functions is studied. In “Differential and Integral Calculus 1” and “Exercises in Differential and Integral 

Calculus 1” in the fall semester, we focus on integration. In particular, the objective is to define the concept of definite integrals 

in the mathematically rigorous form of the “Riemann Integral” and to derive the basic properties based on that definition. The 

course also handles integration over infinite intervals, which has important applications. The basic properties of function series 

are studied by touching on specific functions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，高校数学での微分積分の復習 

2. いろいろな不定積分 

3. 定積分の応用と極限  

4. 平面曲線と微積分 

5. テイラーの定理の別証明 

6. テイラーの定理と近似値 

7. 区分求積法 

8. リーマン積分(1) 

9. リーマン積分(2) 

10. リーマン積分(3) 

11. 広義積分 

12. 関数列の収束 

13. 関数項級数 

14. べき級数 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「微分と積分入門」の内容の十分な復習を行うことを期待する。また，高校での学んだ積分の計算手法についても，十分に復習し

ておいてもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/小テスト(30%)/授業内の演習(25%) 

「微分と積分１」と一体として評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 難波誠、1996、『微分積分学』、裳華房 (ISBN:4785314087) 

 

参考文献（Readings） 

1. 和久井道久、2013、『大学数学ベーシックトレーニング』、日本評論社 (ISBN:4535786828) 

2. 佐藤文広、2014、『数学ビギナーズマニュアル [第 2 版]』、日本評論社 (ISBN:4535787557) 

3. 飯高茂 (編・監修)、1999、『微積分と集合 そのまま使える答えの書き方』、講談社 (ISBN:4061539574) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA009 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／計算機入門 １ 

(Introduction to Computer Science 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コンピュータ基礎講義 

担当者名 

（Instructor） 
長島 忍(NAGASHIMA SHINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

数学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の生活において必須であるコンピュータについて，その基礎の習得を目標とする。 

 

The objective of this course is to learn the basics of computers, which are essential in modern life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では情報科学の基礎知識を学ぶ。情報処理における数の表現方法から始め，コンピュータのハードウェアおよびソフト

ウェアの構造と動作原理について解説する。 

 

In this lecture, students learn the fundamentals of computer science. Starting with numerical representation methods in data 

processing, the structure and operating principles of computer hardware and software is explained. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 情報処理の基礎，コンピュータとは何か，情報化社会 

2. 情報処理の歴史，計算の歴史，2 進数と 16 進数 

3. 2 進小数と 16 進小数 

4. 整数の表現 

5. 固定小数点数の表現 

6. 浮動小数点数の表現 

7. 小テスト 

8. 文字コードとデジタル化 

9. ハードウェア，CPU，メモリ，ディスク 

10. 論理演算と電子回路，ディスプレイ，センサ 

11. ソフトウェア，アルゴリズム，プログラム，計算機言語 

12. C 言語の基礎（文字の表示） 

13. C 言語の基礎（整数・小数の表示）  

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に資料を配付した場合は，予習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(20%)/提出物(10%)/課題(10%) 

計算機入門１の単位修得には，同演習の 3/4 以上の出席を必要とする。ただし，演習の単位をすでに修得済みの者は，この限り

ではない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA010 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／計算機入門１演習 

(Exercises in Introduction to Computer Science 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コンピュータ基礎演習 

担当者名 

（Instructor） 

長島 忍(NAGASHIMA SHINOBU) 

小島 彰太（KOJIMA SHOTA） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

数学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の生活において必須であるコンピュータについて，その基礎の習得を目標とする。ワープロ，表計算，プレゼンテーションソフ

トを中心に学習する。 

 

The objective of this course is to learn the basics of computers, which are essential in modern life. Studies focus on word 

processing, spreadsheet and presentation software. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文房具としてのコンピュータの利用法（いわゆる「情報リテラシ」）を扱う。レポート作成のための日本語ワードプロセッサ，情報検

索のための Web ブラウザなど，大学生活を送る上で必要なコンピュータ利用技術を身につける。また，プレゼンテーションソフト

の利用のような，コンピュータを利用した情報発信の方法についても学ぶ。 

 

Deals with the use of computers as stationary (what is known as “information literacy”). Learn about uses of computer 

technology that are necessary for university life, such as preparing a report using a Japanese word processor and retrieving 

information with a web browser. Also learn about how to transmit information using computers, such as by using presentation 

software. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コンピュータの利用にあたって，タイプ練習，メールの利用 

2. WWWによる情報検索とワードの利用 

3. エクセルの利用 

4. ワードとエクセルの利用 1 

5. ワードとエクセルの利用 2 

6. パワーポイントの利用 

7. まとめの演習 

8. プレゼンテーション準備 1 

9. プレゼンテーション準備 2 

10. プレゼンテーション 1 

11. プレゼンテーション 2 

12. C 言語の基礎（文字の表示、データ型）  

13. C 言語の基礎（簡単な計算）  

14. まとめの演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「計算機入門 1」筆記の結果(30%)/提出物及び発表(70%) 

なお，単位修得のためには 3/4 以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CA011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／計算機入門 ２ 

(Introduction to Computer Science 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
プログラミング基礎講義 

担当者名 

（Instructor） 
長島 忍(NAGASHIMA SHINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
数学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

プログラミング言語の一つであるＣ言語の学習を通して，プログラミングの基礎を身につけることを目標とする。 

 

The objective is to learn the fundamentals of programming through learning the C language, which is one of the programming 

languages. 

 

授業の内容（Course Contents） 

コンピュータによる数学の学習・研究をテーマに，コンピュータの基礎的事項，特にＣ言語によるプログラミングを学ぶ。まず，プロ

グラミングの基本である条件判断，繰り返し，関数を学び，問題を分析し解決するためのコンピュータ的な考え方を身につける。

次いで，このコンピュータ的アプローチを様々な数学の問題に適用して考察を深めることを目的とする。 

 

With the theme of learning and studying mathematics using computers, learn the fundamentals of computing such as 

programming in the C language. First, students learn about programming fundamentals such as conditional judgments, loops and 

functions, and learn how to think like a computer to analyze and solve problems. Next, students aim to apply this computational 

approach to a variety of mathematical problems to deepen their studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字列と数値の表示 

2. 数値の入力，式，代入 

3. 条件判定，複合文，論理演算 

4. 繰り返し (for 文)，continue，break 

5. 繰り返し (while 文)，do-while 

6. 型変換  

7. 小テスト 

8. 関数 1，引数 

9. 関数 2 

10. 配列 

11. 配列と関数 

12. 文字と文字列 1 

13. 文字と文字列 2 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に資料を配付した場合は，予習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト(20%)/提出物(10%)/課題(10%) 

「計算機入門２」の単位修得には，同演習の 3/4 以上の出席を必要とする。ただし，演習の単位をすでに修得済みの者は，この

限りではない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CA012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／計算機入門２演習 

(Exercises in Introduction to Computer Science 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
プログラミング基礎演習 

担当者名 

（Instructor） 

長島 忍(NAGASHIMA SHINOBU) 

小島 彰太（KOJIMA SHOTA） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
数学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

プログラミング言語の一つであるＣ言語の学習を通して，プログラミングの基礎を身につけることを目標とする。 

 

The objective is to learn the fundamentals of programming through learning the C language, which is one of the programming 

languages. 

 

授業の内容（Course Contents） 

コンピュータによる数学の学習・研究をテーマに，コンピュータの基礎的事項，特にＣ言語によるプログラミングを学ぶ。まず，プロ

グラミングの基本である条件判断，繰り返し，関数を学び，問題を分析し解決するためのコンピュータ的な考え方を身につける。

次いで，このコンピュータ的アプローチを様々な数学の問題に適用して考察を深めることを目的とする。 

 

With the theme of learning and studying mathematics using computers, learn the fundamentals of computing such as 

programming in the C language. First, students learn about programming fundamentals such as conditional judgments, loops and 

functions, and learn how to think like a computer to analyze and solve problems. Next, students aim to apply this computational 

approach to a variety of mathematical problems to deepen their studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字列の表示 

2. 文字列の入力 

3. 条件判定 

4. 繰り返し (for 文) 

5. 繰り返し (while 文) 

6. プログラミングまとめ 

7. まとめの演習 

8. 関数 1 

9. 関数 2 

10. 配列 

11. 配列と関数 

12. 文字と文字列 1 

13. 文字と文字列 2 

14. まとめの演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

「計算機入門 2」筆記の結果(30%)/提出物及び発表(70%) 

なお，単位修得のためには 3/4 以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CA013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／線形代数学 ２ 

(Linear Algebra 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小森 靖(KOMORI YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「線形代数学 1」で学んだ行列やベクトルの理論をより抽象的な立場から理解する。具体的には, ベクトル空間の基底, 一次独立

性, 次元, 部分空間などの概念を理解することから始め, ベクトル空間の間の線形写像とその行列表示について理解する。 

 

Understand the matrix and vector theories learned in “Linear Algebra 1” from a more abstract point of view. Specifically, 

students begin by understanding concepts such as the basis of vector space, linear independence, dimensions and subspace, 

then understand linear mapping in vector spaces and its matrix representation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「線形代数学 1」では具体的な数ベクトルと行列の演算について学んだが, 「線形代数学 2」ではそれを抽象化したベクトル空間と

線形写像について学ぶ。これらの間の違いはベクトル空間の「基底」を固定しているかいないかである。「基底」の取り方に自由度

を持たせることで計算や理論の見通しが非常に良くなることがあり, ここで行う抽象化は応用上非常に重要である。授業では、ベ

クトル空間について解説した後, ベクトル空間の間の線形写像とその行列表示について説明する。ベクトル空間の基底の取り方

と線形写像の行列表示の関係が重要なテーマである。それと関連して, 正方行列の対角化について説明する。最後に, 対角化

の応用を解説する。 

 

In “Linear Algebra 1” you learned about specific numerical vector and matrix operations, but in “Linear Algebra 2” you will learn 

about vector space and linear mapping as abstractions. The difference between these is whether the “basis” of the vector 

space is fixed or not. The perspective of calculation and theory can be much improved by giving more flexibility to the method 

of finding the “basis,” and abstractions done here have important applications. In the lessons, after vector space is explained, 

linear mapping within the vector space and its matrix representation is described. The relationship between the method of 

finding the basis of the vector space and the matrix representation of a linear map is an important theme. Related to this, the 

diagonalization of square matrices is explained. Finally, applications of diagonalization are explained. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 線形空間と部分空間 

2. 基底と次元 

3. 基底変換と行列 

4. 内積空間 

5. 線形写像 

6. 表現行列 

7. 内積空間の線形写像 

8. 固有値と固有ベクトル 

9. 行列の対角化(1) 

10. 行列の対角化(2) 

11. 行列の対角化(3) 

12. 行列の対角化の応用(1) 

13. 行列の対角化の応用(2) 

14. ジョルダン標準形 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「線形代数学 1」の内容を良く理解していることを前提とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト（20%×2)(40%) 

「線形代数学 2 演習」と一体で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉山健一、2006、『線型代数』、日本評論社 (ISBN:4-535-60412-6) 

2018 年度に「線形代数学 1」で用いた教科書を引き続き使用する。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／線形代数学２演習 

(Exercises in Linear Algebra 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小森 靖(KOMORI YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「線形代数学 1」で学んだ行列やベクトルの理論をより抽象的な立場から理解する。具体的には, ベクトル空間の基底, 一次独立

性, 次元, 部分空間などの概念を理解することから始め, ベクトル空間の間の線形写像とその行列表示について理解する。 

 

Understand the matrix and vector theories learned in “Linear Algebra 1” from a more abstract point of view. Specifically, 

students begin by understanding concepts such as the basis of vector space, linear independence, dimensions and subspace, 

then understand linear mapping in vector spaces and its matrix representation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「線形代数学 1」では具体的な数ベクトルと行列の演算について学んだが, 「線形代数学 2」ではそれを抽象化したベクトル空間と

線形写像について学ぶ。これらの間の違いはベクトル空間の「基底」を固定しているかいないかである。「基底」の取り方に自由度

を持たせることで計算や理論の見通しが非常に良くなることがあり, ここで行う抽象化は応用上非常に重要である。授業では、ベ

クトル空間について解説した後, ベクトル空間の間の線形写像とその行列表示について説明する。ベクトル空間の基底の取り方

と線形写像の行列表示の関係が重要なテーマである。それと関連して, 正方行列の対角化について説明する。最後に, 対角化

の応用を解説する。 

 

In “Linear Algebra 1” you learned about specific numerical vector and matrix operations, but in “Linear Algebra 2” you will learn 

about vector space and linear mapping as abstractions. The difference between these is whether the “basis” of the vector 

space is fixed or not. The perspective of calculation and theory can be much improved by giving more flexibility to the method 

of finding the “basis,” and abstractions done here have important applications. In the lessons, after vector space is explained, 

linear mapping within the vector space and its matrix representation is described. The relationship between the method of 

finding the basis of the vector space and the matrix representation of a linear map is an important theme. Related to this, the 

diagonalization of square matrices is explained. Finally, applications of diagonalization are explained. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 線形空間と部分空間 

2. 基底と次元 

3. 基底変換と行列 

4. 内積空間 

5. 線形写像 

6. 表現行列 

7. 内積空間の線形写像 

8. 固有値と固有ベクトル 

9. 行列の対角化(1) 

10. 行列の対角化(2) 

11. 行列の対角化(3) 

12. 行列の対角化の応用(1) 

13. 行列の対角化の応用(2) 

14. ジョルダン標準形 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「線形代数学 1」の内容を良く理解していることを前提とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト（20%×2)(40%) 

「線形代数学 2」と一体で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉山健一、2006、『線型代数』、日本評論社 (ISBN:4-535-60412-6) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／群論入門 

(Intoroduction to Theory of Groups) 

担当者名 

（Instructor） 
ガイサ, T.（GEISSER,THOMAS H.） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

抽象代数学の最初のステップとして，群論の初歩を学ぶ。ここでは「対称性」の理論的な取り扱い方を知る。抽象代数学の考え

方・手法を身に付けることで，３年次の「代数学」の学習の基礎を築く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

自然界には，点対称・面対称・回転対称などの対称性が様々に見られる。群とは，このような対称性を数学的に取り扱うための概

念であり，そこでは群は対称性を維持する変換として現れる。この講義では，公理から演繹的に様々な性質を導く抽象代数学の

方法を身に付けることを目標に，群論の初歩について講義する。まず，多くの実例を通じて群の概念に慣れ，次に群の「構造」や

「準同型写像」などの代数の基本を理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 群の定義と例：対称群を中心に学ぶ 

2. 群の基本的な性質：加法群，乗法群，行列のなす群など 

3. 部分群と生成系その１ 

4. 部分群と生成系その２ 

5. 剰余類 

6. 剰余類と正規部分群 

7. 正規部分群と剰余群（商群） 

8. 準同型写像 

9. 準同型写像と準同型定理 

10. 準同型定理と群の直積 

11. 同型定理 

12. 群の作用と共役類 

13. 群の作用とその応用 

14. 交換子群と可解群 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内小テスト(40%)/授業内課題(10%) 

授業内小テスト，授業内課題，最終試験により総合的に評価する。講義と演習を合わせて評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松坂和夫、1976、『代数系入門』、岩波書店 (ISBN:4-00-005634-4) 

2. 雪江明彦、2010、『代数学１群論入門』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-78659-2) 

3. 星明考、2016、『群論序説』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-78809-1) 

その他の参考図書は授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中に指示する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 27 - 

■CA016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／群論入門演習 

(Exercises in Intoroduction to Theory of Groups) 

担当者名 

（Instructor） 
ガイサ, T.（GEISSER,THOMAS H.） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

抽象代数学の最初のステップとして，群論の初歩を学ぶ。ここでは「対称性」の理論的な取り扱い方を知る。抽象代数学の考え

方・手法を身に付けることで，３年次の「代数学」の学習の基礎を築く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

自然界には，点対称・面対称・回転対称などの対称性が様々に見られる。群とは，このような対称性を数学的に取り扱うための概

念であり，そこでは群は対称性を維持する変換として現れる。この講義では，公理から演繹的に様々な性質を導く抽象代数学の

方法を身に付けることを目標に，群論の初歩について講義する。まず，多くの実例を通じて群の概念に慣れ，次に群の「構造」や

「準同型写像」などの代数の基本を理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 群の定義と例：対称群を中心に学ぶ 

2. 群の基本的な性質：加法群，乗法群，行列のなす群など 

3. 部分群と生成系その１ 

4. 部分群と生成系その２ 

5. 剰余類 

6. 剰余類と正規部分群 

7. 正規部分群と剰余群（商群） 

8. 準同型写像 

9. 準同型写像と準同型定理 

10. 準同型定理と群の直積 

11. 同型定理 

12. 群の作用と共役類 

13. 群の作用とその応用 

14. 交換子群と可解群 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内小テスト(40%)/授業内課題(10%) 

授業内小テスト，授業内課題，最終試験により総合的に評価する。講義と演習を合わせて評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松坂和夫、1976、『代数系入門』、岩波書店 (ISBN:4-00-005634-4) 

2. 雪江明彦、2010、『代数学１群論入門』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-78659-2) 

3. 星明考、2016、『群論序説』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-78809-1) 

その他の参考図書は授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中に指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■CA017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／微分と積分 ２ 

(Differential and Integral Calculus 2) 

担当者名 

（Instructor） 
斉藤 義久(SAITO YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

いろいろな実例への応用を通して，多変数関数の微分積分に対する理解を深める。 

多変数関数の微分積分法に習熟することを目標とする。特に，計算力と応用力を身につける。  

 

Students will deepen their understanding of differentiation and integration of multivariable functions by applying it to various 

examples. 

The objective is to attain mastery of the differentiation and integration of multivariable functions. In particular, to acquire 

computational and applicational skills.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では「微分と積分１」の講義内容を踏まえ，多変数の微分の概念を基礎から学ぶ。1 変数の微分についての復習から始

めて，そこに現れる諸概念が多変数の場合にどのように拡張されていくかを学ぶ。応用として，極値問題の解法を習得する。ま

た，収束に関する基礎概念ついても学習し，微分積分学を応用する上で重要な陰関数定理と逆写像定理についても学ぶ。  

 

This class builds upon the concepts learned in “Differential and Integral Calculus 1” and teaches the concept of multivariable 

differentiation. Starting with a review of differentiating single variables, students learn how the various concepts that appear 

there extend to cases with multiple variables. As application, students learn to solve extreme value problems. They also study 

the basic concepts of convergence and learn about the implicit function theorem and the inverse mapping theorem, which are 

important for applied calculus.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 2 変数の関数  

2. 多変数関数の連続性と偏微分  

3. 一次近似と全微分 

4. 合成関数の微分 

5. ２階微分，高階微分 

6. テイラー近似 

7. 臨界値と極値（１） 

8. 臨界値と極値（２） 

9. 陰関数定理（１） 

10. 陰関数定理（２） 

11. 条件付き極値問題 

12. 最大最小問題 

13. 逆写像定理（１） 

14. 逆写像定理（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1 変数の微積分の基礎事項（合成関数の微分，テイラー近似，リーマン積分の概念，積分の運用，広義積分，関数列の収束な

ど）を復習しておくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/授業内小テスト(40%)/レポート(15%) 

「微分と積分 2」の講義と演習は一体のものとして評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 難波誠、1996、『微分積分学』、裳華房 (ISBN:4785314087) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA018 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／微分と積分２演習 

(Exercises in Differential and Integral Calculus 2) 

担当者名 

（Instructor） 
斉藤 義久(SAITO YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

いろいろな実例への応用を通して，多変数関数の微分積分に対する理解を深める。 

多変数関数の微分積分法に習熟することを目標とする。特に，計算力と応用力を身につける。  

 

Students will deepen their understanding of differentiation and integration of multivariable functions by applying it to various 

examples. 

The objective is to attain mastery of the differentiation and integration of multivariable functions. In particular, to acquire 

computational and applicational skills.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では「微分と積分１」の講義内容を踏まえ，多変数の微分の概念を基礎から学ぶ。1 変数の微分についての復習から始

めて，そこに現れる諸概念が多変数の場合にどのように拡張されていくかを学ぶ。応用として，極値問題の解法を習得する。ま

た，収束に関する基礎概念ついても学習し，微分積分学を応用する上で重要な陰関数定理と逆写像定理についても学ぶ。  

 

This class builds upon the concepts learned in “Differential and Integral Calculus 1” and teaches the concept of multivariable 

differentiation. Starting with a review of differentiating single variables, students learn how the various concepts that appear 

there extend to cases with multiple variables. As application, students learn to solve extreme value problems. They also study 

the basic concepts of convergence and learn about the implicit function theorem and the inverse mapping theorem, which are 

important for applied calculus.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 2 変数の関数  

2. 多変数関数の連続性と偏微分  

3. 一次近似と全微分 

4. 合成関数の微分 

5. ２階微分，高階微分 

6. テイラー近似 

7. 臨界値と極値（１） 

8. 臨界値と極値（２） 

9. 陰関数定理（１） 

10. 陰関数定理（２） 

11. 条件付き極値問題 

12. 最大最小問題 

13. 逆写像定理（１） 

14. 逆写像定理（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1 変数の微積分の基礎事項（合成関数の微分，テイラー近似，リーマン積分の概念，積分の運用，広義積分，関数列の収束な

ど）を復習しておくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/授業内小テスト(40%)/レポート(15%) 

「微分と積分 2」の講義と演習は一体のものとして評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 難波誠、1996、『微分積分学』、裳華房 (ISBN:4785314087) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA019 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／微分と積分 ３ 

(Differential and Integral Calculus 3) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 信哉(SATO NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多変数の関数に対する微分法・積分法を習得する。秋学期は積分法を中心とする。 

 

Learn about differentiation and integration methods for multivariable functions. The fall semester focuses on integration 

methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１変数関数の積分法を復習した後に，２変数および３変数関数の積分法を学んでいく。積分の定義，積分が持つ基本的性質（線

形性や不等式など）について学ぶ。実際の積分計算は１変数関数の積分計算に帰着させることになるので，そのための基礎定

理を学ぶ。さらに，うまく積分変数を変換することにより積分が実行できることがあるので，そのための変数変換の一般公式を学

ぶ。さらに進んで，曲線に沿って積分する線積分や曲面上での積分についても学ぶ。これら一連の積分の間に成り立つ積分定理

（グリーンの定理，ガウスの定理，ストークスの定理）についても学習する。 

 

After reviewing the integration method of single variable functions, students learn the integration method of double and triple 

variable functions. Learn about the definition of integrals and the fundamental properties of integrals such as linearity and 

inequality. The basic theorems are studied because the actual integration calculations can be reduced to calculations for 

integrating single variable functions. Furthermore, since integration can be performed by skillfully transforming the integral 

variables, students learn the general formula for transforming variables for this. In addition, students learn about line integrals 

that are integrated along curves and surface integrals that are integrated over surfaces. Students also learn about integral 

theorems (Green’s theorem, Gauss’s theorem, Stokes’ theorem) which apply for these integrals. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. １変数関数の Riemann 積分の復習 

2. ２変数関数の重積分（１） 

3. ２変数関数の重積分（２） 

4. ２変数関数の重積分（３） 

5. ２変数関数の重積分（４） 

6. 重積分の変数変換公式（１） 

7. 重積分の変数変換公式（２） 

8. 多変数関数の重積分 

9. 広義重積分 

10. 曲線の長さ 

11. ベクトル解析（１） 線積分 

12. ベクトル解析（２） グリーンの定理 

13. ベクトル解析（３） 曲面の面積と面積分 

14. ベクトル解析（４） ストークスの定理，ガウスの定理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「微分と積分入門」，「微分と積分１」，「微分と積分２」の内容に十分に習熟しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/授業内課題(30%)/小テスト(25%) 

「微分と積分３」の講義と演習はと一体のものとして評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 難波誠、1996、『微分積分学』、裳華房 (785314087) 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA020 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／微分と積分３演習 

(Exercises in Differential and Integral Calculus 3) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 信哉(SATO NOBUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多変数の関数に対する微分法・積分法を習得する。秋学期は積分法を中心とする。  

 

Learn about differentiation and integration methods for multivariable functions. The fall semester focuses on integration 

methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「微分と積分 3」の講義に即した演習問題を解くことを中心とする。 

基礎となる１変数関数の微分積分法，あるいは春学期に「微分と積分 2」で学んだ多変数の微分の話題も取り上げながら，講義

内容を理解するための基礎的演習を行う。また，基礎演習とあわせて，いろいろな応用，発展的な問題も取り上げる。理論は使っ

てみることで初めて納得されるものである。この演習の時間を有効に活用して欲しい。  

 

This focuses on solving practice problems based on the lectures of “Differential and Integral Calculus 3.” 

Basic exercises are conducted to understand the lecture contents while also dealing with basic single variable function 

differentiation and integration methods as well as multi-variable differentiation topics covered in “Differential and Integral 

Calculus 2” of the spring semester. Students also deal with various applications and developmental issues together with basic 

exercises. Theories can be comprehended by using them for the first time. Students should make good use of this practice 

time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. １変数関数の Riemann 積分の復習 

2. ２変数関数の重積分（１） 

3. ２変数関数の重積分（２） 

4. ２変数関数の重積分（３） 

5. ２変数関数の重積分（４） 

6. 重積分の変数変換公式（１） 

7. 重積分の変数変換公式（２） 

8. 多変数関数の重積分 

9. 広義重積分 

10. 曲線の長さ 

11. ベクトル解析（１） 線積分 

12. ベクトル解析（２） グリーンの定理 

13. ベクトル解析（３） 曲面の面積と面積分 

14. ベクトル解析（４） ストークスの定理，ガウスの定理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「微分と積分入門」，「微分と積分１」，「微分と積分２」の内容に十分に習熟しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/授業内課題(30%)/小テスト(25%) 

「微分と積分３」の講義と演習はと一体のものとして評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 難波誠、1996、『微分積分学』、裳華房 (785314087) 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CA092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／位相空間論 Ａ 

(General Topology A) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 裕二(YAMADA YUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

位相空間の基礎，およびユークリッド空間における位相を学ぶ。 

 

Learn the fundamentals of topological space and the topology of Euclidean space. 

 

授業の内容（Course Contents） 

集合は単なる元の集まりであり，その元の間には何の関係もない。位相空間とは，集合に元どうしの近さや，つながり方などの情

報を付加することによって，収束性や写像の連続性などを考えることができるようにしたものである。１年次の微分と積分の講義

で，連続写像をε－δ論法と呼ばれる方法で学んでいるが， 実はここで位相の考え方を使っていたのである。位相空間論Ａでは，

位相空間の基本的な概念について学ぶ。 

 

Sets are simply collections of elements, and there is no connection between these elements. Topological spaces make it 

possible to consider the convergence and mapping continuity of elements in a set by adding information such as their proximity 

and the connection between them. In first-year differentiation and integration lectures, students learned about continuous 

mapping according to the (ε, δ)-definition of limit, but here the idea of topology is used. In “General Topology A,” students learn 

about basic topology concepts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 距離空間（１）： 

定義と例 

2. 集合について（１） 

集合の定義、空集合、補集合、和集合、共通部分、部分集合、べき集合 

ド・モルガンの法則、同値関係と商集合 

3. 位相空間（１）： 

位相空間の定義：開集合、閉集合、位相の強弱、内部、外部、閉包、境界、稠密 

離散位相、密着位相、有限集合上の位相構造:、相対位相、任意の距離空間は位相空間である 

4. 位相空間（２）： 

基底、可算公理 

5. 位相空間（３）： 

点列の収束 

6. 位相空間（４）： 

写像の連続性、同相写像 

7. 位相空間（５）： 

Hausdorff 性と正規性（分離公理）、compact 性 

8. 距離空間（２）： 

実数 R の定義 

9. 距離空間（３）： 

全有界性、完備性、点列 compact 

10. compact 集合と連続写像（１）： 

連続写像のもと、閉集合の逆像は閉集合である 

compact 集合の連続写像による像は compact である 

11. compact 集合と連続写像（２）： 

compact 集合から実数への連続関数は最大値をもつ 

compact 集合の閉部分集合は compact である 

12. compact 集合と連続写像（３）： 

compact かつ Haudorff ならば正規である 

Hausdorff な位相空間の compact 部分集合は閉集合である 

13. 距離空間の中の compact 集合（１）： 

Lebesgue の被覆定理 

「完備かつ全有界であること」と「点列 compactであること」の同値性 

14. 距離空間の中の compact 集合（２）： 
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「点列 compactであること」と「compactであること」の同値性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1 年の微分積分での，点列の収束の定義，関数の連続の定義，有界閉区間上の連続関数の性質については習熟していること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 38 - 

■CA163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA163／計算機 １ 

(Electronic Computer 1) 

担当者名 

（Instructor） 
大井 周(OI SHU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
数学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

前半は文書処理システムである LaTeX の使用法を学ぶ。後半は数式処理システム Maxima の基本的な使い方を学び，それを応

用して数学的な実験を行う。 

 

The first half teaches how to use the LaTeX document processing system. In the second half, students learn the basic usage of 

the Maxima formula processing system and apply it to mathematical experiments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は「計算機 2」と連動して行う。 「計算機 1」で講義を行い，「計算機 2」で実際にコンピュータを用いて実習を行う。 

前半で扱う文書処理システム LaTeX は，特に数式を記述, 表現する機能に優れており，数学の文書作成においては事実上の標

準である。 その基本的な使い方を学び，実際に LaTeX で数学のレポートを作成して提出出来るようになることを目指す。 

後半では数式処理システム Maxima を用いて，計算や数学の問題解決にコンピュータを利用する方法を学ぶ。 その後初等整数

論を題材にして実習を行う。 

 

This lecture is conducted together with “Electronic Computer 2.” “Electronic Computer 1” is composed of lectures, while actual 

practice using computers is performed in “Electronic Computer 2.” 

The first half deals with the document processing system LaTeX, which is particularly good at describing and expressing 

formulas, and is a de facto standard in the creation of mathematics documents. The objective is to learn its basic usage and to 

be able to actually create and present a mathematics report in LaTeX. 

In the second half, students learn how to use the Maxima formula processing system to solve computational and mathematical 

problems with a computer. After that, practice is performed on the subject of elementary number theory. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. LaTeX 入門 1 ： 基本的な使い方 

2. LaTeX 入門 2 ： 数式の記述 1 

3. LaTeX 入門 3 ： 数式の記述 2 

4. LaTeX 入門 4 ： 文章, 表の記述 

5. LaTeX 入門 5 ： 定理環境とマクロ 

6. LaTeX 入門 7 ： 図形の描画 

7. 中間テスト 

8. Maxima 入門 1 ： 基本的な使い方 

9. Maxima 入門 2 ： 線形代数での利用 

10. Maxima 入門 3 ： 微積分での利用 

11. 数式処理と数学 1 ： 初等整数論 

12. 数式処理と数学 2 ： 素数判定 

13. 数式処理と数学 3 ： 暗号の基礎 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

計算機自体の基本的な使用法, 線形代数, 微積分の基本を押さえておくこと。 初等整数論についても勉強しておくとよい。 

コンピュータの基本的な使い方ならびに初歩的な数学を理解(話が通じるレベルでよい)していない者に対しては単位を認定しな

いこともありうるので，開講までによく予習をしておくように。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/中間テスト(Intermediate Exam)(30%)/毎回の課題, 小テスト, 提出物(Assignment)(40%) 

「計算機 1」と「計算機 2」はセットで単位を認定する。また，演習に真面目に取り組まない者，他者の解答をコピーした/させたこと

が発覚した者は上記基準を満たしていても単位を認定しない。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。 
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参考文献（Readings） 

1. 奥村晴彦、2017、『LaTeX2e美文書作成入門』改訂第７版、技術評論社 (ISBN:978-4774187051) 

その他, 適宜講義中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義資料の配付，課題の提出などに Blackboard を利用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■CA164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA164／計算機 ２ 

(Electronic Computer 2) 

担当者名 

（Instructor） 

大井 周(OI SHU) 

小島 彰太（KOJIMA SHOTA） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
数学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

前半は文書処理システムである LaTeX の使用法を学ぶ。後半は数式処理システム Maxima の基本的な使い方を学び, それを応

用して数学的な実験を行う。 

 

The first half teaches how to use the LaTeX document processing system. In the second half, students learn the basic usage of 

the Maxima formula processing system and apply it to mathematical experiments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は「計算機１」と連動して行う。 「計算機 1」で講義を行い， 「計算機 2」で実際にコンピュータを用いて実習を行う。 

前半で扱う文書処理システム LaTeX は，特に数式を記述,，表現する機能に優れており，数学の文書作成においては事実上の

標準である。 その基本的な使い方を学び，実際に LaTeX で数学のレポートを作成して提出出来るようになることを目指す。 

後半では数式処理システム Maxima を用いて，計算や数学の問題解決にコンピュータを利用する方法を学ぶ。 その後初等整数

論を題材にして実習を行う。 

 

This lecture is conducted together with “Electronic Computer 1.” “Electronic Computer 1” is composed of lectures, while actual 

practice using computers is performed in “Electronic Computer 2.” 

The first half deals with the document processing system LaTeX, which is particularly good at describing and expressing 

formulas, and is a de facto standard in the creation of mathematics documents. The objective is to learn its basic usage and to 

be able to actually create and present a mathematics report in LaTeX. 

In the second half, students learn how to use the Maxima formula processing system to solve computational and mathematical 

problems with a computer. After that, practice is performed on the subject of elementary number theory. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. LaTeX 入門 1 ： 基本的な使い方 

2. LaTeX 入門 2 ： 数式の記述 1 

3. LaTeX 入門 3 ： 数式の記述 2 

4. LaTeX 入門 4 ： 文章, 表の記述 

5. LaTeX 入門 5 ： 定理環境とマクロ 

6. LaTeX 入門 7 ： 図形の描画 

7. 中間テスト 

8. Maxima 入門 1 ： 基本的な使い方 

9. Maxima 入門 2 ： 線形代数での利用 

10. Maxima 入門 3 ： 微積分での利用 

11. 数式処理と数学 1 ： 初等整数論 

12. 数式処理と数学 2 ： 素数判定 

13. 数式処理と数学 3 ： 暗号の基礎 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

計算機自体の基本的な使用法, 線形代数, 微積分の基本を押さえておくこと。 初等整数論についても勉強しておくとよい。 

コンピュータの基本的な使い方ならびに初歩的な数学を理解(話が通じるレベルでよい)していない者に対しては単位を認定しな

いこともありうるので，開講までによく予習をしておくように。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/中間テスト(Intermediate Exam)(30%)/毎回の課題, 小テスト, 提出物(Assignment)(40%) 

「計算機 1」と「計算機 2」はセットで単位を認定する。また，演習に真面目に取り組まない者，他者の解答をコピーした/させたこと

が発覚した者は上記基準を満たしていても単位を認定しない。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。 
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参考文献（Readings） 

1. 奥村晴彦、2017、『LaTeX2e美文書作成入門』改訂第７版、技術評論社 (ISBN:978-4774187051) 

その他, 適宜講義中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義資料の配付，課題の提出などに Blackboard を利用する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 42 - 

■CA165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA165／計算機 ３ 

(Electronic Computer 3) 

担当者名 

（Instructor） 
大井 周(OI SHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
数学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

計算機入門に引き続き，C 言語によるプログラミングを修得し，基本的なアルゴリズムやそれを数学に応用する方法を学ぶ。 

 

Following “Introduction to Computer Science,” students learn programming with the C language and learn about basic algorithms 

and how to apply them to mathematics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は「計算機 4」と連動して行う｡ 「計算機 3」において C 言語の文法の説明や数学への応用法の講義を行い，「計算機 4」

でその内容を実際に計算機を用いて実習する。「計算機 3」と「計算機 4」は必ずセットで科目登録をするように。 

 

最初の数回は基礎的な事項の復習を兼ねて、実際にプログラミングを行う際に気をつけるべき点やデバッグのしかた，分割コン

パイルなどについて解説を行う。 

その後ポインタや構造体といった C 言語を使うために必須の話題に進んでいく。 

後半は基本的なデータ構造とアルゴリズム，特に配列のソート(並べ替え)と検索の方法を学ぶ。 

 

本講義は C 言語の応用編に相当するため，初歩的な C 言語の知識があってプログラムが作成できることを受講の前提とする。

最初数回の復習期間のうちには必ずそこまでは身につけること。 

「計算機１・２」は必須ではないが，セットで受講することが望ましい。 

 

This lecture is conducted together with “Electronic Computer 4.” ”Electronic Computer 3” is composed of lectures of the 

syntax of the C language and methods of their application to mathematics, while “Electronic Computer 4” is composed of 

practical exercise practice using computers. Make sure to register for “Electronic Computer 3” and “Electronic Computer 4” as 

a set. 

The first few lectures are reviews of basic matters, with explanations of points to be mindful of when actually programming, 

debugging methods and separate compilation. 

Then it moves on to essential topics for using the C language such as pointers and structures. 

The second half is basic data structures and algorithms, especially array sorting and search methods. 

Because this course involves the practical application of the C language, it is assumed that students have basic knowledge of 

the C language and are capable of creating a program. Make sure to acquire such knowledge within the first few review periods. 

“Electronic Computer 1 and 2” are not required, but it is advisable to take them as a set. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 復習 1 ： 基本文法，宣言と定義 

2. 復習 2 ： 関数 

3. 復習 3 ： 配列と文字列 

4. デバッグと分割コンパイル 

5. ここまでの確認(簡単な試験形式での実習，成績には影響しない) 

6. メモリとポインタ 

7. ポインタと関数，ポインタ演算 

8. ポインタと配列，文字列 

9. 中間テスト 

10. ポインタを返す関数，構造体 

11. メモリの動的確保と可変長配列 

12. コマンドライン引数，ファイル入出力 

13. ソートのアルゴリズム 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

C 言語の基本について復習しておくこと。 

C 言語の基本的な文法(型，演算，条件分岐と繰り返し，配列，関数)やコンパイラの使用法を理解していない者には単位を認定し

ないこともありうるので，開講までに出来るようになっておくように。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/中間テスト(Intermediate Exam)(30%)/毎回の課題, 小テスト, 平常点(Assignment)(40%) 

「計算機 3」と「計算機 4」はセットで単位を認定する。また, 演習に真面目に取り組まない者, 他者の解答をコピーした/させたこと

が発覚した者は上記基準を満たしていても単位を認定しない。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料の配付，課題の提出などに Blackboard を使用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■CA166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA166／計算機 ４ 

(Electronic Computer 4) 

担当者名 

（Instructor） 

大井 周(OI SHU) 

小島 彰太（KOJIMA SHOTA） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
数学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

計算機入門に引き続き，C 言語によるプログラミングを修得し，基本的なアルゴリズムやそれを数学に応用する方法を学ぶ。 

 

Following “Introduction to Computer Science,” students learn programming with the C language and learn about basic algorithms 

and how to apply them to mathematics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は「計算機 3」と連動して行う｡ 「計算機 3」において C 言語の文法の説明や数学への応用法の講義を行い，「計算機 4」

でその内容を実際に計算機を用いて実習する。「計算機 3」と「計算機 4」は必ずセットで科目登録をするように。 

 

最初の数回は基礎的な事項の復習を兼ねて，実際にプログラミングを行う際に気をつけるべき点やデバッグのしかた，分割コン

パイルなどについて解説を行う。 

その後ポインタや構造体といった C 言語を使うために必須の話題に進んでいく。 

後半は基本的なデータ構造とアルゴリズム，特に配列のソート(並べ替え)と検索の方法を学ぶ。 

 

本講義は C 言語の応用編に相当するため，初歩的な C 言語の知識があってプログラムが作成できることを受講の前提とする。

最初数回の復習期間のうちには必ずそこまでは身につけること。 

「計算機１・２」は必須ではないが，セットで受講することが望ましい。 

 

This lecture is conducted together with “Electronic Computer 3.” ”Electronic Computer 3” is composed of lectures of the 

syntax of the C language and methods of their application to mathematics, while “Electronic Computer 4” is composed of 

practical exercise practice using computers. Make sure to register for “Electronic Computer 3” and “Electronic Computer 4” as 

a set. 

The first few lectures are reviews of basic matters, with explanations of points to be mindful of when actually programming, 

debugging methods and separate compilation. 

Then it moves on to essential topics for using the C language such as pointers and structures. 

The second half is basic data structures and algorithms, especially array sorting and search methods. 

Because this course involves the practical application of the C language, it is assumed that students have basic knowledge of 

the C language and are capable of creating a program. Make sure to acquire such knowledge within the first few review periods. 

“Electronic Computer 1 and 2” are not required, but it is advisable to take them as a set. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 復習 1 ： 基本文法，宣言と定義 

2. 復習 2 ： 関数 

3. 復習 3 ： 配列と文字列 

4. デバッグと分割コンパイル 

5. ここまでの確認(簡単な試験形式での実習，成績には影響しない) 

6. メモリとポインタ 

7. ポインタと関数，ポインタ演算 

8. ポインタと配列，文字列 

9. 中間テスト 

10. ポインタを返す関数，構造体 

11. メモリの動的確保と可変長配列 

12. コマンドライン引数，ファイル入出力 

13. ソートのアルゴリズム 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

C 言語の基本について復習しておくこと。 

C 言語の基本的な文法(型，演算，条件分岐と繰り返し，配列，関数)やコンパイラの使用法を理解していない者には単位を認定し

ないこともありうるので，開講までに出来るようになっておくように。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/中間テスト(Intermediate Exam)(30%)/毎回の課題, 小テスト, 平常点(Assignment)(40%) 

「計算機 3」と「計算機 4」はセットで単位を認定する。また, 演習に真面目に取り組まない者, 他者の解答をコピーした/させたこと

が発覚した者は上記基準を満たしていても単位を認定しない。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料の配付，課題の提出などに Blackboard を使用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■CA168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA168／情報科学１（情報システム論） 

(Information Science 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
データベースシステムの構築と運用 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 照久(FUJII TERUHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報システムの理解のために，データベースシステムを構築・運用するための技術を体系的かつ具体的に学び，SQLを使用して

構築と運用の実習を行う。それによって情報システムの中核となる技術を習得することを目指す。 

 

To understand information systems, students systematically and concretely learn the technologies for constructing and 

operating database systems, and use SQL to practice constructing and managing them. The objective is to learn the core 

technology of information systems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

わたしたちの社会生活において情報システムは不可欠な存在になっている。本授業では，情報システムの概要と，そこで中心的

役割を果たしている，データベースの仕組みを解説する。さらにその構築方法と運用方法を解説し，実習を行う。まずデータベー

スの理論を解説する。次にデータベース操作言語である SQLを体系的に，かつ具体例をもって解説し，実習をする。さらに，デー

タベースの全体像を把握するために，「大学科目履修」や「学習塾」といった分かりやすい例を用いてデータベースシステムを構

築し，運用する実習を行う。  

 

Information systems have become indispensable in our social lives. In this class, an outline of information systems and the 

structure of databases which play a central role within them are explained. In addition, we explain how to construct and operate 

them, and conduct practical exercises. First, database theory is explained. Next, the database manipulation language SQL is 

systematically explained with concrete examples, along with practice exercises. In addition, in order to grasp a complete picture 

of databases, students construct and operate databases as a practical exercise using easy-to-understand examples such as a 

“University Course” and “Coaching School.”  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. データベースの概要 

2. データベース理論の基礎 

3. データベース設計の基礎 

4. SQLの基本と，レコードを並べ替えて表示 

5. 単純な条件でレコードを抽出 

6. 様々な条件でレコードを抽出 

7. 表のデータで計算 

8. 複数の表を内部結合 

9. 複数の表を外部結合 

10. レコードのグループ化 

11. サブクエリを使ったレコードの抽出 

12. 表のレコードの追加・更新・削除 

13. 大学データベースの構築と運用 

14. 学習塾データベースの構築と運用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で簡単な課題を出すので，コンピュータを使って実験レポートを作成し，2 週間後までに blackboard 経由で提出してく

ださい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/課題レポート(40%)/出席と授業の取組み(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の際にプリントを配付する。 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

準備学習・その他の指示は，blackboard で行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CA169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA169／情報科学２（情報システム論実習） 

(Information Science 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報システム設計 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 照久(FUJII TERUHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
数学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報システムの理解のために，現実の世界を分析し，情報システムを設計する技術を学ぶ。そのための方法に関して必要な知

識を獲得し，それを実践する技術を習得することを目指す。  

 

To understand information systems, students perform real-world analysis and learn the technology to design information 

systems. The objective is to acquire knowledge related to this and learn the technology to put it into practice.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では，情報システム開発で中心的役割を果たしている，データフローダイアグラム設計方法と UML設計方法を解説し，具

体例を用いて実習を行う。実習の際には，非常に分かりやすい身近の実例を用いて，実習を行う。DFD 設計においては「図書

館」，「学習塾」を例にする。UML 設計では「缶ジュース自動販売機」，「チケット販売システム」，「レンタル業務システム」などを例

とする。実習課題は基礎レベルから順番にレベルアップして行くので，休まないで取り組めば，必ず情報システムの設計技術をマ

スターできる。  

 

This course explains the data flow diagram and UML design methods, which play a central role in information system 

development, and practice is performed using concrete examples. For practical exercises, students use familiar examples which 

are very easy to understand. “Library” and “Coaching School” are examples used for DFD design. For UML design, examples 

include “Canned Juice Vending Machine,” “Ticket Sales System” and “Rental Business System.” These practice assignments 

start at a basic level and successively progress to advanced levels, so if students don’t skip any they are sure to attain mastery 

of information system design.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 構造化技法の考え方とその方法 

2. データフローダイアグラムの具体例 

3. DFD による図書館業務の分析 

4. DFD による図書館システムの設計 

5. DFD による学習塾システムの設計 

6. オブジェクト指向技法の考え方と UMLダイアグラム 

7. ユースケース図の考え方と描き方 

8. ユースケース図の各種の事例（コンビニレジ業務） 

9. クラス図の考え方と描き方 

10. クラス図の各種の事例（Web 通信販売管理システム） 

11. シーケンス図の考え方と描き方  

12. シーケンス図の各種の事例（切符自動販売機） 

13. 缶ジュース自動販売機の分析と設計 

14. チケット販売システムの分析と設計  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で簡単な課題を出すので，コンピュータを使って実験レポートを作成し，2 週間後までに blackboard 経由で提出してく

ださい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/課題レポート(40%)/出席と授業の取組み(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の際，プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

準備学習・その他の指示は，blackboard で行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CA170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA170／情報科学３（情報ネットワーク論） 

(Information Science 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報ネットワークの基礎 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 照久(FUJII TERUHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会の中で最重要なインフラである通信ネットワークの基礎的な仕組みを，Linux コンピュータを使って実験をしながら学ぶ。

通信ネットワークの仕組みは TCP/IP と呼ばれ，Linux によって自由に操作できる。 

 

The basic structure of a telecommunications network, which is the most important infrastructure of modern society, is studied 

using Linux computers. The communications network mechanism is called TCP/IP, and can be freely handled using Linux. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネットワークの基礎に関して，具体的かつ体験的に学習する。実際に一人 1 台の Linux 系の OSを扱い，1 台 1 台のコンピュータ

がつながって小さなネットワーク（LAN）を作ることを，実験を通して学ぶ。ネットワークの通信は TCP/IPの理論に基づいて階層

的にコントロールされている。7階層の中の第 1 層，第 2 層，第 3 層の下位層に焦点をあてる。特に，第 2 層の MAC アドレスや

第 3 層の IPアドレスがどのように機能して基本的な通信が確立されるのかを調べる。ネットワーク通信の実験を通じて，小さなネ

ットワークを相互に接続できること，インターネットとして全世界と通信できることを学ぶ。  

 

Learn concretely and experientially about the basics of networks. Students learn through experiment, with each student 

handling a single machine running a Linux OS and connecting each computer together to create a small network (LAN). Network 

communication is hierarchically controlled based on TCP/IP theory. The focus is on the first, second and third lowest layers of 

the seven layer hierarchy. In particular, we examine how layer 2 MAC addresses and layer 3 IP addresses function to establish 

basic communications. Through network communication experiments, students learn that smaller networks can be connected 

together to communicate with the whole world through the Internet.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. UBUNTU の操作方法 

2. ネットワークの基礎知識 

3. プロトコルの階層化と OSI参照モデル 

4. ネットワーク構成要素 

5. TCP/IPの基礎知識 

6. TCP/IPの階層モデル，通信例とアドレス計算の実験 

7. データリンクとイーサネットの実験 

8. データリンクの各種技術の実験 

9. IPプロトコルの基礎知識 

10. IPアドレスの基礎知識 

11. IPアドレスの分析実験 

12. 経路制御（ルーティング）の調査 

13. IPの分割処理と再構築処理，ARP の実験 

14. ICMP，IPヘッダ，NATの調査 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で簡単な課題を出すので，コンピュータを使って実験レポートを作成し，2 週間後までに blackboard 経由で提出してく

ださい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/課題レポート(40%)/出席と授業の取組み(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の際にプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 



 - 51 - 

必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

準備学習・その他の指示は，blackboard で行う。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 52 - 

■CA171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA171／情報科学４（情報ネットワーク論実習） 

(Information Science 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報ネットワークの応用 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 照久(FUJII TERUHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
数学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会の中で最重要なインフラであるネットワークの応用的な仕組みを，Linux コンピュータを使って実験をしながら学ぶ。  

 

The application structure of networks, which is the most important infrastructure of modern society, is studied using Linux 

computers.  

 

授業の内容（Course Contents） 

「情報科学 3」に継続して，ネットワークの仕組みを具体的かつ体験的に学習する。実際に一人 1台の Linux 系の OS を扱い，通

信の内部の仕組みに直接働きかけて，各種の実験を行う。ネットワークの通信は TCP/IP に基づいて階層的にコントロールされ

ている。第 4 層から第 7 層の上位層に焦点をあてる。特に，Web サーバとブラウザの仕組み，ホームページによる情報発信の方

法，ドメイン名と IPアドレスの変換の仕組み，遠隔ログインの仕組み，ファイル転送の仕組みと，電子メール送信の仕組みと受信

の仕組みなどを実験しながら学ぶ。  

 

Continue to “Information Science 3” to learn the network mechanisms concretely and experientially. Students perform various 

experiments, with each operating a machine with a Linux OS, working directly with internal communications mechanisms. 

Network communication is hierarchically controlled based on TCP/IP. The focus is on the upper layers from the fourth layer to 

the seventh layer. In particular, students learn through experiment how web servers and browsers work, how websites transmit 

information, how domain names are converted to IP addresses, how remote logins work, how file transfers work and how emails 

are transmitted and received.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. UBUNTU のコマンド操作の実験 

2. イーサネットヘッダと IP ヘッダの意味とパケットキャプチャの実験  

3. トランスポート層の役割の確認実験 

4. ポート番号，UDP，TCP のヘッダ分析 

5. TCP の仕組みの確認実験 

6. コネクションの接続とデータのやり取りの確認実験 

7. UDPヘッダのフォーマットと TCP ヘッダのフォーマットの確認実験 

8. WWW 用サーバ apache のインストールと簡単な HTMLによるホームページの開発実験 

9. WWW 用ホームページ（gif データと jpg データの貼り付け）の開発実験 

10. WWW 用ホームページ（各種文書データや他の HP とのリンク）の開発実験 

11. SSH の遠隔ログインによる他のコンピュータの操作の実験  

12. DNS サーバの動作実験 

13. ファイル転送の動作実験 

14. セキュリティの仕組み，電子メールの動作実験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で簡単な課題を出すので，コンピュータを使って実験レポートを作成し，2 週間後までに blackboard 経由で提出してく

ださい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/課題レポート(40%)/出席と授業の取組み(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の際にプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介する。 



 - 53 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

準備学習・その他の指示は，blackboard で行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CA173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA173／情報科学６（マルチメディア論実習） 

(Information Science 6) 

担当者名 

（Instructor） 

小森 靖(KOMORI YASUSHI) 

筧 三郎(KAKEI SABUROU) 

長島 忍(NAGASHIMA SHINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コンピュータが取り扱う画像・音・映像などのさまざまなデータの処理に使われる数学理論を，実際にコンピュータを使った実習を

通して学ぶ。 

 

Students learn about the mathematical theories computers use to process various types of data such as images, sound and 

video through practical exercises using computers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ネットワーク上を音や画像・映像などが頻繁に利用されている。また携帯電話でも動画像が手軽に見られ，専用の放送も予定さ

れている。ここで重要なのは，いかに少ないデータ量で上質の音声や画像を表現するかである。この基本はフーリエ変換であっ

て，数学の見事な応用が実感できるものである。 

最終日には３次元画像の作り方を数学的に調べ，実習で確認する。 

 

Sounds, images and videos are frequently used on the network. In addition, videos are easily viewed with mobile phones and 

dedicated broadcasts are also arranged. The important point here is how to represent high-quality audio and images using a 

small amount of data. This is based on Fourier transforms, which is one of the splendid applications of mathematics to be 

experienced. 

On the final day, students investigate how to mathematically create 3D images and confirm this through practical exercises. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. １次元データの処理。とくに音声信号のフーリエ変換による処理を中心に説明する。応用として音程，音色の数学的意味を

考察する。 

2. １次元データの処理 

3. １次元データの処理 

4. １次元データの処理 

5. １次元データの処理 

6. ２次元データの処理。とくに画像のフーリエ変換による処理を説明し，静止画像の圧縮と動画像処理の基本について述べ

る。 

7. ２次元データの処理 

8. ２次元データの処理 

9. ２次元データの処理 

10. ２次元データの処理 

11. ３次元データの処理。とくにレイ・トレーシングによる３Ｄ画像作成の数学的背景の解説，および，実習を行う。 

12. ３次元データの処理 

13. ３次元データの処理 

14. ３次元データの処理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(50%)/授業内で行う複数回の課題(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休み期間中に３日間の集中講義として行う。 

日程は決定次第，掲示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■CA177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA177／計算機諸論 ２ 

(Special Topics in Electronic Computer 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
楕円曲線暗号入門 

担当者名 

（Instructor） 
伊豆 哲也(IZU TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実社会に対する数学の応用例の一つに暗号技術がある。本講義では，数学との結びつきを意識しつつ，セキュリティの基盤であ

る暗号技術の理解を深めることを目標とする。 

 

One real-world application of mathematics is cryptography. These lectures aim to deepen students’ understanding of 

cryptography, which is the foundation of security, while being aware of its connection with mathematics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

実社会における数学の応用はさまざまに知られているが，中でも暗号技術は，昨今のインターネットの普及から，セキュリティを

支える基盤として社会に欠くべからざる技術となっている。本講義では，共通鍵暗号・公開鍵暗号・ディジタル署名・ハッシュ関数

などの要素技術の原理を理解するとともに，これらの技術を組み合わせることで，さまざまなセキュリティ機能が実現できることを

説明する。特に，公開鍵暗号は鍵の一部を公開しながらも安全性を確保できるという原理を実現する上で，数学的な一方向性関

数を用いており，その数学的原理についても触れる。 

本講義ではプログラム演習を行わないが，各自で実装を経験することで，暗号技術と数学に対する深い理解が可能となるだろ

う。 

 

Although mathematics is known to have various real-world applications, cryptography has become especially important 

technology for society due to the spread of the Internet, where it serves as the foundation of security. In this lecture, students 

understand the principles of underlying technologies such as symmetric key cryptography, public key encryption, digital 

signatures and hash functions, and it is explained how the combination of these technologies enables a wide variety of security 

functions. In particular, it touches on the mathematical theory behind how mathematical one-way functions are used to support 

the principle that public key encryption can maintain security while making one of the keys public. 

Although this course does not include programming exercises, students can deepen their understanding of cryptography and 

mathematics by experiencing their own implementations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 暗号技術（１）：共通鍵暗号 

2. 暗号技術（２）：公開鍵暗号 

3. 暗号技術（３）：ディジタル署名・メッセージ認証コード 

4. 暗号技術（４）：PKI・TLS 

5. 楕円曲線暗号（１）：有限体と楕円曲線 

6. 楕円曲線暗号（２）：楕円曲線の加算公式 

7. 楕円曲線暗号（３）：楕円曲線の性質 

8. 楕円曲線暗号（４）：スカラー倍算 

9. 楕円曲線暗号（５）：楕円曲線離散対数問題 

10. 楕円曲線暗号（６）：楕円曲線離散対数問題の解法１ 

11. 楕円曲線暗号（７）：楕円曲線離散対数問題の解法２ 

12. 楕円曲線暗号（８）：楕円曲線 DH 鍵交換 

13. 楕円曲線暗号（９）：楕円曲線 DSA署名 

14. 楕円曲線暗号（１０）：楕円曲線暗号の安全性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて講義時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA181／情報科学諸論 ３ 

(Special Topics in Information Science 3) 

担当者名 

（Instructor） 
篠原 直行(SHINOHARA NAOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LC191 情報科学特論１と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

SSL でよく使用される RSA 暗号の理解を深めることで, 公開鍵暗号の安全性評価について学ぶ。 

 

Cultivate a better understanding of RSA cryptography, which is commonly used in SSL, to learn about the safety value of public 

key encryption. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 SSL はインターネット上で情報を暗号化して送受信するプロトコルであり, その中では公開鍵暗号や秘密鍵暗号などが使用さ

れている｡ 特に公開鍵暗号では, 素因数分解の計算の困難性を安全性の基盤とする, RSA暗号が広く使用されており, 各国の

研究機関がその安全性評価の研究を行っている｡ 

 この講義では, RSA 暗号の実装と解読に関する各種のアルゴリズムを説明し, 簡単なアルゴリズムについてはフリーソフトであ

る Risa/Asir を実装し, 数値実験を行う。 

 

SSL is a protocol that encrypts and transmits information over the Internet, which uses public key encryption and secret key 

cryptography. In particular, RSA cryptography is widely used for public key encryption with security based upon the difficulty of 

calculating prime factorization, and research institutes in each country are conducting research on its safety value. 

This lecture explains various algorithms related to implementing and deciphering RSA cryptography, and for simple algorithms 

students install free software Risa/Asir to perform numerical experiments. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（SSL, RSA 暗号） 

2. 数式処理ソフト ASIR の使い方 

3. RSA 暗号の秘密鍵の生成 (試し割と計算量) 

4. エラトステネスの篩 

5. プログラミング演習 

6. Fermat test, Carmichael 数, 冪乗演算の高速化 

7. Miller-Rabin test 

8. 素数証明と素数生成 

9. プログラミング演習 

10. RSA 暗号の実装 (拡張 Euclid 互除法) 

11. 指数時間の素因数分解アルゴリズム (Fermat 法) 

12. 準指数時間の素因数分解アルゴリズム (二次篩法) 

13. 二次篩法の続き 

14. プログラミング演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は, 必要に応じて別途指示する.。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(49%)/小レポート(51%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CA182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA182／情報科学諸論 ４ 

(Special Topics in Information Science 4) 

担当者名 

（Instructor） 
篠原 直行(SHINOHARA NAOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LC192 情報科学特論２と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 現時点で実際に広く使用されている代表的な公開鍵暗号として楕円曲線暗号が挙げられる。楕円曲線暗号に関して理解を深

めることで, 公開鍵暗号とその安全性評価について学ぶ。 

 

Elliptic curve cryptography is a typical form of public key encryption which is currently widely used. Students cultivate a better 

understanding of elliptic curve cryptography to learn about public key encryption and its security value. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 SSL はインターネット上で情報を暗号化して送受信するプロトコルであり, その中では公開鍵暗号や共通鍵暗号などが使用さ

れている。特に公開鍵暗号では, 素因数分解の計算の困難性を安全性の基盤とする RSA暗号が広く使用されている。また, も

う一つの代表的な公開鍵暗号として, 楕円離散対数問題を解く計算の困難性を安全性の基盤とする楕円曲線暗号が知られてい

る。楕円曲線暗号の利点はある一定の安全性を実現するために必要な鍵の大きさが RSA 暗号に対して短いことである。 

 この講義では楕円曲線暗号の実装に必要な知識と楕円曲線暗号の安全性評価について学ぶ。簡単なアルゴリズムについては

フリーソフトである Risa/Asir を実装し, 数値実験を行う。 

 

SSL is a protocol that encrypts and transmits information over the Internet, and public key encryption and symmetric key 

cryptography are used for this. In particular, public key encryption often uses RSA cryptography, whose security is based on the 

difficulty of prime factorization. Also, as another type of public key encryption, elliptic curve cryptography’s security value is 

based on the difficulty of the calculations to solve the elliptic curve discrete logarithm problem. An advantage of elliptic curve 

cryptography is that the key size required to achieve a certain degree of security is shorter than for RSA cryptography. 

In this lecture, students learn the knowledge required to implement elliptic curve cryptography and study the security value of 

elliptic curve cryptography. For simple algorithms, students install the free software Risa/Asir to perform numerical 

experiments. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 数式処理ソフト ASIR の使い方 

3. 楕円曲線から与えられる加法群 

4. 楕円曲線暗号 

5. 平方剰余の相互法則 

6. プログラミング演習 

7. 有限体上の平方根の計算 

8. プログラミング演習 

9. 楕円曲線における加法演算の高速化 

10. 整数倍算の高速化 

11. プログラミング演習 

12. ρ法による楕円曲線上の離散対数問題の解法 

13. ρ法による楕円曲線上の離散対数問題の解法（続き） 

14. プログラミング演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は, 必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(49%)/数回の小レポート(51%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA188 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA188／応用数学諸論 ４ 

(Special Topics in Applied Mathematics 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グラフ理論 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 守正(TSUCHIYA MORIMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グラフ理論を取り上げ，『問題対象を有限離散的に捉え解決するための基礎的方法・知識・技術』を習得してもらう。さらに，応用

例を通して，それらの習得が数理科学や情報科学の問題解決に必須であることを認識してもらう。これらを通して応用数学に関

する発展的題材について理解を得ることを目標とする。 

 

In this course, we will look at graph theory, learning methods, knowledge, and techniques necessary to grasp and solve problems 

in a finite and discrete manner. Furthermore, through practical examples, students will come to perceive this knowledge as 

indispensable for solving problems in the mathematical and informational sciences. In doing so, this course aims for students to 

gain an understanding of various developing subjects within applied mathematics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グラフ理論の基本的な概念をまず理解してもらい，様々な結果を紹介する。それぞれの内容が，日常生活等で具体的に現れる

場面をできる限り紹介する。扱うトピックは，木，点彩色性，辺彩色性である。 

 

First, we will cover the fundamental concept of graph theory, introducing its various results. We intend to introduce specific 

areas where the course contents appear in our everyday lives whenever possible. The topics that will be covered are trees, 

point coloring, and edge coloring. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グラフの定義と例  

2. 道と最短経路問題 

3. 次数と隣接行列 

4. 木について 

5. 向き付けについて 

6. プレフィクスコードについて 

7. グラフの木の性質と中間まとめ 

8. 平面的グラフについて 

9. 点彩色の基本的性質について 

10. 4 色定理について 

11. 点彩色のアルゴリズム 

12. 辺彩色の基本的性質について 

13. 辺彩色のアルゴリズムについて 

14. グラフの彩色とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の演習問題を解くことで，内容の理解を深めることができる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(40%)/レポート（10％×2 回）(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 恵羅博，土屋守正、2010、『グラフ理論 増補改訂版』、産業図書 (ISBN:ISBN978-4-7828-5355-9) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CA189 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA189／応用数学諸論 ５ 

(Special Topics in Applied Mathematics 5) 

担当者名 

（Instructor） 
小島 彰太(KOJIMA SHOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LC196 情報科学特論６と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、Cの基本的文法と文字列処理、LINQ について学習することを目標とする。プログラミングの授業であるが、講義主

体の授業なので、自身で、VisualStudio を用いた C アプリケーションの実行環境を整える必要がある点を注意する。 

 

The goal of this course is to learn about the basic syntax and string handling of C and to study LINQ. This is a programming 

course, but as it is a lecture class, it is important to note that students will be required to set up the C application execution 

environment using VisualStudio themselves. 

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめに、C 言語の基礎知識(変数の宣言方法、if,for,関数の定義方法、配列など)を仮定して、C#の基礎的文法について学習す

る。次に、正規表現や LINQ とよばれる技術について学習する。正規表現は、文字列処理に応用される概念であり、これを用いる

と、複雑なルールのもとでの文字の検索や置換などが可能になる。LINQ は配列的なものを対象とした技術であり、これを用いる

と、要素の抽出、変換、結合や、集合的演算である和集合、積集合、差集合などを手軽に行うことができる。 

 

First, assuming basic knowledge of the C language (such as declaring variables, if, for, defining functions, and arrays), students 

learn the basic syntax of C#. Next, they learn about regular expressions and technology called LINQ. Regular expressions are 

concepts applied for string processing, which can be used to find and substitute characters under intricate rules. LINQ is 

technology aimed at arrays, the use of which makes it easy to extract elements, transform, combine and perform collective 

operations such as unions, intersections and relative complements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. C#の基礎的文法（基本のデータ型） 

2. C#の基礎的文法（クラスの基礎） 

3. C#の基礎的文法（クラスの基礎） 

4. C#の基礎的文法（クラスの基礎） 

5. C#の基礎的文法（クラスの基礎） 

6. 小テスト 

7. 正規表現 

8. 正規表現 

9. 正規表現 

10. 小テスト 

11. LINQ 

12. LINQ 

13. 小テスト 

14. LINQ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

VisualStudioで、C#が利用できる環境を整え、小さい規模でも良いので、多くのプログラムを自作することを推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト×３(80%)/レポート(20%) 

小テストは３回実施する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CA190 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA190／応用数学諸論 ６ 

(Special Topics in Applied Mathematics 6) 

担当者名 

（Instructor） 
小島 彰太(KOJIMA SHOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LC197 情報科学特論７と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、Cの文法と GUI環境下における図形処理について学習することを目標とする。プログラミングの授業であるが、講

義主体の授業なので、自身で、VisualStudio を用いた C アプリケーション(WPFを含む)の実行環境を整える必要がある点を注意

する。 

 

The objective of this course it to learn about C syntax and computer graphics under a GUI environment. This is a programming 

course, but as it is a lecture class, it is important to note that students will be required to set up the C application execution 

environment (including WPF) using VisualStudio themselves. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業前半では、C 言語の基礎知識(変数の宣言方法、if,for,関数の定義方法、配列など)と C の基礎知識（クラスの基礎知識)を仮

定して、C で継承やポリモーフィズムなど高度な概念を学習する。授業後半では、GUIアプリケーション(WPF)を用いて、図形処理

を中心に扱う。はじめ関数のグラフを描くアプリを作成し、次に高校数学で扱うような図形を GUIアプリで作成する方法について

学習する。最後は、一般的な単純閉曲線について、面積、重心、内点と外点の判定方法など少し高度なことを扱う。 

 

In the first half of the class, assuming basic knowledge of the C language (such as declaring variables, if, for, defining functions 

and arrays) and basic knowledge of C (class basics), students learn advanced concepts in C such as inheritance and 

polymorphism. In the second half of the class, a GUI application (WPF) is used to focus on computer graphics. Students start by 

creating an app that draws graphs of functions, and then learn how to create graphics in the GUI app that can work with high 

school mathematics. Finally, they deal with somewhat advanced operations such as calculating the area and center of a simple 

closed curve as well as determining whether a point lies inside or outside of the curve. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. C#の文法（継承、ポリモーフィズム） 

2. C#の文法(インターフェイス) 

3. C#の文法 

4. C#の文法 

5. C#の文法 

6. 小テスト 

7. 関数のグラフ 

8. 小テスト 

9. 図形処理（三角形と円） 

10. 小テスト 

11. 図形処理（閉曲線） 

12. 図形処理（閉曲線） 

13. 図形処理（閉曲線） 

14. 図形処理（閉曲線） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

VisualStudioで、C#が利用できる環境を整え、小さい規模でも良いので、多くのプログラムを自作することを推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト×３(80%)/レポート(20%) 

小テストは３回実施する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA194 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA194／代数学諸論 ４ 

(Special Topics in Algebra 4) 

担当者名 

（Instructor） 
柴田 和樹(SHIBATA KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3130 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LC147 代数学特論１と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

可換環論の基礎を学ぶ。可換環の定義や基本的性質を学んだ後，具体例として次数付き環を講義し，可換環論のより深い理解

を目指す。 

 

Learn the basics of commutative algebra. After learning the definition and basic properties of commutative rings, the lecture 

explains specific examples of graded rings for a deeper understanding of commutative algebra. 

 

授業の内容（Course Contents） 

可換環論は多様体や組合せ論などの他分野と深い関わりがあり，今日までに多くの研究結果があり，今なお盛んに研究されて

いる分野である。本講義では，前半で可換環に関する定義や性質を講義した後，後半では組合せ論的可換環をテーマとし，具体

的な例をいくつか挙げて環の性質について解説する。  

 

Commutative algebra has a deep relationship with other fields such as manifolds and combinatorics, there are many research 

findings as of today, and the field is actively researched. In this lecture, after lecturing on the definition and properties of 

commutative rings in the first half, the second half is on the topic of combinatorial commutative rings, and properties of these 

rings are described using concrete examples.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 環の定義 

2. 環準同型写像 

3. イデアル，剰余環 

4. 加群の定義とその性質 

5. 加群の準同型写像 

6. 加群の系列，完全列 

7. 加群のテンソル積 

8. イデアルの準素イデアルへの分解(1) 

9. イデアルの準素イデアルへの分解(2) 

10. ネーター環と準素分解 

11. 次数付き環と次数付き加群 

12. 半群環の定義およびその性質(1) 

13. 半群環の定義およびその性質(2) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「線形代数学 1・2」を予備知識とする。特に，ベクトル空間については既知とし，話を進めていく。また，「代数学 1」は履修中，ある

いは履修済であることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%×2)(80%)/授業内演習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA195 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA195／代数学諸論 ５ 

(Special Topics in Algebra 5) 

担当者名 

（Instructor） 
柴田 和樹(SHIBATA KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3130 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LC148 代数学特論２と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

可換環，特に次数付き環について学ぶ。具体的にスタンレー・ライスナー環やトーリック環など組合せ論と深い関わりのある環に

ついて講義し，次数付き環の理解を深める。 

 

Learn about commutative rings, especially graded rings. Specifically, the lecture concerns rings with deep connections to 

combination theory such as Stanley–Reisner rings and Toric rings, to deepen understanding of graded rings. 

 

授業の内容（Course Contents） 

組合せ論的可換環における環論的性質と組み合わせ論的構造には深い関わりがある。本講義では，前半では，イデアルのグレ

ブナー基底や環のヒルベルト関数の定義や基本的性質を講義した後，後半ではスタンレー・ライスナー環やトーリック環などを対

象に，グレブナー基底やヒルベルト関数と組み合わせ論的構造の関係性について解説する。 

 

There is a deep relationship between ring-theoretic properties and combinatorial structures of combinatorial commutative rings. 

In this lecture, in the first half, after lecturing on the basic properties of the Gröbner basis of the ideal and Hilbert ring function, 

the second half explains the relationship between the Gröbner basis and Hilbert function and the combinatorial structure of 

Stanley–Reisner rings and Toric rings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 多項式環とイデアル 

2. 単項式順序，多変数多項式の割り算 

3. イデアルのグレブナー基底(1) 

4. イデアルのグレブナー基底(2) 

5. 次数付き環のヒルベルト関数(1) 

6. 次数付き環のヒルベルト関数(2) 

7. 単体的複体とスタンレー・ライスナー環(1) 

8. 単体的複体とスタンレー・ライスナー環(2) 

9. トーリック環とトーリックイデアル(1) 

10. トーリック環とトーリックイデアル(2) 

11. 整凸多面体の定義 

12. 整凸多面体のエルハート多項式とエルハート環(1) 

13. 整凸多面体のエルハート多項式とエルハート環(2) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「線形代数学 1・2」，「代数学 1」を予備知識とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%×2)(80%)/授業内演習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA213／数学諸論 ５ 

(Special Topics in Mathematics 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
18 世紀の解析学：オイラーをめぐって 

担当者名 

（Instructor） 
中根 美知代(NAKANE MICHIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3030 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LC175 数学特論１と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数学史上最も多産な数学者オイラー(1707-1783)は，解析学でも多くの成果を挙げている。オイラーを中心にして 18 世紀の解析

学の形成過程の一面を見ていくことにより，現在学んでいる数学的な概念や手法の起源を知り，その意味づけを考える。 

 

Euler (1707-1783), the most prolific mathematician in the history of mathematics, has also made many achievements in 

analytics. By looking at one side of the formation process of 18th century analysis centering on Euler, students learn the origin 

of the mathematical concepts and methods they are currently studying and consider their significance. 

 

授業の内容（Course Contents） 

17 世紀の成果を受け継いだ数学者たちは，微積分の手法を生かして，さまざな問題に挑み，多くの成果を挙げた。その過程で，

関数という概念が形成され，「解析学」という分野が成立したが，その中心的役割を果たしたのが，オイラーである。そして，オイラ

ーの成果を厳密性という視点から検討するところから，解析学の次の時代が始まっていくのである。この授業では，オイラーを中

心に据えて，解析学が発展していく過程の一側面を論じる。授業を進めていくためには，大学初年級の微積分学の内容に触れざ

るを得ないので，その復習もあわせて行う。微分方程式なども扱うが，ごく易しい範囲なので，2 年生までの必修科目を受講して

いれば十分である。 

 

Mathematicians who inherited the products of the 17th century made good use of calculus methods to solve a variety of 

problems, producing many results. Through this process, the concept of functions was formed, and the field of “analysis” came 

into being; Euler played a central role in this accomplishment. The following era of analysis starts with examining Euler’s results 

from a strict viewpoint. In this class, we discuss one aspect of the process by which analysis develops, centering on Euler. To 

advance the class, we must touch on the contents of early year calculus and do a review. Since the differential equations to be 

handled are within a very easy range, it is sufficient to take the compulsory subjects up to the second grade. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 17 世紀のまとめ(1) 

2. 17 世紀のまとめ(2) 

3. ロピタルの教科書『無限小解析入門』 

4. ベルヌーイ一家の成果 

5. オイラーへの序章：最速降下線問題 

6. 微分方程式の解法と三角関数・指数関数 

7. オイラーの教科書：『無限解析入門』 

8. オイラーと指数・対数関数 

9. オイラーと三角関数 

10. オイラーの微分計算 

11. オイラーの積分計算 

12. 振動弦論争と連続関数の概念 

13. 無限小をめぐる議論 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高校と大学での微積分学で学んだことを復習し，授業中求められた時に，必要な知識が取り出せるようにしておくこと。予習・復

習となるような課題を毎週を出すので，次回までに必ずやってくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業中に出した課題(30%)/授業参加態度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

高校と大学での微分積分学の教科書ないしは授業ノート，プリントなど，これまで何を学んだかがわかるものを準備しておくこと。 
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参考文献（Readings） 

1. W.ダンハム、2004、『オイラー入門』、シュプリンガー・フェアラーク (ISBN:4-431-71079-5) 

進度にあわせて，授業時間中に文献を追加する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard で各回の課題や参考文献を告知するので，必ず確認すること。授業中の情報機器使用には厳しく対処する。 

 

注意事項（Notice） 
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■CA214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA214／数学諸論 ６ 

(Special Topics in Mathematics 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行列の歴史的展開と線形代数学の形成 

担当者名 

（Instructor） 
中根 美知代(NAKANE MICHIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3030 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LC176 数学特論２と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

行列という概念が導入され、さまざまな性質が明らかにされてくいく過程に焦点をあてて線形代数学が形成されていく経過を学ぶ

ことにより、この科目への理解を深め、あわせて数学という学問の性質について考えていく。 

 

By studying how linear algebra develops, focusing on the process by which the concept of matrices is introduced and various 

properties are revealed, students deepen their understanding of the subject and consider the nature of the study of 

mathematics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀の後半に、行列が導入され、その計算法や性質が考察されていく過程を検討する。2 次形式・固有値問題・多元数という

さまざまな問題関心が、行列へと集約されていることとともに、英国圏・米国・フランス・ドイツといった文化圏ごとの取り組み方の

違いにも注目していく。線形代数学を学んでいれば、他の学部・学科生でも受講上の問題はない。 

 

Students study the process of how matrices were introduced and their calculation methods and properties determined in the 

latter half of the nineteenth century. In addition to putting together various problem concerns such as quadratic forms, 

eigenvalue problems and hypercomplex numbers into matrices, this class focuses on differences in dealing with them among 

different cultures, such as in the United Kingdom, the United States, France and Germany. Students from other majors or 

departments may take this course as long as they have studied linear algebra. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 19 世紀前半までの行列・行列式・連立方程式の関係 

2. 19 世紀前半までの 2 次形式 

3. ハミルトンの四元数 

4. 四元数からベクトル・多元数へ 

5. 行列の導入 

6. 抽象代数の着想 

7. ケーリーによる行列の研究 

8. シルベスターによる行列の研究 

9. 米国での数学研究と「線形代数」 

10. フロベニウスによる行列の考察 

11. ワイエルシュトラスと行列 

12. 行列の対角化をめぐって(1)：固有値の着想 

13. 行列の対角化をめぐって(2)：カミーユ・ジョルダンの考察 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

大学の授業で使った線形代数学の教科書、ないしは授業ノートを必ず用意し、この授業の進度にあわせて、線形代数学を復習

すること。また、与えられた課題をできるだけ遅れないで提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業中に出題する課題(30%)/授業参加態度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の進展に応じて、授業中ないしは Blackboard で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard を必ず確認すること。授業中の学習態度（遅刻・欠席・通信機器の利用・ノートの取り方など）を重視する。 

 

注意事項（Notice） 
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■CA221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA221／統計数学諸論 ３ 

(Special Topics in Statistics 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数理統計学 

担当者名 

（Instructor） 
小山 民雄(KOYAMA TAMIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3530 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LC167 統計数学特論１と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

代表的な統計手法の数理的な基礎について理解する。 

 

Understand the mathematical foundation of typical statistical methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

入門的な統計学の内容を習得した学生向けに、推定論、検定論などからなる標準的な数理統計学の内容について紹介する。推

定論においては、推定量に関する基本的な性質である不偏性や一致性について述べ、推定精度の限界を与えるクラメル・ラオの

不等式について解説する。検定論では、有意水準や検出力など基礎概念を整理した後で、最良の検定方法を与えるネイマン・ピ

アソンの補題について解説する。推定論と検定論の枠組みを線形モデルに適用し、単回帰モデル、重回帰モデル、一元配置分

散分析モデル、二元配置分散分析モデルに関する推定と検定について述べる。また、主成分分析、因子分析、最尤推定量の漸

近理論などについても解説する。 

 

Aimed at students who have mastered the content of introductory statistics, this course introduces the contents of standard 

mathematical statistics, such as the theory of estimation and theory of testing hypotheses. For the theory of estimation, the 

basic properties of estimators are described, such as unbiasedness and consistency, and the Cramér–Rao inequality which sets 

limits on estimation accuracy. For the theory of testing hypotheses, after sorting through the foundational concepts such as 

significance level and statistical power, the Neyman–Pearson lemma which supplies the best testing method is explained. The 

framework of estimation theory and the theory of testing hypotheses is applied to linear models, and estimations and tests 

related to simple regression models, multiple regression models, one-way ANOVA models and two-way ANOVA models are 

expressed. Principle component analysis, factor analysis and the asymptotic theory of the maximum likelihood estimator are 

also described. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 確率と一次元の確率変数 

3. 多次元の確率変数 

4. 推定論(その 1) 

5. 推定論(その 2) 

6. 検定論(その 1) 

7. 検定論(その 2) 

8. 区間推定(その 1) 

9. 区間推定(その 2) 

10. 線形モデル(回帰分析) 

11. 線形モデル(分散分析) 

12. 主成分分析 

13. 因子分析 

14. 漸近理論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

理解を深めるために、演習問題を出すことがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 竹村彰通、1991、『現代数理統計学』、創文社 (ISBN:978-4-423-89508-5) 

2. 日本統計学会、2013、『日本統計学会公式認定 統計検定 1級対応 統計学』、東京図書 (ISBN:978-4-489-02150-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA221／統計数学諸論 ４ 

(Special Topics in Statistics 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
測度論確率論および統計的学習理論 

担当者名 

（Instructor） 
小山 民雄(KOYAMA TAMIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3530 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LC168 統計数学特論２と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

測度論的確率論の基礎と学習理論(カーネル法とサポートベクトルマシン)について理解する。 

 

Understand the fundamentals of measure-theoretic probability theory and learning theory (kernel method and support vector 

machine). 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半では、測度論的確率論の基礎について解説する。確率変数や独立性などを測度論的に定式化し、特性関数や条件

付き期待値に関する基本的な性質を述べる。また、統計学において重要な大数の法則と中心極限定理についての証明を与え

る。授業の後半では、学習理論の数理的側面を測度論的確率論の用語に則って解説する。特に、無限次元の回帰分析に相当

するカーネル法と、サポートベクトルマシンによる二値判別について紹介し、それらの数理的性質について述べる。 

 

In the first half of the class, the fundamentals of measure-theoretic probability theory are explained. Stochastic variables and 

independence are measure-theoretically formularized and the fundamental properties of characteristic functions and conditional 

expectations are explained. Proofs are provided for the law of large numbers and central limit theorem, which are important in 

statistics. In the second half of the class, the mathematical aspects of learning theory are explained in terms of measure-

theoretic probability theory. In particular, the kernel method which is suitable for infinite order regression analysis and binary 

classification by support vector machine is introduced, and their mathematical properties are described. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 確率空間と確率変数 

2. 独立性 

3. 積分と期待値 

4. 大数の法則 

5. 特性関数の基本的な性質 

6. 中心極限定理 

7. 条件付き期待値 

8. 統計的学習理論の枠組み 

9. 統計的学習理論で重要な確率不等式 

10. VC 次元とラデマッハ複雑度 

11. カーネル法(その 1) 

12. カーネル法(その 2) 

13. サポートベクトルマシン 

14. ブースティング 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

理解を深めるために、授業中に演習問題を出すことがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 金森敬文、2015、『機械学習プロフェッショナルシリーズ 統計的学習理論』、講談社 (ISBN:978-4-06-152905-2) 

2. David Williams. 1991. Probability with Martingale. Cambridge University Press (ISBN:978-0-521-40605-5) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA224／初等整数論 

(Elementary Theory of numbers) 

担当者名 

（Instructor） 
桑田 孝泰(KUWATA TAKAYASU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT1130 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初等整数論の基本を習得し，活用できるようになること。 

 

Learn the fundamentals of the Elementary Theory of numbers and become able to use it. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ユークリッドが著した「原論」以来，整数論は理論体系をもつ学問として扱われてきた。その中でオイラーの時代までの内容を初

等整数論という。この講義では，高校まで習ってきた整数についての知識をもう一度厳密に見直すことから始め，初等整数論の

知識を積み重ねていく。さらに応用として，いくつかの興味深い題材に取り組む。講義はできるだけ多くの例を挙げ進めていく。 

 

Since Euclid’s “Theorem,” number theory has been treated as a discipline with a body of theory. Within it, the contents up to 

the era of Euler is called the Elementary Theory of numbers. This lecture begins with a careful review of the knowledge of 

integers that students learned up until the end of high school, and accumulates knowledge of the Elementary Theory of 

numbers. As further applications, several very interesting subjects are dealt with. This lecture provides as many examples as 

possible. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 割り算の定理 

2. ユークリッドの互除法 

3. 素因数分解の一意性定理 

4. 合同式と剰余類 

5. フェルマーの小定理 

6. 中国の剰余定理 

7. 中間テスト 

8. オイラーの定理 

9. RSA暗号 

10. 原始根定理 

11. 完全数 

12. 友愛数 

13. ピタゴラス数 

14. 定期試験とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間テスト(40%)/レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 桑田・前原、2015、『整数と平面格子の数学』、共立出版 (ISBN:9784320110694) 

 

参考文献（Readings） 

1. 青木昇、2012、『素数と 2 次体の整数論』、共立出版 (ISBN:9784320019959) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA225／応用解析入門 

(Intoroduction to Applied Analysis) 

担当者名 

（Instructor） 
斉藤 義久(SAITO YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2330 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

微分方程式の基本的な解法を習得し，数学的基礎理論（解の存在，一意性など）を理解することを目的とする。自然科学・社会科

学への応用についても，基本的な考え方を身につける。 

 

The objective of this class is for students to learn the basic solutions of differential equations and to understand fundamental 

mathematical theories (such as the existence of solutions and uniqueness). Learn the basic ways of thinking to apply them to 

the natural sciences and social sciences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

自然科学や社会科学において，何らかの現象を数学的にモデル化する際に最もよく用いられる手法が微分方程式である。この

授業では具体的な微分方程式を解く方法から出発し，解の存在と一意性など理論的な話題も含め，微分方程式の数学的基礎を

解説する。微分方程式による数学モデルを作る際の考え方についても，代表的なモデルを取り上げて解説する予定である。 

 

In the natural sciences and social sciences, the most commonly used method of mathematically modeling any kind of 

phenomena is differential equations. This class starts with methods of solving specific differential equations and explains the 

mathematical fundamentals of differential equations, including theoretical topics such as the existence of solutions and 

uniqueness. A typical model will be featured in order to explain the concept of making a mathematical model with differential 

equations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 微分方程式とは 

2. 微分方程式によるモデル化と初等解法（１） 

3. 微分方程式によるモデル化と初等解法（２） 

4. 微分方程式によるモデル化と初等解法（３） 

5. 定数係数の線形微分方程式（１） 

6. 定数係数の線形微分方程式（２） 

7. 行列型の微分方程式（１） 

8. 行列型の微分方程式（２） 

9. 行列型の微分方程式（３） 

10. 解の存在と一意性（１） 

11. 解の存在と一意性（２） 

12. 解の存在と一意性（３） 

13. 級数解法（１） 

14. 級数解法（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

２年次春学期までの微分積分と線形代数がともに必要になる。適宜復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(65%)/授業内の演習(10%)/小テスト(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 原岡喜重、2006、『微分方程式』、数学書房 (ISBN:4903342182) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CA226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／数学セミナー １ 

(Seminar on Mathematics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小森 靖(KOMORI YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3030 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでに学習した事柄を駆使しつつ，専門書を読み解き，その内容を解説する能力を身につける。 

 

Acquire the ability to read, understand and explain the contents of specialized books, making use of the things you have learned 

up until now. 

 

授業の内容（Course Contents） 

５人程度でテキストを輪講する。各自１年次に習得した知識を深めつつ専門書を読み，理解する。毎回１，２名が発表者となり，わ

かり易いように再構成して要領よく説明する。それに対し聴講者も適宜質問やコメントをすることによって積極的に参加する。 

テキストの内容はベクトル解析で，これらの概念と性質を中心に運動方程式の解法などについて学ぶ。 

 

About 5 people lecture in turn on the text. Read and understand specialized books while deepening the knowledge you acquired 

in the first year. Each time one or two people become presenters, who restructure and explain the points in an easy to 

understand manner. The listeners also actively participate by asking questions and commenting as appropriate. 

The text contents are vector analysis, and students focus on the concepts and properties to learn about finding solutions to 

the equation of motion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 学生による発表 

3. 学生による発表 

4. 学生による発表 

5. 学生による発表 

6. 学生による発表 

7. 学生による発表 

8. 学生による発表 

9. 学生による発表 

10. 学生による発表 

11. 学生による発表 

12. 学生による発表 

13. 学生による発表 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1，2 年次の微分積分と線形代数について復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席態度(30%)/授業へのコミットメント(30%)/発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 深谷 賢治、2004、『解析力学と微分形式』、岩波書店 (ISBN:978-4000068840) 

 

参考文献（Readings） 

1. 深谷 賢治、2004、『電磁場とベクトル解析』、岩波書店 (ISBN:978-4000068833) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／数学セミナー ２ 

(Seminar on Mathematics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
ガイサ, T.（GEISSER,THOMAS H.） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3030 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専門的な本を読み, 他人に説明することを通じて, 科学的思考に対する理解を深めると同時に知識の伝達能力を向上させる。  

 

授業の内容（Course Contents） 

５人程度でテキストを輪講する。各自１年次に習得した知識を深めつつ専門書を読み，理解する。毎回、発表者はテキストをわか

り易いように再構成し，レジメを用意し，主張とその根拠を明確に要領よく説明する。それに対し聴講者も適宜質問やコメントをす

ることによって積極的に参加する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 輪講 

2. 輪講 

3. 輪講 

4. 輪講 

5. 輪講 

6. 輪講 

7. 輪講 

8. 輪講 

9. 輪講 

10. 輪講 

11. 輪講 

12. 輪講 

13. 輪講 

14. 輪講 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の発表のための，十分な予習および準備は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席態度(50%)/口頭発表(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ハーディ, G・H、ライト, E・M、2001、『数論入門』、シュプリンガー (ISBN:4-431-70848-0) 

2. 加藤・黒川・斎藤、2016、『数論 Ⅰ』、岩波書店 (ISBN:978-4-007-30450-7) 

3. 黒川・栗原・斎藤、2017、『数論 Ⅱ』、岩波書店 (ISBN:978-4-007-30578-8) 

4. 雪江明彦、2013、『整数論 1』、日本評価社 (ISBN:978-4-535-78736-0) 

5. 雪江明彦、2013、『整数論 2』、日本評価社 (ISBN:978-4-535-78737-7) 

６．雪江明彦  『整数論 3』 日本評価社 ２０１４ ９７８－４－５３５－７８７３８－４ 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 83 - 

■CA228 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA228／確率と統計 １ 

(Probability Theory and Statistics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
上野 隆彦(UENO TAKAHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2530 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身の回りにある様々な統計について学修する。世の中の情報の多くは不確実であり，不完全である。偶然的要素で変動する現

象を集めてみると，法則性を見出すことができたり，全体の様子を推し量ることができたりする。そのための方法論が統計学であ

り，社会において幅広く応用されている。選挙の出口調査，視聴率調査，投資の際の判断，新薬の効能評価，各種アンケート調

査等は，その実例である。それらがどのように実施，利用されているか学修することを目標とする。 

 

Learn about various statistics in your daily life. Most of the information in the world is unreliable and incomplete. If we collect 

and examine factors that fluctuate by chance, and are able to detect factors that have regularity, it is possible to make an 

estimate of the overall situation. The methodology for this is Statistics, which is widely applied throughout society. Real 

examples include election exit surveys, audience ratings surveys, investment decisions, new drug efficacy evaluations and 

various questionnaire surveys. The objective is for students to learn how those are conducted and used. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義ではデータの種類とその要約方法，確率分布，統計的仮説検定の考え方，多変量解析などを簡単に紹介する。 

並行して講義の序盤に，受講者をいくつかのグループに分ける。実際に応用されている例を調べてもらい，グループごとに発表し

てもらう。毎回ディスカッションの時間を設ける予定である。 

 

In this lecture, the types of data and their summarization methods as well as probability distributions, the concept of statistical 

hypotheses and multivariate analysis is introduced. 

At the beginning of the lecture, students are divided into several parallel groups. They are asked to investigate examples that 

are applied in reality and present them to the groups. Each time, there will be time provided for discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. データの種類とその要約 

3. 確率と確率分布１ 

4. 確率と確率分布２ 

5. 統計的仮説検定１ 

6. 統計的仮説検定２ 

7. 相関と相関係数 

8. 多変量解析１ 

9. 多変量解析２ 

10. 多変量解析３ 

11. プレゼンテーション準備 

12. プレゼンテーション１ 

13. プレゼンテーション２ 

14. プレゼンテーション（予備） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１年次の「微分と積分 1・2」，「線形代数学 1・2」を予備知識とする。週に３時間程度，復習をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表（スライド作成，プレゼンテーション）(40%)/他者の発表の評価（質問，コメントを含む）(20%)/授業内小テスト（20%×2）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岡本雅典，鈴木義一郎，杉山髙一，兵頭昌、2012、『新版基本統計学』、実教出版 (ISBN:978-4407328646) 

 

参考文献（Readings） 

講義中に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA229 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA229／確率と統計 ２ 

(Probability Theory and Statistics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
上野 隆彦(UENO TAKAHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2530 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

確率の概念について学修する。さらに確率変数，確率分布，積率母関数や中心極限定理について学修することを目標とする。 

 

Learn about the concept of probability. Further objectives include learning about stochastic variables, probability distributions, 

moment-gathering functions and central limit theorem. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に確率，確率変数，確率分布について紹介していく。ラプラス流に定義された確率について，その性質等を紹介する。あわせて

近年，流行しているベイズ統計学の基礎となるベイズの定理についても紹介する。また，確率変数や確率分布，積率母関数や中

心極限定理について紹介する予定である。講義の後半では，多変数の微分積分を利用することがある。 

 

Probability, stochastic variables and probability distributions are mainly introduced. The probabilities defined in Laplace’s method 

and their properties are introduced. In addition, Bayes theorem is introduced, which is the basis of Bayesian statistics which has 

become popular in recent years. Stochastic variables, probability distributions, moment-gathering functions and the central limit 

theorem will also be introduced. The second half of the lecture may use multivariate differentials and integrals. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 確率の概念 

2. 条件付確率，ベイズの定理１ 

3. 条件付確率，ベイズの定理２ 

4. 確率変数といろいろな確率分布１ 

5. 確率変数といろいろな確率分布２ 

6. 確率変数といろいろな確率分布３ 

7. 確率変数といろいろな確率分布４ 

8. 中間テスト 

9. 確率変数の同時分布と和の分布１ 

10. 確率変数の同時分布と和の分布２ 

11. 確率変数の同時分布と和の分布３ 

12. チェビシェフの不等式と大数の法則 

13. 中心極限定理１ 

14. 中心極限定理２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「線形代数学」と「微分と積分」を予備知識としています。講義の復習，テキスト中の問の解答作成をしてください（週に３時間程

度）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岡本雅典、鈴木義一郎、杉山髙一、兵頭昌、2012、『新版基本統計学』、実教出版 (ISBN:978-4407328646) 

 

参考文献（Readings） 

講義中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／科学英語１（数） 

(English for Mathematics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
English for Mathematics I 

担当者名 

（Instructor） 
ウィロックス, R. (WILLOX,RALPH) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3033 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名，数学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数理科学について書かれた英語に触れ，理学部の学生として身につけるべき英語力の習得を目指す。 

 

The objective of this course is to touch on English writings about mathematical science and for College of Science students to 

acquire proficiency in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストの抜粋や論文の読書によって，数理科学の論文などで使われている英語の用語や慣用表現を勉強させる。 

学生が英語で書かれている論文を理解できるようになることとともに，自ら簡単な数学的な文章が書けるようになることが目的で

ある。 

 

Students study English terminology and idiomatic expressions used in mathematical science papers by reading textbook 

excerpts and essays. 

The objective is for students to be able to understand theses in English and to be able to write brief mathematical essays by 

oneself. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 能力テスト 

（学生の実英語力に合わせて進む予定であり，初回以降のスケジュールがずれる場合がある。） 

2. 数学用語入門 

3. 代数学・線形代数用語  

その演習 

4. 微積分学用語 

その演習 

5. 解析学用語 

その演習 

6. 幾何学用語 

その演習 

7. 小テスト 

8. 数学のテキスト又は論文：読む練習（１） 

9. 数学のテキスト又は論文：読む練習（２） 

10. 論文作成：入門・一般概念 

11. 論文作成：構造 

12. 論文作成：書き方と論理の展開 

13. 論文作成：bibliography の管理 

14. 小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日常英語のような reading skill は必要ではあるが，数学用語等についての予備知識は特に必要ではない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内に指示した提出物(30%)/講義への取り組み(30%)/授業内に行う小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。授業内にプリント等を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

使用しない。授業内にプリント等を配付する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／科学英語２（数） 

(English for Mathematics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
English for Mathematics II 

担当者名 

（Instructor） 
ウィロックス, R. (WILLOX,RALPH) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3033 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名，数学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数理科学について理学部の学生として身につけるべき英語力の習得を目指す。 

 

The objective of this course is for College of Science students to acquire proficiency in English related to mathematical 

science. 

 

授業の内容（Course Contents） 

セミナーや講義などのビデオを用いて，数理科学についての口頭発表で使われている英語の慣用表現等を勉強させる。様々な

プレゼンテーション・スタイルに慣れ，学生の聞き取り能力，及び英語でのプレゼンテーション・スキルが上達することが目的であ

る。可能であれば，セメスターの後半に学生に簡単なプレゼンテーションを行ってもらうつもりである。 

 

Students study English idioms used in oral presentations related to mathematical science using videos of seminars and lectures. 

The objective is for students to become accustomed to various presentation styles and improve their listening abilities and 

presentation skills in English. If possible, students will be asked to create a brief presentation in the second half of the 

semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 聞き取り能力のテスト 

（その結果によって扱うビデオやオーディオの内容を決める予定である。） 

2. テーマ１：聞き取りと解釈・解説の演習 

3. テーマ１：聞き取りの続き，解釈・解説の演習 

前回の演習問題の解説 

4. セミナーのメモ取りの練習 

5. テーマ２：聞き取りと解釈・解説の演習 

前回の演習問題の解説 

6. テーマ２：聞き取りと解釈・解説の演習 

演習問題の解説 

7. 小テスト 

8. セミナーのメモ取りの練習 

9. プレゼンテーションの作成：入門 

10. セミナーのメモ取りの練習とプレゼンテーションの作成 

11. プレゼンテーションの作成：説明＋練習 

12. プレゼンテーションの作成：練習 

13. プレゼンテーションの作成：練習/発表会 

14. プレゼンテーションの作成：発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日常英語のような listening skill と ある程度の数学用語についての予備知識は必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内に指示した提出物(30%)/講義への取り組み(30%)/授業内に行う小テスト（１回）及び発表会（１回）の結果(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。授業内にプリント等を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

使用しない。授業内にプリント等を配付する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA321／物理学（数） 

(Physics for Mathematics Students) 

担当者名 

（Instructor） 
村田 実貴生(MURATA MIKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
数学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典力学の基本法則とその具体的応用を，微分積分などの数学的方法を用いて考察する力を習得する。 

教育課程編成方針に掲げる『教育と研究を通じて「科学の専門性を持った教養人」を育成する。』が実現するよう，専門に隣接す

る科学の分野についても概括的な知識を持ち，広い見方ができるようになる。 

この科目は，形成期における科学の専門知識と教養を醸成することを目標とする。 

この科目は，選択科目 3 という科目群のひとつである。 

 

Learn the ability to consider the basic laws of classical mechanics and their applications using mathematical methods such as 

differentiation and integration. 

Through curriculum planning policies that “Cultivate ‘Educated people with scientific specializations,’” students will have general 

knowledge about fields of science that are adjacent to their specialty, and will be able to see things from a broad perspective. 

The objective of this course is to cultivate expertise and education in science during its formative years. 

This course is part of the “elective 3” subject group. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古典力学の基本法則とその具体的応用を微積分や解析幾何等の数学的方法を用いて考察する。物理学における自然の論理

的・体系的理解への基礎を講義する。「運動の基礎法則」，「運動の保存量」，「二体問題」，「剛体の運動」，「ラグランジュの方程

式」，「正準形式」等がキーワードである。高等学校での物理学を履修していない場合にも理解できるように配慮する。 

 

Consider the basic laws of classical mechanics and their applications using mathematical methods such as calculus and 

analysis. Lectures are on the fundamentals of physics for a logical and systematic understanding of nature. Keywords include 

the “Laws of Motion,” “Conservation of Momentum,” “Two-body Problem,” “Rigid Body Motion,” “Lagrange equation” and 

“Canonical Form.” The material is considered to be understandable even for those who have not studied physics in high school. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論：物理学の世界 

2. 運動の記述 

3. ニュートンの運動方程式 

4. 運動方程式の解法（1） 

5. 運動方程式の解法（2） 

6. 運動の相対性と慣性力（1） 

7. 運動の相対性と慣性力（2） 

8. 多粒子系の運動（1） 

9. 多粒子系の運動（2） 

10. 剛体の運動（1） 

11. 剛体の運動（2） 

12. 力学の原理（1） 

13. 力学の原理（2） 

14. 解析力学の序論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/レポート(Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. 市村宗武、1981 年、『力学』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-13561-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義中心とする。 

レポート提出後に，学生全体に対して講評を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CA322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA322／情報産業論 

(IT Industry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
IoT, AIの時代における新しいビジネスモデルと価値創造のあり方を探る 

担当者名 

（Instructor） 
浜屋 敏(HAMAYA SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT2440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職課程登録者や情報産業での就職（ＳＥなど），起業などに関心を持つ者に対して，ＩＣＴ（情報通信技術）の動向や影響に触れ

ながら，情報産業の現状を理解してもらう。特に，情報産業と社会・経済・産業との関係や情報化による価値創造のあり方の変

化，これからの情報産業に必要な人材像を理解できるようにする。 

 

Understand the current situation of the information industry while touching on trends and influences of the ICT (Information and 

Communications Technology) industry, for subscribers of a Teacher Training Course or those who are interested in employment 

in the information industry (SE, etc.) or starting a business. In particular, students will be able to understand the relationship 

between the information industry and society, the economy and industry, the way that computerization changes the way value 

is created and what type of personnel are needed for the information industry from here on. 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報産業を，ＩＣＴの普及によって大きく変化しつつあるハードウェア，ソフトウェア，サービス，コンテンツに関わる産業と広くとら

え，それらの構造と現状を講義する。IoTや AI（人工知能）などの新しい動向や，他の産業との関係についても学習する。授業で

はプログラム言語の学習やプログラミングは行わない。受講人数に応じて，ゲスト講師による講義やワークショップ形式の授業を

行うことも検討する。なお，授業計画は部分的に変更する場合があります。 

 

The information industry is widely understood as the industry related to the greatly changing hardware, software, services and 

content due to the spread of ICT; lectures are on the structure of this industry and its present situation. Learn about new 

trends such as IoT and AI (Artificial Intelligence) as well as relationships with other industries. Programming and the study of 

programming languages is outside the scope of this class. Depending on the number of participants, lectures by guest lecturers 

and workshop-style classes may be held. The syllabus may also be partially changed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 情報産業の定義，ＩＣＴの歴史とトレンド 

3. 新しい ICT のトレンド：cloud & crowd, IoT, AI 

4. ビジネスモデルの重要性 

5. 新しい価値をどう作るのか 

6. プラットフォームビジネス 

7. ネットは社会を分断するのか 

8. ｅコマース，ネット通販とそのインパクト 

9. ICT とマーケティング：（１）商品開発 

10. ICT とマーケティング：（２）プロモーション 

11. メディア産業の変化と展望 

12. 情報産業とソーシャルイノベーション，社会課題の解決 

13. 授業の振り返り 

14. 試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Blackboard を使って授業後のアンケートなどをする予定です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席態度やレポートなど(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じ資料の提示・配付を行う。授業は，プロジェクタでパワーポイントを使って進める。 
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参考文献（Readings） 

必要に応じ，資料・文献の提示・配付を行う。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA401／代数学 １ 

(Algebra 1) 

担当者名 

（Instructor） 
青木 昇(AOKI NOBORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年までに習った群論や線形代数学の応用として、有限生成アーベル群の基本定理や行列のジョルダン標準形を学ぶ。更に、可

換環論の基本を習得する。 

 

Applying group theory and linear algebra studied for up to two years, students learn the basic theorems of finitely generated 

Abelian groups and Jordan normal form matrices. In addition, the basic theory of commutative algebra is mastered. 

 

授業の内容（Course Contents） 

代数学の基本的な言語である「群」・「環」・「体」の三つのうち，「群論」については既に２年の「群論入門＆同演習」において基本

的な事柄は修得済みである。 この授業の前半では、有限生成アーベル群の構造定理と行列のジョルダン標準形について解説

する。後半では、環に関する基本的な概念を解説する。基本的に教科書に沿った講義を行う予定なので、受講者はできるだけ早

く教科書を用意し、予習をしておくことが望まれる。また、「群論」の基礎は仮定するが、必要に応じて復習しながら講義を進めて

行く。 

 

Among three basic algebraic terms, “groups,” “rings” and “fields,” the basics of “groups theory” have already been mastered in 

year 2 “Groups Introduction and Practice.” In the first half of this class, the Structure Theorem for finitely generated Abelian 

groups and Jordan normal form matrices are explained. In the second half, the basic concepts of rings are explained. Students 

are expected to provision a textbook as soon as possible and prepare for lessons, as the lectures basically follow along with the 

textbook. Also, knowledge of “group theory” is assumed; review as necessary as the lecture advances. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 整数行列の単因子 

2. 加法群 Z^n とその部分群 

3. 有限生成アーベル群の構造定理 

4. 線形代数学の復習 

5. ジョルダン標準形 

6. ジョルダン標準形の応用 

7. 環の定義と例 

8. 多項式環 

9. イデアルと剰余環 

10. 環の準同型定理 

11. 素イデアルと極大イデアル 

12. UFD, PID, ユークリッド整域 

13. 素体と標数 

14. 補足 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

詳細については授業中に指示をするが、少なくとも「線形代数学 1,2」と「群論入門」の復習をしておくことが必要である。 また、不

定期に小テストを行うことも予定しているので、毎回の復習が大切である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内小テスト(40%)/授業内提出物(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

「代数学１演習」と一体で評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 桂 利之、2004、『代数学 I 群と環』、東京大学出版 (ISBN:9784130629515) 

 

参考文献（Readings） 

1. 雪江明彦、2010、『環と体とガロア理論』、日本評論社 (ISBN:978-4535786608) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA402／代数学１演習 

(Exercises in Algebra 1) 

担当者名 

（Instructor） 
青木 昇(AOKI NOBORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年までに習った群論や線形代数学の応用として、有限生成アーベル群の基本定理や行列のジョルダン標準形を学ぶ。更に、可

換環論の基本を習得する。 

 

Applying group theory and linear algebra studied for up to two years, students learn the basic theorems of finitely generated 

Abelian groups and Jordan normal form matrices. In addition, the basic theory of commutative algebra is mastered. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「代数学１」の講義に基づく演習を行う。前半では、群論の応用として有限生成アーベル群の基本定理と行列のジョルダン標準形

の具体例を計算するすることにより一般論を理解していく。後半の環論では、抽象的な概念の説明になりがちな講義を補うため、

具体例をなるべく多く解説する。 

 

Conduct practice exercises based on the “Algebra 1” lecture. In the first half, general theories are explained by calculating 

specific examples of finitely generated Abelian groups and Jordan normal form matrices, as an application of group theory. In 

the second half for ring theory, to supplement the lectures which tend to explain abstract concepts, as many concrete 

examples as possible are explained. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 整数行列の単因子 

2. 加法群 Z^n とその部分群 

3. 有限生成アーベル群の構造定理 

4. 線形代数学の復習 

5. ジョルダン標準形 

6. ジョルダン標準形の応用 

7. 環の定義と例 

8. 多項式環 

9. イデアルと剰余環 

10. 環の準同型定理 

11. 素イデアルと極大イデアル 

12. UFD, PID, ユークリッド整域 

13. 素体と標数 

14. 補足 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

詳細については授業中に指示をするが、少なくとも「線形代数学 1,2」と「群論入門」の復習をしておくことが必要である。 また、不

定期に小テストを行うことも予定しているので、毎回の復習が大切である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内小テスト(40%)/授業内提出物(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

「代数学１」と一体で評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 桂 利之、2004、『代数学 I 群と環』、東京大学出版 (ISBN:9784130629515) 

 

参考文献（Readings） 

1. 雪江明彦、2010、『環と体とガロア理論』、日本評論社 (ISBN:978-4535786608) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CA403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA403／代数学 ２ 

(Algebra 2) 

担当者名 

（Instructor） 
青木 昇(AOKI NOBORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体論・ガロア理論について基本的な事項を知り、方程式論などへの応用を理解する。 

 

Learn about the basics of field theory and Galois theory and understand their application to equations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

代数学の基本的な言語である「群」・「環」・「体」の三つのうち、この授業では，「群論」と「環論」の基礎は修得済みであると仮定し

て、「体論」の基礎を学習する。この講義の中心的な話題は「ガロア理論」と呼ばれる大変美しい理論であるが、その理解のため

には群論と環論の基礎が必要不可欠であるため、必要に応じてそれらを復習しながら講義を進めて行く。基本的に教科書に沿っ

た講義を行うので、受講者はできるだけ早く教科書を用意し、群論と環論について予習をしておくことが望まれる。 

 

Among three basic algebraic terms, “groups,” “rings” and “fields,” in this class we will study the fundamentals of “field theory,” 

assuming that the fundamentals of “group theory” and “ring theory” have already been mastered. The central topic of this 

lecture is a very beautiful theory called “Galois theory,” but since the fundamentals of group theory and ring theory are 

necessary for understanding it, the lecture proceeds while reviewing them as necessary. Students are expected to provision a 

textbook as soon as possible and prepare for lessons by studying group theory and ring theory as needed, as the lectures 

basically follow along with the textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 環論の復習 

2. 拡大体 

3. 分解体 

4. 代数的閉包 

5. 分離拡大・非分離拡大 

6. 体の同型 

7. ガロア拡大 

8. 超越拡大 

9. ガロアの基本定理 

10. ガロア群の計算 

11. 円分体 

12. トレースとノルム 

13. 方程式のべき根による解法 

14. 作図問題と作図の可能性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

詳細については授業中に指示をするが、あらかじめ教科書に目を通しておくことが望まれる。また、不定期に小テストを行うことも

予定しているので、毎回の復習が大切である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内小テスト(40%)/授業内提出物(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

「代数学２演習」と一体で評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 桂 利之、2005、『代数学 III 体とガロア理論』、東京大学出版 (ISBN:978-4130629539) 

 

参考文献（Readings） 

1. 雪江明彦、2010、『環と体とガロア理論』、日本評論社 (ISBN:978-4535786608) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CA404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA404／代数学２演習 

(Exercises in Algebra 2) 

担当者名 

（Instructor） 
青木 昇(AOKI NOBORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「代数学２」の講義に基づく演習問題を通して、体論・ガロア理論についての基本的な事項を理解する。 

 

Through practice problems based on the “Algebra 2” lecture, students will understand the fundamentals of field theory and 

Galois theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

代数学の基本的な言語である「群」・「環」・「体」の三つのうち、この授業では，「群論」と「環論」の基礎は修得済みであると仮定し

て、「体論」の基礎を学習する。この演習の中心的な話題は「ガロア理論」と呼ばれる大変美しい理論であるが、その理解のため

には群論と環論の基礎が必要不可欠であるため、必要に応じてそれらを復習しながら演習を進めて行く。基本的に教科書に沿っ

た講義を行うので、受講者はできるだけ早く教科書を用意し、群論と環論について予習をしておくことが望まれる。 

 

Among three basic algebraic terms, “groups,” “rings” and “fields,” in this class we will study the fundamentals of “field theory,” 

assuming that the fundamentals of “group theory” and “ring theory” have already been mastered. The central topic of this 

seminar is a very beautiful theory called “Galois theory,” but since the fundamentals of group theory and ring theory are 

necessary for understanding it, the seminar proceeds while reviewing them as necessary. Students are expected to provision a 

textbook as soon as possible and prepare for lessons by studying group theory and ring theory as needed, as the lectures 

basically follow along with the textbook. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 環論の復習 

2. 拡大体 

3. 分解体 

4. 代数的閉包 

5. 分離拡大・非分離拡大 

6. 体の同型 

7. ガロア拡大 

8. 超越拡大 

9. ガロアの基本定理 

10. ガロア群の計算 

11. 円分体 

12. トレースとノルム 

13. 方程式のべき根による解法 

14. 作図問題と作図の可能性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

詳細については授業中に指示をするが、あらかじめ教科書に目を通しておくことが望まれる。また、不定期に小テストを行うことも

予定しているので、毎回の復習が大切である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内小テスト(40%)/授業内提出物(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

「代数学２演習」と一体で評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 桂 利之、2005、『代数学 III 体とガロア理論』、東京大学出版 (ISBN:978-4130629539) 

 

参考文献（Readings） 

1. 雪江明彦、2010、『環と体とガロア理論』、日本評論社 (ISBN:978-4535786608) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CA405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA405／幾何学 １ 

(Geometry 1) 

担当者名 

（Instructor） 
西納 武男(NISHINO TAKEO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

曲線や曲面を正確に扱う方法を習得する。さらに，図形の重要な不変量である曲率について詳しく学ぶ。 

 

Learn how to accurately handle curves and curved surfaces. In addition, learn about curvature, which is an important constant 

of shapes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

曲線や曲面は日常生活でもよく用いられる概念であるが，それらを詳しく調べるために微積分の知識を活用する。はじめに曲線

について取り上げ，図形を数学的に厳密に扱うとはどういうことか習得する。さらに，基本的な不変量である曲率を導入し，その

幾何学的な意味を説明する。 

次に滑らかな曲面（正則曲面）について扱い，まず第一・第二基本形式と呼ばれる量を定義する。幾何学的考察により主曲率を

導入し，それによりガウス曲率および平均曲率を定義した後，これらが第一・第二基本形式により表されることを見る。その後曲

率と曲面の局所的な形状の関係について述べ，曲面の重要な例として極小曲面の入門的解説をする。最後に，ガウス曲率が実

は第一基本形式のみで決まるという「ガウスの基本定理」を証明する。 

 

Curves and curved surfaces are a common concept in everyday life, and here students use their calculus knowledge to examine 

them in detail. First we take a look at curves and learn what it means to treat shapes in a mathematically strict way. In addition, 

we introduce basic constant curvature and explain its geometrical meaning. 

Next, smooth curved surfaces (regular surfaces) are looked at, and the first and second fundamental form quantities are 

defined. Principal curvature is introduced with geometrical considerations, and after Gaussian curvature and mean curvature is 

defined, it is apparent that these are represented by the first and second fundamental forms. After that, the relationship 

between curvature and the local shape of a curved surface is described, and an introductory explanation of minimal surfaces is 

used as an important example of curved surfaces. Finally, Gauss’s “Fundamental Theorem” proves that Gaussian curvature is 

actually determined only by the first fundamental form. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 準備（ベクトル積と常微分方程式） 

2. 平面曲線とその曲率 

3. 平面曲線の基本定理 

4. 空間曲線の曲率と捩率 

5. 空間曲線の基本定理 

6. 正則曲面の定義と接空間 

7. 法ベクトルとガウス写像 

8. 曲面の第一基本形式 

9. 曲面の第二基本形式 

10. 主曲率とガウス曲率および平均曲率 

11. 曲率と曲面の局所的形状 

12. 極小曲面 

13. ガウスの公式とワインガルテンの公式 

14. ガウスの基本定理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

２変数の微分と積分（特に微分）について理解していることを前提とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内課題(20%)/小テスト(30%) 

「幾何学 1 演習」と一体で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中内 伸光、2005、『じっくり学ぶ曲線と曲面』、共立出版 (ISBN:4-320-01788-9) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA406／幾何学１演習 

(Exercises in Geometry 1) 

担当者名 

（Instructor） 
西納 武男(NISHINO TAKEO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

曲線や曲面を正確に扱う方法を習得する。さらに，図形の重要な不変量である曲率について詳しく学ぶ。 

 

Learn how to accurately handle curves and curved surfaces. In addition, learn about curvature, which is an important constant 

of shapes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

幾何学 1 の授業の内容に関する演習問題を出題し, 解答してもらう。はじめに必要な予備知識に関する問題で復習したのち, 曲

線および曲面を特徴付ける量の計算をさまざまな例を用いて行う。具体的には, 平面曲線および空間曲線の曲率と捩率, 曲面

のパラメータ表示と第一, 第二基本形式, さらに付随した曲率を具体的に計算する。これらの計算を通じて曲率から図形の形が

どのように決まるかを学習する。 

 

Students are prompted to solve practice problems related to the lecture contents of “Geometry 1.” After first reviewing the 

necessary background knowledge for a problem, students will use various examples to calculate quantities characterizing curves 

and curved surfaces. Specifically, the curvature and torsion of planar curves and space curves, curved surface parameterization 

and first and second fundamental forms and the accompanying curvature are specifically calculated. Through these calculations, 

students learn how the form of shapes is determined from curvature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 準備（ベクトル積と常微分方程式） 

2. 平面曲線とその曲率 

3. 平面曲線の基本定理 

4. 空間曲線の曲率と捩率 

5. 空間曲線の基本定理 

6. 正則曲面の定義と接空間 

7. 法ベクトルとガウス写像 

8. 曲面の第一基本形式 

9. 曲面の第二基本形式 

10. 主曲率とガウス曲率および平均曲率 

11. 曲率と曲面の局所的形状 

12. 極小曲面 

13. ガウスの公式とワインガルテンの公式 

14. ガウスの基本定理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

２変数の微分と積分（特に微分）について理解していることを前提とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内課題(20%)/小テスト(30%) 

「幾何学 1」と一体で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中内 伸光、2005、『じっくり学ぶ曲線と曲面』、共立出版 (ISBN:4-320-01788-9) 

「幾何学 1」と同じ教科書を使用する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CA407 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA407／幾何学 ２ 

(Geometry 2) 

担当者名 

（Instructor） 
西納 武男(NISHINO TAKEO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

曲面に代表される図形の全体像をとらえる手法として位相空間の胞体分割とホモロジー群を学ぶ。局所的な量である曲率と，大

域的な量であるオイラー標数を結びつけるガウス・ボンネの定理を学ぶ。 

 

Study cellular decomposition and homology groups in topological space as a means of perceiving the overall image of the figure 

represented by a curved surface. Learn the Gauss–Bonnet theorem, which combines curvature, which is a local quantity with 

the Euler characteristic, which is a global quantity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

幾何学１では微積分を用いて曲線や曲面の局所理論を扱い，特に曲率について詳しく学んだ。まずその続きとして，平面上の直

線の一般化である曲面上の測地線を定義して，その性質を調べる。  

次に，ガウス曲率が一定という性質で特徴づけられる図形である空間形を導入し，ユークリッド幾何学が一般化される様子を見

る。 

その後，位相空間論について必要な説明をした上でホモロジー群を定義し，それが図形の大域的な側面を反映していることを説

明する。 

ホモロジー群を用いてベッチ数やオイラー標数を定義した後，局所的な量である曲率と，大域的な量であるオイラー標数を結びつ

けるガウス・ボンネの定理を証明する。 

 

Geometry 1 uses calculus to deal with the local theory of curves and curved surfaces, especially to study curvature in detail. 

First, geodesic lines on curved surfaces are defined as a generalization of straight lines on planes, and their properties are 

examined.  

Next we introduce the space form, which is characterized by the constant nature of Gaussian curvature, and look at how 

Euclidean geometry is generalized. 

Then, after explaining the necessary topological space theory, homology groups are defined and it is explained how they reflect 

a global aspect of shapes. 

After defining the Betti number and Euler’s characteristic using homology groups, the Gauss–Bonnet theorem is proven, which 

combines the local quantity of curvature with the global quantity of the Euler’s characteristic. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 曲面上の曲線 

2. 測地線 

3. 2 次元空間形とその分類 

4. 球面幾何学 

5. 双曲幾何学 

6. 位相空間と連続写像 

7. 胞体と胞体分割 

8. ホモロジー群の定義 

9. ホモロジー群の位相不変性 

10. ベッチ数とオイラー標数 

11. ガウス・グリーンの公式 

12. 曲面上の三角形に対するガウス・ボンネの定理 

13. 閉曲面とガウス・ボンネの定理 

14. オイラーの公式と正多面体の分類 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

幾何学１の内容は習得しているものとする。位相空間論の基礎的な知識があると理解しやすい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内課題(20%)/小テスト(30%) 

「幾何学２演習」と一体で評価する。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 中内 伸光、2005、『じっくり学ぶ曲線と曲面』、共立出版 (ISBN:4-320-01788-9) 

幾何学１で使用した教科書を引き続き使用する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 108 - 

■CA408 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA408／幾何学２演習 

(Exercises in Geometry 2) 

担当者名 

（Instructor） 
西納 武男(NISHINO TAKEO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

曲面に代表される図形の全体像をとらえる手法として位相空間の胞体分割とホモロジー群を学ぶ。局所的な量である曲率と，大

域的な量であるオイラー標数を結びつけるガウス・ボンネの定理を学ぶ。 

 

Study cellular decomposition and homology groups in topological space as a means of perceiving the overall image of the figure 

represented by a curved surface. Learn the Gauss–Bonnet theorem, which combines curvature, which is a local quantity with 

the Euler characteristic, which is a global quantity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

幾何学 2 の授業の内容に関する演習問題を出題し, 解答してもらう。前半では幾何学 1 で学んだ内容の復習と, 球面や双曲平

面のようなユークリッド幾何学の拡張(非ユークリッド幾何学)に関する演習を行う。その後, 図形の形を大まかに扱う位相幾何学

に関する初歩的な演習を行い, 最後に曲率と位相幾何的不変量を結びつけるガウス・ボンネの定理について学ぶ。 

 

Students are prompted to solve practice problems related to the lecture contents of “Geometry 2.” In the first half the 

contents learned in Geometry 1 are reviewed and extensions of Euclidean geometry (non-Euclidian geometry) such as spherical 

and hyperbolic planes are conducted. After that, an elementary seminar is conducted on topology that deals roughly with the 

form of shapes, and finally we study the Gauss–Bonnet theorem which ties together curvature and topological geometric 

constants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 曲面上の曲線 

2. 測地線 

3. 2 次元空間形とその分類 

4. 球面幾何学 

5. 双曲幾何学 

6. 位相空間と連続写像 

7. 胞体と胞体分割 

8. ホモロジー群の定義 

9. ホモロジー群の位相不変性 

10. ベッチ数とオイラー標数 

11. ガウス・グリーンの公式 

12. 曲面上の三角形に対するガウス・ボンネの定理 

13. 閉曲面とガウス・ボンネの定理 

14. オイラーの公式と正多面体の分類 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

幾何学１の内容は習得しているものとする。位相空間論の基礎的な知識があると理解しやすい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内課題(20%)/小テスト(30%) 

「幾何学２」と一体で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中内 伸光、2005、『じっくり学ぶ曲線と曲面』、共立出版 (ISBN:4-320-01788-9) 

幾何学１で使用した教科書を引き続き使用する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 110 - 

■CA409 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA409／解析学 １ 

(Analysis 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 裕二(YAMADA YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実数から複素数に世界を広げ微分積分を展開し，（複素）微分可能関数の性質について調べる。多くの親しみある関数（例えば

三角関数や指数関数）は，複素変数の複素数値関数として定義域を拡張して定義することができ，実変数で成立する多くの性質

は，その拡張し得られた関数においても同様に成立する。複素変数で関数を考えることでこれまで見えなかった性質が明らかに

なり，独立して見えていたものの間に関連が見えることもある。どのような世界が複素関数の世界に広がって見えるのかを知るこ

とがこの講義の目標である。 

 

Expand your world from real numbers to complex numbers, expand differential integrals, and investigate the properties of 

(complex) differentiable functions. Many familiar functions (such as trigonometric and exponential functions) can be defined by 

extending the domain as complex number value functions of complex variables, and many properties established of real variables 

can be similarly established for their extended functions. Thinking about functions with complex variables reveals properties that 

have not been seen before, and sometimes relationships can be found between those that were seen independently. The goal of 

this lecture is to show what the world looks like when we extend it to the world of complex functions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

複素数の定義，基本的な計算方法からはじめ，複素数の点列の収束，複素のべき級数，そして，複素関数論において，非常に

重要なコーシーの積分定理について学習する。 

 

We start by learning the basic definitions and computation methods of complex numbers, convergence of sequences of complex 

numbers and complex power series, and for complex function theory, we learn about the very important Cauchy’s integral 

theorem. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、複素数 

2. 実数における収束、べき級数、収束半径 

3. 複素数における収束、絶対収束 

4. 絶対収束、実 1 変数実数値関数、連続関数 

5. 距離空間、位相空間 

6. 実 1 変数関数の微分、 

実 2 変数実数値関数の微分可能性について 

7. 正則関数と実 2 変数実数値関数の微分 

8. 解析関数 

9. compact正の閉集合による表現と区間縮小法、 

正則関数の実部から虚部を求めること、 

Cauchy-Riemann の関係式 

10. 解析関数は正則であること、 

一致の定理 

11. 有界閉区間上の実 1 変数次数値関数の積分 

12. 曲線 

13. 線積分 

14. Cauchy の積分定理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

複素数についての基本事項を復習しておくこと｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(40%) 

黒板での演習問題の発表を重要視する。これらの発表に対しては小テストと試験以外の点として成績に加点する。「解析学１」と

「解析学１演習」は一体として評価する｡ 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 高橋礼司、1990、『複素解析』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130621069) 

2. 神保道夫、2003、『複素関数入門』、岩波書店 (ISBN:978-4000068741) 

3. 高木貞治、2010、『解析概論』、岩波書店 (ISBN:978-4000052092) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA410 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA410／解析学１演習 

(Exercises in Analysis 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 裕二(YAMADA YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実数から複素数に世界を広げ微分積分を展開し，（複素）微分可能関数の性質について調べる。多くの親しみある関数（例えば

三角関数や指数関数）は，複素変数の複素数値関数として定義域を拡張して定義することができ，実変数で成立する多くの性質

は，その拡張し得られた関数においても同様に成立する。複素変数で関数を考えることでこれまで見えなかった性質が明らかに

なり，独立して見えていたものの間に関連が見えることもある。どのような世界が複素関数の世界に広がって見えるのかを知るこ

とがこの講義の目標である。 

 

Expand your world from real numbers to complex numbers, expand differential integrals, and investigate the properties of 

(complex) differentiable functions. Many familiar functions (such as trigonometric and exponential functions) can be defined by 

extending the domain as complex number value functions of complex variables, and many properties established of real variables 

can be similarly established for their extended functions. Thinking about functions with complex variables reveals properties that 

have not been seen before, and sometimes relationships can be found between those that were seen independently. The goal of 

this lecture is to show what the world looks like when we extend it to the world of complex functions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

複素数の定義，基本的な計算方法からはじめ，複素数の点列の収束，複素のべき級数，そして，複素関数論において，非常に

重要なコーシーの積分定理について学習する。 

 

We start by learning the basic definitions and computation methods of complex numbers, convergence of sequences of complex 

numbers and complex power series, and for complex function theory, we learn about the very important Cauchy’s integral 

theorem. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、複素数 

2. 実数における収束、べき級数、収束半径 

3. 複素数における収束、絶対収束 

4. 絶対収束、実 1 変数実数値関数、連続関数 

5. 距離空間、位相空間 

6. 実 1 変数関数の微分、 

実 2 変数実数値関数の微分可能性について 

7. 正則関数と実 2 変数実数値関数の微分 

8. 解析関数 

9. compact正の閉集合による表現と区間縮小法、 

正則関数の実部から虚部を求めること、 

Cauchy-Riemann の関係式 

10. 解析関数は正則であること、 

一致の定理 

11. 有界閉区間上の実 1 変数次数値関数の積分 

12. 曲線 

13. 線積分 

14. Cauchy の積分定理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

複素数についての基本事項を復習しておくこと｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(40%) 

黒板での演習問題の発表を重要視する。これらの発表に対しては小テストと試験以外の点として成績に加点する。「解析学１」と

「解析学１演習」は一体として評価する｡ 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 高橋礼司、1990、『複素解析』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130621069) 

2. 神保道夫、2003、『複素関数入門』、岩波書店 (ISBN:978-4000068741) 

3. 高木貞治、2010、『解析概論』、岩波書店 (ISBN:978-4000052092) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA411 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA411／解析学 ２ 

(Analysis 2) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 裕二(YAMADA YUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

複素関数論の中心となる「コーシーの積分公式」について学習し，そこから理論がきれいに展開していく様子を見る。複素微分可

能という強い仮定をすることで，どのように関数が限定され，どのような強い主張がいえるのか。それを知ることが目標となる。  

 

Students learn about “Cauchy’s integral theorem,” which is at the center of complex function theory, and see that the theory 

develops beautifully from there. How can functions be limited by making strong assumptions of complex differentiable, and what 

can be said of these strong assertions? The objective is to understand this.  

 

授業の内容（Course Contents） 

簡単に春学期の内容を復習したあと，コーシーの積分公式を証明する。複素関数論の一般論だけではなく，実際的な応用例とし

て，計算難度の高い「実変数」の定積分の計算についても扱う。実数の世界では，発見的，技巧的な方法でしか計算できない種

類の定積分（原始関数が求められないもの）が，複素関数の理論を用いることで，見通しよく実行できることがある。  

 

After briefly reviewing the contents of the spring semester, we prove Cauchy’s integral theorem. In addition to general complex 

function theory, students also deal with calculating definite integrals of “real variables” with high computational difficulty as 

realistic practical examples. In the world of real numbers, certain types of definite integrals that can only be calculated using 

heuristics and technical methods (those where no primitive function can be found) can be executed from a good perspective 

using complex function theory.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 解析関数は正則であること.、Cauchy の積分定理、正則関数は解析関数であること 

積分表示、Liouville の定理、代数学の基本定理 

2. 指数関数 exp z, 三角関数 cos z と sin z の定義 

3. Laurent 展開、特異点(除去可能な特異点、極、真性特異点）、 

留数、留数積分. . 

4. 留数による積分の計算 

5. 定積分の問題 

6. Sk(n)=1k+2k+・・・+nkの公式を観察する。 

cot z との関係 

7. cot z のべき級数展開と部分分数展開、Bernoulli 数、Bernoulli 多項式 

8. Bernoulli 数、Bernoulli 多項式、Sk(n)の公式 

cot z のべき級数展開と部分分数展開、 

Bernoulli 数と 1/12k+1/22k+・・・の値 

9. log z の定義、偏角の範囲の指定、主値 

10. zα （αは整数ではない）の定義、偏角の範囲の指定、主値 

11. log z、ｚαを含む定積分の計算 

12. 級数の和を留数積分を用いて求める 

13. 偏角の原理、Rouche の定理、方程式の解の個数 

14. √ｚ の解析接続と Riemann 面 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

春学期の解析学１についての基本事項を復習しておくこと｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(40%) 

黒板での演習問題の発表を重要視する。これらの発表に対しては小テストと試験以外の点として成績に加点する。「解析学２」と

「解析学２演習」は一体として評価する｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 高橋礼司、1990、『複素解析』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130621069) 

2. 神保道夫、2003、『複素関数入門』、岩波書店 (ISBN:978-4000068741) 

3. 高木貞治、2010、『解析概論』、岩波書店 (ISBN:978-4000052092) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA412 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA412／解析学２演習 

(Exercises in Analysis 2) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 裕二(YAMADA YUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

複素関数論の中心となる「コーシーの積分公式」について学習し，そこから理論がきれいに展開していく様子を見る。複素微分可

能という強い仮定をすることで，どのように関数が限定され，どのような強い主張がいえるのか。それを知ることが目標となる。  

 

Students learn about “Cauchy’s integral theorem,” which is at the center of complex function theory, and see that the theory 

develops beautifully from there. How can functions be limited by making strong assumptions of complex differentiable, and what 

can be said of these strong assertions? The objective is to understand this.  

 

授業の内容（Course Contents） 

簡単に春学期の内容を復習したあと，コーシーの積分公式を証明する。複素関数論の一般論だけではなく，実際的な応用例とし

て，計算難度の高い「実変数」の定積分の計算についても扱う。実数の世界では，発見的，技巧的な方法でしか計算できない種

類の定積分（原始関数が求められないもの）が，複素関数の理論を用いることで，見通しよく実行できることがある。  

 

After briefly reviewing the contents of the spring semester, we prove Cauchy’s integral theorem. In addition to general complex 

function theory, students also deal with calculating definite integrals of “real variables” with high computational difficulty as 

realistic practical examples. In the world of real numbers, certain types of definite integrals that can only be calculated using 

heuristics and technical methods (those where no primitive function can be found) can be executed from a good perspective 

using complex function theory.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 解析関数は正則であること.、Cauchy の積分定理、正則関数は解析関数であること 

積分表示、Liouville の定理、代数学の基本定理 

2. 指数関数 exp z, 三角関数 cos z と sin z の定義 

3. Laurent 展開、特異点(除去可能な特異点、極、真性特異点）、 

留数、留数積分. . 

4. 留数による積分の計算 

5. 定積分の問題 

6. Sk(n)=1k+2k+・・・+nkの公式を観察する。 

cot z との関係 

7. cot z のべき級数展開と部分分数展開、Bernoulli 数、Bernoulli 多項式 

8. Bernoulli 数、Bernoulli 多項式、Sk(n)の公式 

cot z のべき級数展開と部分分数展開、 

Bernoulli 数と 1/12k+1/22k+・・・の値 

9. log z の定義、偏角の範囲の指定、主値 

10. zα （αは整数ではない）の定義、偏角の範囲の指定、主値 

11. log z、ｚαを含む定積分の計算 

12. 級数の和を留数積分を用いて求める 

13. 偏角の原理、Rouche の定理、方程式の解の個数 

14. √ｚ の解析接続と Riemann 面 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

春学期の解析学１についての基本事項を復習しておくこと｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(40%) 

黒板での演習問題の発表を重要視する。これらの発表に対しては小テストと試験以外の点として成績に加点する。「解析学２」と

「解析学２演習」は一体として評価する｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 高橋礼司、1990、『複素解析』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130621069) 

2. 神保道夫、2003、『複素関数入門』、岩波書店 (ISBN:978-4000068741) 

3. 高木貞治、2010、『解析概論』、岩波書店 (ISBN:978-4000052092) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA413 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA413／情報数理 １ 

(Mathematical Information Theory 1) 

担当者名 

（Instructor） 
野呂 正行(NORO MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「計算機入門２・同演習」，「計算機３・４」に引き続き，Ｃ言語のプログラミングを通して，やや応用的なアルゴリズムや数値計算の

方法を学ぶ。 

 

Following “Introduction to Computer Science 2 and Exercises” and “Electronic Computer 3 and 4,” students learn somewhat 

more applicable algorithms and numerical calculation methods through programming in the C language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「情報数理１演習」とペアになる授業である。「情報数理１」では理論を中心とした講義を行い，「情報数理１演習」では講義内容に

関連した演習課題についてプログラミングからレポート作成までを行う。Ｃ言語の文法についてはほぼ習得済みとする。プログラミ

ング作成と数学的理論を利用して，より高度なアルゴリズムの学習やプログラムの作成を行う。内容は，線形代数，補間法，数値

積分，微分方程式の数値解法である。「情報数理１演習」で利用するソフトウェアはＣ言語が中心になるが，課題に応じて他の言

語、あるいは数式処理ソフトも利用する。 

 

This class is paired with “Exercises in Mathematical Information Theory 1.” “Mathematical Information Theory 1” contains 

lectures focused on theory, and in “Exercises in Mathematical Information Theory 1” students conduct practice exercises 

related to the lecture contents, from programming to report creation. It is assumed that students have just about finished 

learning the syntax of the C language. Use programming and mathematical theory to learn more sophisticated algorithms and 

create more advanced programs. Contents include linear algebra, interpolation, numerical integration and numerical solutions of 

differential equations. Software used in “Exercises in Mathematical Information Theory 1” centers on the C language, but 

depending on the problem, other languages or formula manipulation software are used. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガウス消去と連立一次方程式の求解 

2. 前進消去と交代代入 

3. LU 分解（１） 

4. LU 分解（２） 

5. ラグランジュ補間、ニュートン補間 

6. 補間多項式と差分法 

7. 数値積分の基礎 

8. 直交多項式（１） 

9. 直交多項式（２） 

10. ガウス型積分公式 

11. 常微分方程式の数値解法 

12. ルンゲ-クッタ法 

13. 偏微分方程式の数値解法 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

C 言語の復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/課題(40%)/出席態度(20%) 

「情報数理１」および「情報数理１演習」の単位認定はまとめて行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA414 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA414／情報数理１演習 

(Exercises in Mathematical Information Theory 1) 

担当者名 

（Instructor） 
野呂 正行(NORO MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「計算機入門２・同演習」，「計算機３・４」に引き続き，Ｃ言語のプログラミングを通して，やや応用的なアルゴリズムや数値計算の

方法を学ぶ。 

 

Following “Introduction to Computer Science 2 and Exercises” and “Electronic Computer 3 and 4,” students learn somewhat 

more applicable algorithms and numerical calculation methods through programming in the C language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「情報数理１」とペアになる授業である。「情報数理１」では理論を中心とした講義を行い，「情報数理１演習」では講義内容に関連

した演習課題についてプログラミングからレポート作成までを行う。Ｃ言語の文法についてはほぼ習得済みとする。プログラミング

作成と数学的理論を利用して，より高度なアルゴリズムの学習やプログラムの作成を行う。内容は，線形代数，補間法，数値積

分，微分方程式の数値解法である。 

「情報数理１演習」で利用するソフトウェアはＣ言語が中心になるが，課題に応じて他の言語、あるいは数式処理ソフトも利用す

る。 

 

This class is paired with “Mathematical Information Theory 1.” “Mathematical Information Theory 1” contains lectures focused 

on theory, and in “Exercises in Mathematical Information Theory 1” students conduct practice exercises related to the lecture 

contents, from programming to report creation. It is assumed that students have just about finished learning the syntax of the C 

language. Use programming and mathematical theory to learn more sophisticated algorithms and create more advanced 

programs. Contents include linear algebra, interpolation, numerical integration and numerical solutions of differential equations. 

Software used in “Exercises in Mathematical Information Theory 1” centers on the C language, but depending on the problem, 

other languages or formula manipulation software are used. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガウス消去と連立一次方程式の求解 

2. 前進消去と交代代入 

3. LU 分解（１） 

4. LU 分解（２） 

5. ラグランジュ補間、ニュートン補間 

6. 補間多項式と差分法 

7. 数値積分の基礎 

8. 直交多項式（１） 

9. 直交多項式（２） 

10. ガウス型積分公式 

11. 常微分方程式の数値解法 

12. ルンゲ-クッタ法 

13. 偏微分方程式の数値解法 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

C 言語の復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/課題(40%)/出席態度(20%) 

「情報数理１」および「情報数理１演習」の単位認定はまとめて行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA415 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA415／情報数理 ２ 

(Mathematical Information Theory 2) 

担当者名 

（Instructor） 
野呂 正行(NORO MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「計算機入門２・同演習」，「計算機３・４」，「情報数理１・演習」に引き続き，Ｃ言語のプログラミングを通して，やや応用的なアルゴ

リズムや数値計算の方法を学ぶ。 

 

Following “Introduction to Computer Science 2 and Exercises,” “Electronic Computer 3 and 4” and “Mathematical Information 

Theory 1 and Exercises,” students learn somewhat more applicable algorithms and numerical calculation methods through 

programming in the C language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「情報数理２演習」とペアになる授業である。「情報数理２」では理論を中心とした講義を行い，「情報数理２演習」では同一内容の

プログラミングからレポート作成までを行う。Ｃ言語の文法についてはほぼ習得済みとする。プログラミング作成と数学的理論を利

用して，より高度なアルゴリズムの学習やプログラムの作成を行う。内容は，離散フーリエ変換，代数方程式の解法，固有値の計

算法，記号処理の初歩である。「情報数理２演習」で利用するソフトウェアはＣ言語が中心になるが，課題により他の言語、あるい

は数式処理ソフトも利用する。 

 

This class is paired with “Exercises in Mathematical Information Theory 2.” “Mathematical Information Theory 2” contains 

lectures focused on theory, and in “Exercises in Mathematical Information Theory 2” students practice these contents, from 

programming to report creation. It is assumed that students have just about finished learning the syntax of the C language. Use 

programming and mathematical theory to learn more sophisticated algorithms and create more advanced programs. Contents 

include the basics of discrete Fourier Transforms, solving algebraic equations, calculating eigenvalues and symbolic processing. 

Software used in “Exercises in Mathematical Information Theory 2” centers on the C language, but depending on the problem, 

other languages or formula manipulation software are used. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フーリエ級数，離散フーリエ変換（ＤＦＴ） 

2. 高速フーリエ変換（ＦＦＴ） 

3. ＦＦＴの応用 

4. ニュートン法と DKA法 

5. Sturm の方法 

6. 固有値の計算法（１）：Jacobi 法 

7. 実対称行列の三重対角化 

8. 固有値の計算法（２）：ハウスホルダー法およびべき乗法 

9. リストおよびその応用１ 

10. リストおよびその応用２ 

11. 終結式による消去法 

12. グレブナー基底 

13. グレブナー基底による消去法 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外(予習・復習等)の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席態度(20%)/課題(40%) 

「情報数理２」と「情報数理２演習」の単位認定はまとめて行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA416 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA416／情報数理２演習 

(Exercises in Mathematical Information Theory 2) 

担当者名 

（Instructor） 
野呂 正行(NORO MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「計算機入門２・同演習」，「計算機３・４」，「情報数理１・演習」に引き続き，Ｃ言語のプログラミングを通して，やや応用的なアルゴ

リズムや数値計算の方法を学ぶ。 

 

Following “Introduction to Computer Science 2 and Exercises,” “Electronic Computer 3 and 4” and “Mathematical Information 

Theory 1 and Exercises,” students learn somewhat more applicable algorithms and numerical calculation methods through 

programming in the C language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「情報数理２」とペアになる授業である。「情報数理２」では理論を中心とした講義を行い，「情報数理２演習」では同一内容のプロ

グラミングからレポート作成までを行う。Ｃ言語の文法についてはほぼ習得済みとする。プログラミング作成と数学的理論を利用

して，より高度なアルゴリズムの学習やプログラムの作成を行う。内容は，離散フーリエ変換，代数方程式の解法，固有値の計算

法，記号処理の初歩である。「情報数理２演習」で利用するソフトウェアはＣ言語が中心になるが，課題により他の言語、あるいは

数式処理ソフトも利用する。 

 

This class is paired with “Mathematical Information Theory 2.” “Mathematical Information Theory 2” contains lectures focused 

on theory, and in “Exercises in Mathematical Information Theory 2” students practice these contents, from programming to 

report creation. It is assumed that students have just about finished learning the syntax of the C language. Use programming 

and mathematical theory to learn more sophisticated algorithms and create more advanced programs. Contents include the 

basics of discrete Fourier Transforms, solving algebraic equations, calculating eigenvalues and symbolic processing. Software 

used in “Exercises in Mathematical Information Theory 2” centers on the C language, but depending on the problem, other 

languages or formula manipulation software are used. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フーリエ級数、離散フーリエ変換（ＤＦＴ） 

2. 高速フーリエ変換（ＦＦＴ） 

3. ＦＦＴの応用 

4. ニュートン法と DKA法 

5. Sturm の方法 

6. 固有値の計算法（１）：Jacobi 法 

7. 実対称行列の三重対角化 

8. 固有値の計算法（２）：ハウスホルダー法およびべき乗法 

9. リストおよびその応用１ 

10. リストおよびその応用２ 

11. 終結式による消去法 

12. グレブナー基底 

13. グレブナー基底による消去法 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外(予習・復習等)の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席態度(20%)/課題(40%) 

「情報数理２」と「情報数理２演習」の単位認定はまとめて行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA451／代数学 ３ 

(Algebra 3) 

担当者名 

（Instructor） 
ガイサ, T.（GEISSER,THOMAS H.） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

3 年の「代数学 2」では，標数 0 の仮定の下でガロアの理論を学んだ。この「代数学 3」では，(1) 標数が 0 でない場合も含めて

一般化されたガロアの理論を理解する，(2) 方程式の解法にガロアの理論がどのように応用されるかを理解する，ことを目標とす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

４次以下の代数方程式には解の公式が知られているが，それとは対照的に，一般の５次方程式には（代数的な）解の公式が存

在しないことが 19 世紀の数学者アーベルによって証明されている。この講義の前半では，３次と４次の代数方程式に対するラグ

ランジュの解法を復習した後，アーベルの定理を証明する。次に，体の拡大の分離性，非分離性について説明し，ガロア理論を

標数が 0 でない場合も含めて展開する。さらに，ガロア理論を用いて，代数方程式が代数的に解けるための必要十分条件を与

えるガロアの定理を証明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 対称式と交代式 

2. ３次方程式の解法 

3. 4 次方程式の解法 

4. 方程式のベキ根による解法 I 

5. 方程式のベキ根による解法 II 

6. 方程式のベキ根による解法 III 

7. 方程式のベキ根による解法 IV 

8. クンマー拡大 

9. 分離拡大，正規拡大 

10. ガロア理論の基本定理 

11. トレースとノルム 

12. 超越拡大 

13. 超越拡大 

14. 復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 酒井文雄、1997、『環と体の理論』、共立出版 (ISBN:978-4320015609) 

 

参考文献（Readings） 

1. デイヴィッド・A. コックス、2008、『ガロワ理論(上)』、日本評論社 (ISBN:978-4535784543) 

2. デイヴィッド・A. コックス、2010、『ガロワ理論(下)』、日本評論社 (ISBN:978-4535784550) 

3. 雪江明彦 、2010、『代数学２環と体とガロア理論』   、日本評論社 (ISBN:978-4-535-78660-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA452 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA452／幾何学 ３ 

(Geometry 3) 

担当者名 

（Instructor） 
西納 武男(NISHINO TAKEO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

位相空間論の理解を確かなものにし, 位相空間論が具体的な問題に対してどのように用いられるのかを学ぶ。 

 

This course ensures that students understand general topology and teaches how general topology is used for specific problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめに位相空間論の基礎を復習する。特にコンパクト性, 連結性について基本的な性質を確認する。その後, いくつかの具体

的な問題や対象を例として, 位相空間論がどのように用いられるのかを学ぶ。題材としては, 素数が無限個存在することの位相

を用いた証明, 閉曲線の巻数と, その応用として代数学の基本定理や基本的な不動点性質の証明, 3 次元球面の初等的な性質

といくつかの記述の仕方などを扱う。 

 

First, we review the fundamentals of general topology. In particular, we review the basic properties of compactness and 

connectivity. After that, students learn how general topology is used with several concrete problems and subjects as examples. 

Subjects include using topology to prove that there are infinite numbers of prime numbers, the winding number of closed curves 

and its application to proving basic theorems of algebra and the basic properties of fixed points, and the elementary properties 

of three-dimensional spheres and how to describe them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 位相空間論の基礎の復習 1 

2. 位相空間論の基礎の復習 2 

3. ここまでの内容の総括と授業内テスト 1 

4. コンパクト性 

5. 連結性 

6. ここまでの内容の総括と授業内テスト 2 

7. 位相と素数の存在 

8. 角関数とその応用 1 

9. 角関数とその応用 2 

10. 角関数とその応用 3 

11. ここまでの内容の総括と授業内テスト 3 

12. 3 次元球面 1 

13. 3 次元球面 2 

14. ここまでの内容の総括と授業内テスト 4 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

位相空間論ははじめの数回で復習するが, ある程度慣れていることを前提とする。また, 幾何学 1, 2で学んだ事項のいくつかを

用いる場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内テスト（25％x4 回）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

特になし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA453 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA453／解析学 ３ 

(Analysis 3) 

担当者名 

（Instructor） 
神保 道夫(JIMBO MICHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

熱方程式は熱の伝導や拡散現象を記述する偏微分方程式である。微積分と線型代数の知識を活用して熱方程式・ラプラス方程

式の基本的な特質と解法を理解し、解析の基本手段となるフーリエ級数について学ぶ。 

 

The heat equation is a partial differential equation that describes the phenomenon of heat conduction and diffusion. Use your 

knowledge of calculus and linear algebra to understand the basic characteristics and solutions of the heat equation and the 

Laplace equation, and learn about Fourier series as a basic tool of analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

熱の伝導や物質の拡散などの現象を数学的に記述する「熱方程式」について解説する。特に初期条件・境界条件などの付加条

件を満たす解を求めることが重要になる。そのために考えだされたフーリエ級数の理論について、入門的な解説を行う。定常状

態（十分時間が経った後に達する状態）はラプラスの微分方程式で記述される。ラプラスの方程式の性質と解法についてもお話し

したい。 

 

The heat equation is explained mathematically to describe phenomena such as heat conduction and material diffusion. Particular 

importance is placed on finding solutions that satisfy additional conditions such as initial conditions and boundary conditions. An 

introductory explanation of the theory of Fourier series is given, which was conceived for that purpose. A steady state (the 

state reached after sufficient time) is described with Laplace’s differential equation. We will also discuss the properties and 

solutions of the  Laplace equation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 熱方程式の導出 

2. 初期値境界値問題 

3. 熱方程式の最大値原理 

4. フーリエの方法 

5. 三角関数の直交性 

6. 内積と最良近似 

7. フーリエ級数の収束(1) 

8. フーリエ級数の収束(2) 

9. 初期値境界値問題再論 

10. ラプラスの方程式 

11. 調和関数 

12. ラプラスの方程式の最大値原理 

13. 円板上のディリクレ問題 

14. 固有値問題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１・２年次の微分積分と常微分方程式の履修を前提とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小テスト１(30%)/小テスト２(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 神保秀一、2006、『偏微分方程式入門』、共立出版 (ISBN:978-4-320-01809-9) 

2. 俣野博・神保道夫、2004、『熱・波動と微分方程式』、岩波書店 (ISBN:4-00-006876-8) 

3. 金子晃、1998、『偏微分方程式入門』、東京大学出版会 (ISBN:4-13-062903-4) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA454 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA454／情報数理 ３ 

(Mathematical Information Theory 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理型言語のプログラム作成による自動証明と問題解決 

担当者名 

（Instructor） 
長島 忍(NAGASHIMA SHINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論理型言語の特徴を理解し、ある種の問題に対して論理型言語を用いてプログラムを記述して問題解決が行えるようにする。 

 

Understand the features of a logic programming language and write problem-solving programs for certain types of problems 

using a logic programming language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

C 言語のような手続き型プログラムでは、計算・代入、条件判定、反復などの処理方法を記述することになるが、論理型言語で

は、関係や再帰を定義して問題解決を行う。論理型言語の基礎的な部分から初めて、応用問題までを取り扱えるようにする。 

 

Procedural type programs such as those in the C language describe processing methods such as calculation, assignment, 

condition judgment and repetition; in logic programming languages, problems are solved by defining references and recursion. 

Students will start by learning the basic parts of logic programming languages, and will eventually be able to handle application 

problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Prolog の概要。節、ホーン節とは。規則、事実、問い合わせの定義。プログラムの記述方法。ファイルからの読み込み。ヘ

ルプ、デバッグの仕方。 

2. 節、項、データオブジェクト、アトム、変数、数。変数の有効範囲。節の処理手順とゴール。 

3. ユニフィケーション、比較、オペレータ、算術演算。マッチングによる選択。 

4. 再帰。論理型言語における反復のしくみ。 

5. リスト。リストの構成、要素の追加。リストの長さ、要素の削除、追加、結合。 

6. バックトラック。論理型言語における反復のしくみ。 

7. カット。バックトラック禁止のしくみ。 

8. 組込述語。順列、リバース、部分リスト、部分集合。 

9. まとめの小テスト 

10. 応用：推理パズル、ソーティングなど 

11. 応用：N クイーン、川渡問題、箱積み問題など。 

12. 応用：グラフ構造、ツリー構造 

13. 応用：深さ優先探索、幅優先探索、水入れ問題など 

14. まとめの小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

資料配付があった場合は予習・復習を行う。その他授業中に指示をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業態度(40%)/小テスト(30%)/提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な情報はプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Bruce A. Tate、2011、『７つの言語 ７つの世界』、オーム社 (ISBN:978-4-274-06857-7) 

2. A. K. Dewdney、1993、『チューリングオムニバス第 4 巻』、東京電機大学出版局 (ISBN:4-501-51980-0) 

3. Ivan Bratko. 2012. Prolog Programming for Artificial Intelligence 4th ed.. Addison Wesley (ISBN:978-0-321-41746-6) 
4. Robert Kowalski. 2014. Logic for Problem Solving, Revisited. Herstellung und Verlag (ISBN:978-3-8370-3629-9) 
5. Patrick Blackburn. 2006. Learn Prolog Now!. College Publications (ISBN:1-904987-17-6) 
6. 飯高 茂、1990、『Prolog による数学の世界』、朝倉書店 (ISBN:4-254-11054-5) 
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7. 松本一教ほか、2005、『人工知能』、オーム社 (ISBN:4-274-20106-6) 
より高度な内容や、応用例についてさらに知りたいときはこれらの参考文献を読むとよい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

都合により内容を一部変更することがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■CA455 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CA455／現代数学概論 

(Introduction to Modern Mathematics) 

担当者名 

（Instructor） 

野呂 正行(NORO MASAYUKI)/青木 昇（AOKI NOBORU）/斉藤 義久（SAITO 

YOSHIHISA） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT3020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代数学理論の実際と，その応用を理解する。現代数学の最先端の分野から選ばれた３つのテーマについて，数学理論がどの

ように発展し，またどのように応用されているかを学ぶ。 

 

Understand the reality and applications of modern mathematical theory. Learn how mathematical theory develops and is applied 

to three themes chosen from cutting-edge fields of modern mathematics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代数学理論とその応用について，3 人の担当者がそれぞれの専門の内容からひとつずつテーマを選び講義する。今回は，３つ

のテーマとして「グレブナー基底とその応用」，「グラフと確率行列」，「対称群の表現論」を選び，担当者が解説を行う。 

 

Three of the staff lecture on a theme chosen from their specialization that pertains to modern mathematics theory and 

application. This time, the three selected themes that our faculty will explain are “Gröbner bases and their applications,” “graphs 

and stochastic matrices” and “representation theory of the symmetric group.” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１テーマ「グレブナー基底とその応用」（野呂担当）項順序とグレブナー基底 

2. グレブナー基底を計算するアルゴリズム 

3. グレブナー基底の応用 1：イデアルの諸演算 

4. グレブナー基底の応用２：代数方程式系の求解 

5. 小テスト 

6. 第 2 テーマ「グラフと確率行列」(青木担当） 正行列 

7. ペロン・フロベニウスの定理 

8. 確率行列 

9. 小テスト 

10. 第３テーマ「対称群の表現論」（斎藤担当）対称群の共役類と Young 図形 

11. 有限群の表現論の一般論 

12. RS対応 

13. 対称群の既約表現の分類 

14. 小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポートと小テストによる総合評価とする。毎回レポートを課す。(45%)/まとめのレポートとして，３つのテーマから一つを選択し，

冬休み後に提出する(10%)/各担当者の最後の一回は小テストを行う（一回あたり１５％）(45%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA601 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／数学講究 

(Special Seminar on Mathematics) 

担当者名 

（Instructor） 
数学科全専任教員 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
８単位(8 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT4000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数学科での学習の集大成として，一つのテーマに集中して深く掘り下げて研究する。問題に取り組み，解決し，それを他人に解説

する能力を身につける。特に，数学の理論的な研究に重点を置く。 

 

As the culmination of their studies at the Department of Mathematics, students concentrate on a single topic and delve deep 

into investigation. Learn the ability to deal with, solve and explain the subject to others. Special emphasis is placed on 

theoretical mathematics research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業は担当教員ごとに少人数に分かれてセミナー形式で行う。３年次までに習得した専門知識を駆使して， 高度な専門書を読

み解き，内容を他のメンバーに説明し，質疑･応答を行う。 

導入期間 

 研究に必要な基本的知識を確認，補充する。テキストもまだ比較的易しい部分であるので，解読の方法，解説の方法を身につ

けることを重視する。 

展開時期 

 テキストが主題に入るので解説にも困難が伴うことが多くなってくる。他のメンバーの協力や，教員からのアドバイスを得て解決

に努力する態度を養う。 

収穫期間 

 研究した事柄から特に興味を持ったものについてより深く掘り下げ，独自の見解を持つことを目指す。 

 

Classes are divided into small groups with one faculty member each and held in a seminar format. By making good use of the 

specialized knowledge acquired over three years, students read and understand advanced specialized books, explain their 

contents to other members, ask questions and provide answers. 

Introduction Phase: 

Review and replenish the fundamental knowledge necessary for research. Since the textbook still has relatively easy parts, 

emphasis is placed on learning how to decipher and explain them. 

Development Phase: 

As the textbook enters the subject, the explanations are often met with difficulties. Cultivate an attitude of working hard to find 

solutions with the cooperation of other members and advice from the instructors. 

Results Phase: 

The objective is to delve deeper into what the student finds particularly interesting from the research and form an independent 

opinion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

2. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

3. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

4. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

5. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

6. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

7. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

8. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

9. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

10. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

11. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

12. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

13. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

14. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

15. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

16. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

17. 教員の指導のもとでセミナーを行う 



 - 134 - 

18. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

19. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

20. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

21. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

22. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

23. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

24. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

25. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

26. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

27. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

28. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前年度の秋学期に文献一覧が発表され，興味に従って担当教員を選ぶ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題に取り組む熱意，文献解読の深さなど，普段の学修態度で評価する。(100%) 

担当教員によっては卒業論文を義務づけることがある。 

 

テキスト（Textbooks） 

教員ごとに指定される。文献一覧は前年度の秋学期に発表される。 

 

参考文献（Readings） 

教員ごとに提示される。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CA624 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／応用数学講究 

(Seminar on Applied Mathematics) 

担当者名 

（Instructor） 
数学科全専任教員 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
８単位(8 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
MAT4000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数学科での学習の集大成として，一つのテーマに集中して深く掘り下げて研究する。問題に取り組み，解決し，それを他人に解説

する技術を身につける。特に，数学の計算機等への応用に重点を置く。 

 

As the culmination of their studies at the Department of Mathematics, students concentrate on a single topic and delve deep 

into investigation. Learn the skills to deal with, solve and explain the subject to others. Particular emphasis is placed on the 

application of mathematics to computers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業は，担当教員ごとに少人数に分かれてセミナー形式で行う。３年次までに習得した専門知識を駆使して，高度な専門書を

読み解き，内容を他のメンバーに説明し，質疑･応答を行う。 

導入期間 

 研究に必要な基本的知識を確認，補充する。テキストもまだ比較的易しい部分であるので，解読の方法，解説の方法を身につ

けることを重視する。 

展開時期 

 テキストが主題に入るので解説にも困難が伴うことが多くなってくる。他のメンバーの協力や，教員からのアドバイスを得て解決

に努力する態度を養う。 

収穫期間 

 研究した事柄から特に興味を持ったものについてより深く掘り下げ，独自の見解を持つことを目指す。 

 

Classes are divided into small groups with one faculty member each and held in a seminar format. By making good use of the 

specialized knowledge acquired over three years, students read and understand advanced specialized books, explain their 

contents to other members, ask questions and provide answers. 

Introduction Phase: 

Review and replenish the fundamental knowledge necessary for research. Since the textbook still has relatively easy parts, 

emphasis is placed on learning how to decipher and explain them. 

Development Phase: 

As the textbook enters the subject, the explanations are often met with difficulties. Cultivate an attitude of working hard to find 

solutions with the cooperation of other members and advice from the instructors. 

Results Phase: 

The objective is to delve deeper into what the student finds particularly interesting from the research and form an independent 

opinion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

2. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

3. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

4. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

5. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

6. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

7. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

8. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

9. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

10. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

11. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

12. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

13. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

14. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

15. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

16. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

17. 教員の指導のもとでセミナーを行う 
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18. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

19. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

20. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

21. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

22. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

23. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

24. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

25. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

26. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

27. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

28. 教員の指導のもとでセミナーを行う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前年度の秋学期に文献一覧が発表され，興味に応じて指導教員を選ぶ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題に取り組む熱意，文献解読の深さなど，普段の学修態度で評価する。(100%) 

担当教員によっては卒業論文を義務づけることがある。 

 

テキスト（Textbooks） 

教員ごとに指定される。文献一覧は前年度の秋学期に発表される。 

 

参考文献（Readings） 

教員ごとに提示される。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 137 - 

■CB035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎物理実験 

(Basic Laboratory Experiments on Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
北本 俊二(KITAMOTO SHUNJI)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
物理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物理学は実験・観測に基礎を置く学問である。実際に実験を行い物理現象に触れることで，物理学をより深く理解することをめざ

す。基礎物理実験では物理学全般にわたる基礎知識と基礎技術を修得することを目的とする。 

 

This course provides an opportunity for physics students to have an intensive laboratory experience of physics experiments.  

Each student will learn basic knowledge and techniques of experiments and understand the underlying physics via the 

experiments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下の実験を毎週１テーマずつ行い，各実験毎にレポートにまとめる。適宜レポートの書き方指導も行う。 

実験テーマ（１）基礎測定（２）計算機を用いた実験データの解析（３）ヤング率（４）電流の熱作用（５）ニュートンリング（６）トランジ

スタ（７）放射線（８）プランク定数（９）フランク・ヘルツの実験（１０）インピーダンス 

 

Students will finish nine experiments over this course.  Students write a lab report for each experiment and  supervisors will 

review the report and will provide critical comments to students. The experiments are as follows: 

(1) Basic training of measurements,  

(2) Data analysis techniques with a computer,  

(3) Measurement of Young's modulus,  

(4) Joule's heating effect of current, 

(5) Transistor Characteristics, 

(6) Interaction of gamma-rays with matter, 

(7) Measurement of the Planck constant, 

(8)The Franck-Hertz experiment,  

(9) Measurement of  impedance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（実験の心得，レポートの書き方等） 

2. 基礎測定 

3. 実験（１） 

4. 実験（２） 

5. 実験（３） 

6. 実験（４） 

7. 実験（５） 

8. 実験（６） 

9. 実験（７） 

10. 実験（８） 

11. 実験（９） 

12. 実験（１０） 

13. 実験（１１） 

14. 実験（１２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回のガイダンスで指導書，スケジュール，実験日程などを配付・公表し，レポートの作成・提出方法等について説明するので，

掲示に注意し必ず出席すること。 

遅刻・無断欠席厳禁。やむを得ない理由で欠席の場合は担当者または実験主任に連絡すること。 

事前に指導書をよく読み，実験日には何を行うか学習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および毎回のレポート(100%) 

出席し実験を行ったとしても，レポートを提出しなければ単位は与えられない。 
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テキスト（Textbooks） 

「基礎物理実験」（実験指導書）。Blackboard からダウンロードすること。 

 

参考文献（Readings） 

各テーマごとに各自図書館などで調べること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB038 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／力学 １ 

(Classical Mechanics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和好(KURITA KAZUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

力学は物理学を学ぶにあたって最も基本的な科目の一つである。自然現象の中から法則を見いだす自然科学の方法が典型的

に現れている。また力学で使われる基本概念は他の物理学の科目でも重要なものである。授業ではこれらのことに注意しなが

ら，力学で使われる基本概念や物理量の意味を理解して、それらを問題解決に応用できる力を身につける。 

 

Classical mechanics is one of the most fundamental subjects in physics. The methods of extracting the laws from phenomena in 

nature are typically displayed. The fundamental concepts in classical mechanics are often applicable to other fields of physics. 

The purpose of the class is to understand the meaning of the basic concepts and physical quantities and to apply them to solve 

problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「力学１」では主に１個の質点の運動を取り扱う。質点の運動の記述からはじめ，ニュートンの運動法則から質点の運動を求める

手法を理解する。さらに物理学では大変重要な概念であるポテンシャルについて理解し，いくつかの保存則を導入する。対象とす

る物理現象は，高校の物理で取り扱ったものと大差はないが，この授業では微分積分を使って運動を記述し，運動方程式を微分

方程式として解けるようになることを目指す。受講者はあらかじめ講義で学習する内容を予習し，宿題として与えられた演習問題

を解いてくることが求められる。授業では各単元のキーポイント，その背景にある物理的概念，身近な例，そして新出の数学を含

めた議論・対話から物理の思考法の習得を目指す。 

 

Classical Mechanics 1 mainly deals with the particle mechanics. Starting from the description of the particle motion, the 

meaning of Newton's second laws of motion is to be understood. The importance of the new concept of potential energy is 

emphasized and new conservation laws are introduced. The physical setups are basically the same as those learned in high 

school. However,  differential equations are introduced and the analytical solutions will be obtained. Students need to prepare 

for the classes by reading and understanding the subjects in the textbook for the week. Homework problems are to be solved as 

well before coming to the class. Students are required to obtain the physics point of view in discussing and having dialogs on 

key physics concepts, examples in daily life and the new mathematical methods. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 運動の法則と基本概念 

2. 力と運動 

3. 運動量と力積 １ 

4. 運動量と力積 ２ 

5. 運動方程式の解法 １ 

6. 運動方程式の解法 ２ 

7. 運動方程式の解法 3 

8. 中間テスト 

9. 仕事とエネルギー １ 

10. 仕事とエネルギー ２ 

11. 仕事とエネルギー ３ 

12. 極座標による記述 １ 

13. 極座標による記述 ２ 

14. 角運動量 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書に書いてある定義など情報伝達については宿題として予習を課す。授業内対話に時間を使うので、次の授業範囲を熟読・

理解してくることが必須である。毎回出す予定の Blackboard 上の問に答えてくることも教科書を理解する助けとなる宿題である。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/中間テスト(20%)/予習問題(15%)/ラーニングログ(10%)/確認テスト(14%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 兵藤俊夫、2001、『考える力学』、学術図書出版社 (ISBN:978-4-87361-099-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 田原真人、2006、『微積で楽しく高校物理がわかる本』、秀和システム (ISBN:978-4798012803) 

2. 潮秀樹、2004、『よくわかる物理数学の基本と仕組み』、秀和システム (ISBN:978-4798006987) 

3. 原島鮮、1985、『力学 ３訂版』、裳華房 (ISBN:978-4785320201) 

4. 吉田春夫、1996、『キーポイント 力学』、岩波書店 (ISBN:978-4000079563) 

5. アンドリュー エルビィ、2009、『力学の考え方(上) 』、ピアソン桐原 (ISBN:978-4894714281) 

6. ファインマン、レイトン、サンズ、1986、『ファインマン物理学 I 力学』、岩波書店 (ISBN:978-4000077118) 

7. John R. Taylor. 2005. Classical Mechanics. Univ. Sci. Books (ISBN:978-1891389221) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB040 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／力学 ２ 

(Classical Mechanics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
相対運動・２体問題・剛体運動 

担当者名 

（Instructor） 
中野 祐司(NAKANO YUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

力学１で習得した運動エネルギーや運動量の基本法則を，より現実的な運動系に当てはめるために相対運動や剛体の概念を学

ぶ。授業内で多く例題を取り上げることで，様々な運動を記述する力を身につける。  

 

The goal of this course is to understand how to apply the fundamental principles of classical mechanics, such as Newton’s law 

and the conservation of mechanical energy, to the complex motion of rigid objects.  

 

授業の内容（Course Contents） 

力学１で学んだ知識を前提として，授業前半では，相対運動の記述と２体問題の解法を習得する。後半では形状や固定軸を持っ

た剛体の運動と慣性モーメントを取り扱い，様々な剛体の運動を学ぶ。 

 

The course outline: 

・Relative motion of objects (translational motion) 

・Relative motion of objects (rotating motion) 

・Two-body problems and planetary motion 

・Moment of inertia 

・Motion of right bodies 

There will be a small quiz at the end of every lecture, which will be graded.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 質点運動の復習 

2. 並進運動 

3. 並進運動 

4. 回転運動 

5. 回転運動 

6. ２体問題 

7. ２体問題 

8. ２体問題 

9. 慣性モーメント 

10. 慣性モーメント 

11. 剛体の運動 

12. 剛体の運動 

13. 剛体の運動 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内に解らなかった点は，基礎物理学演習，およびオフィスアワーの時間を使って解決し，復習に努めること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(58%)/毎回の確認シート(42%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 兵頭俊夫、2001、『考える力学』、学術図書出版社 (ISBN:978-4-87361-099-3) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CB041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／電磁気学 １ 

(Classical Electromagnetism 1) 

担当者名 

（Instructor） 
北本 俊二(KITAMOTO SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物理学の基礎となる重要な学問の一つである電磁気学のうち主に，静電場と静磁場を理解する。 

 

In this course, students will learn about  laws that govern static  electricity and magnetism.  Students will understand an 

example of the physics framework by studying the theory of the electromagnetism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  電磁気学は，マックスウェルの方程式で記述できる，完成した学問体系である。また，電磁気力は，身の回りから，宇宙現象ま

で多くの場面で，重要な働きをする。さらには，我々の身の回りの電気製品をはじめとして多くの物は，電磁気学を基礎に作られ

ている。この，重要でかつ身の回りで直接効果が認識できる物理の学問体系を，「電磁気学１」と「電磁気学２」で学び，物理学の

縮図を実感してもらいたい。 

  「電磁気学１」では，クーロンの法則，ガウスの法則，ビオ・サバールの法則，アンペールの法則を場という概念で捉え，静電

場，静磁場の基本法則として体系的に学習する。 

 

Students will learn Coulomb's law and Biot-Savar's law as start. Then they study electric and magnetic field. Students will 

understand  Gauss's law and Ampere's law and then apply them to some exercises. Students will understand divergence and 

rotation of electric and magnetic fields and learn Maxwell's equations in static conditions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. クーロンの法則：電場と電位１ 

2. クーロンの法則：電場と電位２ 

3. ガウスの法則１ 

4. ガウスの法則２ 

5. 小テスト１ 

6. 静磁場の基本法則１ 

7. 静磁場の基本法則２ 

8. アンペールの法則１ 

9. アンペールの法則２ 

10. アンペールの法則の微分形 

11. 小テスト２ 

12. ガウスの法則の微分形 

13. ポワソン方程式 

14. ベクトルポテンシャル 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

微積分やベクトル演算は理解し、身につけておく必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト１＋２(20%)/宿題＋リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 和田純夫、2011、『電磁気学のききどころ』、岩波書店 (ISBN:ISBN4-00-007942-5) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中の私語は厳禁，宿題等の締め切りは厳格に行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CB042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／電磁気学 ２ 

(Classical Electromagnetism 2) 

担当者名 

（Instructor） 
北本 俊二(KITAMOTO SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物理学の基礎となる重要な学問の１つである電磁気学のうち，動的な電場と磁場が関わる法則および物質中の電場と磁場を理

解する。 

 

In this course, as a continuance of  Electromagnetism I, students will learn about  Maxwell's equations and some basic 

solutions including the electromagnetic waves. Students will also learn a brief overview of the electronic circuit theory and 

electro-magnetic field in materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

電磁気学は，マックスウェルの方程式で記述できる，完成した学問体系である。また，電磁気力は，身の回りから，宇宙現象まで

多くの場面で，重要な働きをする。さらには，我々の身の回りの電気製品をはじめとして多くの物は，電磁気学を基礎に作られて

いる。この，重要でかつ身の回りで直接効果が認識できる物理の学問体系を，電磁気学１と電磁気学２で学び，物理学の縮図を

実感してもらいたい。 

電磁気学１で学んだことに加えて，電磁誘導や変位電流を学び，マックスウェルの方程式を理解する。また，マックスウェルの方

程式から，電磁波の導出を行う。また電場・磁場のエネルギーを考察したり，静電場中に置かれた導体や誘導体，電気回路や磁

性体について学ぶ。  

 

Students will learn Faraday's law as an induced electric field and  displacement current. Then students will understand the 

complete Maxwell's equations. Students will deduce the electromagnetic waves. Students will then study the energy in electric 

and magnetic fields and will learn pointing flux. Students will also understand the electric circuit theory and electro-magnetic 

field in materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 電磁誘導（１） 

2. 電磁誘導（２） 

3. マクスウェルの理論と電磁波（１） 

4. マクスウェルの理論と電磁波（２） 

5. 電場・磁場のエネルギー（１） 

6. 電場・磁場のエネルギー（２） 

7. 小テスト 

8. 導体がある時の静電場（１） 

9. 導体がある時の静電場（２） 

10. 誘電体と磁性体（１） 

11. 誘電体と磁性体（２） 

12. 小テスト 

13. 回路（１） 

14. 回路（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「電磁気学 1」の内容は既習であるとの前提で授業を行う。微積分やベクトル演算を理解し身につけておく必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(20%)/宿題＋リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 和田純夫、2011、『電磁気学のききどころ』、岩波書店 (ISBN:4-00-007942-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 和田純夫、2011、『電磁気学のききどころ』、岩波書店 (ISBN:4-00-007942-5) 

2. 飯田修一監訳、2013、『バークレー物理学コース電磁気』、丸善 (ISBN:978-4-621-08802-9) 
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3. 小宮山進・竹川敦、2015、『マクスウェル方程式から始める電磁気学』、裳華房 (ISBN:ISBN 978-4-7853-2249-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中の私語は厳禁，宿題等の締め切りは厳格に行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CB043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／物理数学 １ 

(Mathematics for Physics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ベクトル解析 

担当者名 

（Instructor） 
初田 泰之(HATSUDA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物理学と数学は現在に至るまで数百年に渡って二人三脚で発展してきました。自然現象は数学によって定量的に記述されます。

この講義では 3 次元空間におけるベクトル解析の習得を目指します。ただ計算ができるだけでなく、式の意味や直感的イメージ

が持てるようになることが目標です。 

 

This course is an introduction to vector analysis for physics students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業はオリジナルの講義ノートに沿って、出来る限り基本的なことから解説します。まずベクトルの基本的な演算と多変数微積分

学の復習をした後、スカラー場やベクトル場などの「場」を導入し、スカラー場の勾配やベクトル場の発散・回転などのベクトルの

微分演算及びその物理的意味を学びます。3 次元空間における線積分と面積分を導入した後、集大成として「ガウスの発散定

理」と「ストークスの定理」を解説します。余裕があればベクトル解析が物理学においてどのように役に立つのかを紹介します。物

理への応用が目的なので、数学的厳密性は犠牲にします。 

 

The main topics are vector product, vector derivative and vector integration. The final goal is to learn Gauss's theorem and 

Stoke's theorem. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ベクトルの復習 

2. ベクトルの演算 

3. 微積分の復習 

4. ベクトルの微分（１）：勾配・発散・回転 

5. ベクトルの微分（２）：微分演算子ナブラ 

6. 座標変換 

7. 曲線座標系 

8. これまでの復習 

9. 曲線と曲面 

10. 線積分 

11. 面積分 

12. 積分定理 

13. まとめ 

14. 物理への応用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

線形代数と微積分の知識が必須です。特に中盤以降、多変数に関する微積分が頻出します。知識を定着させるために毎週 1時

間程度の復習を推奨します。「物理学演習 1」で演習問題を多少解きますが、それ以外にも各自で練習問題を自発的に解くことが

望ましいです。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/2 回程度のレポート課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

詳細な講義ノートを配付するためテキストは指定しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 戸田盛和、1989、『ベクトル解析（理工系の数学入門コース）』、岩波書店 (ISBN:4-00-007773-2) 

2. 小林真平、2016、『曲面とベクトル解析』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-80637-5) 

3. 武部尚志、2007、『数学で物理を』、日本評論社 (ISBN:4535784698) 
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4. 深谷賢治、2004、『電磁場とベクトル解析 (現代数学への入門)』、岩波書店 (ISBN:978-4000068833) 

5. Arfken & Weber. 2012. Mathematical Methods for Physicists. Academic Press (ISBN:9381269556) 
いくつかの参考文献を挙げましたが、自分のレベルにあった参考書を見つけるのが良いと思います。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業に関する資料は Blackboard 上にアップロードします。 

 

注意事項（Notice） 
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■CB044 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／物理数学 ２ 

(Mathematics for Physics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 匡志(KIMURA MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物理学において重要な微分方程式に対する解法と解析手法を理解すること。 

 

This course  introduces the basics of solving differential equations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

自然現象を記述する基礎方程式のほとんどは微分方程式であるため，微分方程式を解くことや，その構造を解析して情報を引き

出すことが物理学においてきわめて重要な作業である。本科目では微分方程式に対する様々なアプローチを学ぶ。 

 

Because most natural phenomena are described by differential equations, solving and understanding differential equations is 

very important. In this course, we learn various approaches to differential equations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 常微分方程式の解法１ 

3. 常微分方程式の解法２ 

4. デルタ関数 

5. フーリエ級数 

6. フーリエ変換１ 

7. フーリエ変換２ 

8. ガンマ関数とベータ関数１ 

9. ガンマ関数とベータ関数２ 

10. 直交関数系 

11. 直交多項式１ 

12. 直交多項式２ 

13. 偏微分方程式に対する境界値問題１〜変数分離〜 

14. 偏微分方程式に対する境界値問題２〜グリーン関数〜 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

以下の内容を既知として授業を進める：高校物理，高校数学，「力学 1 と 2」，「微分積分 1 と 2」，「線形代数 1 と 2」，「物理数学

1」 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/1, 2 回程度のレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小野寺嘉孝、1988、『物理のための応用数学』、裳華房 (ISBN:9784785381080) 

 

参考文献（Readings） 

1. 矢野健太郎・石原繁、1982、『解析学概論』、裳華房 (ISBN:4785310324) 

2. 寺沢寛一、1982、『自然科学者のための数学概論』、岩波書店 (ISBN:4785310324) 

3. 二宮正夫・並木雅俊・杉山忠男、2009、『物理のための数学入門』、講談社 (ISBN:4061572105) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB045 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／物理学演習 １ 

(Exercises in Physics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 匡志(KIMURA MASASHI)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
物理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物理の問題を解けるようになること。 

 

The aim of this course  is that students can solve problems of physics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「電磁気学１」，「物理数学１」，「解析力学」に対する演習を行い，3 つのクラスに分かれ，教員と TAが指導にあたる。その週に配

付されたプリントの問題を各自解き(教室問題)，また前の週に配付されたプリントの問題(レポート問題)の解答を担当者に発表し

てもらうことも行う。 

 

We solve problems of electromagnetism 1, mathematical physics 1 and analytical mechanics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 物理数学 1：微分積分とベクトルの復習 

2. 電磁気学 1：クーロンの法則 

3. 解析力学：最小作用の原理とオイラー・ラグランジュ方程式 

4. 物理数学 1：外積を含んだ計算 

5. 電磁気学 1：ガウスの法則 

6. 解析力学：ハミルトニアンと正準方程式 

7. 物理数学 1：ベクトル解析の計算 

8. 電磁気学 1：ビオ・サバールの法則 

9. 解析力学：正準変換 

10. 物理数学 1：ベクトル場の積分 

11. 電磁気学 1：アンペールの法則 

12. 解析力学：ハミルトンーヤコビ方程式 

13. 物理数学 1：ガウスの定理・ストークスの定理 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

以下の内容を理解していることが重要である：高校物理，高校数学，「力学 1 と 2」，「微分積分 1 と 2」， 

「線形代数 1 と 2」 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(10%)/教室問題とレポート問題(60%)/発表点(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

演習教材としてプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB046 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／物理学演習 ２ 

(Exercises in Physics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
電磁気学と物理数学 

担当者名 

（Instructor） 
初田 泰之(HATSUDA YASUYUKI)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
物理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

講義科目「電磁気学２」、「物理数学２」で学んだ知識を定着させるために問題演習を行います。自ら問題を解くことで理解を深め

ることはもちろん、他者に伝えるための発表技術の向上も目指します｡  

 

This course is for exercises on "Electromagnetism II" and on "Mathematics for Physics II". 

 

授業の内容（Course Contents） 

「電磁気学２」と「物理数学２」で習った事柄を演習問題を解くことで定着させます。授業中に配付された問題の 1 題（教室問題）を

その場で解き、担当者に発表してもらいます。残りの問題はレポート課題とし、次回の授業のときに提出してもらい、担当者に解

説してもらいます。3 クラスに分かれ、各クラスごとに教員と TAが受講生の指導にあたります。 

 

Students solve problems on "Electromagnetism II" and on "Mathematics for Physics II", alternatively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 電磁気学（１）；電磁誘導 

2. 物理数学（１）：一階常微分方程式 

3. 電磁気学（２）：電磁誘導，変位電流 

4. 物理数学（２）：二階常微分方程式 

5. 電磁気学（３）：電磁波 

6. 物理数学（３）：フーリエ級数 

7. 電磁気学（４）：電場・磁場のエネルギー，導体と静電場 

8. 物理数学（４）：フーリエ変換 

9. 電磁気学（５）：電気回路 

10. 物理数学（５）：ラプラス変換，ガンマ関数 

11. 電磁気学（６）：誘電体 

12. 物理数学（６）：直交多項式 

13. 総復習 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「電磁気学２」・「物理数学２」で使用しているテキスト、参考書、ノート等を参考に演習問題に取り組んで下さい。授業時間外でも

教員または TAに相談可能です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/レポート、授業への取り組み、発表(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

演習問題をプリントで配付するため使用しません。必ず授業で使用している教科書あるいは講義ノートを持参して下さい。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習問題や略解などの資料については blackboard 上にアップロードします。 

 

注意事項（Notice） 
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■CB047 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／物理学演習 ３ 

(Exercises in Physics 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
量子力学と統計力学 

担当者名 

（Instructor） 
初田 泰之(HATSUDA YASUYUKI)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
物理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

講義科目｢統計力学１｣、｢量子力学１｣で学んだ知識を定着させるために問題演習を行います。自ら問題を解くことで理解を深め

ることはもちろん、他者に伝えるための発表技術の向上も目指します｡ 

 

This course is for exercises on "Statistical Mechanics I" and on "Quantum Mechanics I". 

 

授業の内容（Course Contents） 

｢統計力学１｣ と｢量子力学１｣ で習った事柄を演習問題を解くことで定着させます。授業中に配付された問題のうちの 1 題（教室

問題）をその場で解き、担当者に解き方を発表してもらいます。残りの問題はレポート問題とし、次回の授業のときに提出してもら

い、担当者に解説してもらいます。3 クラスに分かれ、各クラスごとに教員と TAが受講生の指導にあたります。 

 

Students solve problems on "Statistical Mechanics I" and on "Quantum Mechanics I", alternatively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計力学（１） 

2. 量子力学（１） 

3. 統計力学（２） 

4. 量子力学（２） 

5. 統計力学（３）  

6. 量子力学（３）  

7. 統計力学（４） 

8. 量子力学（４）  

9. 統計力学（５） 

10. 量子力学（５） 

11. 統計力学（６）  

12. 量子力学（６） 

13. 総復習 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本演習に対応する講義のテキスト、参考書、ノート等を参考に演習問題に取り組んで下さい。授業時間外でも教員または TAに

相談可能です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/レポート、授業への取り組み、発表(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

演習問題をプリントで配付するため使用しません。必ず ｢量子力学１｣ 、 ｢統計力学１｣で使用している教科書あるいは講義ノー

トを持参して下さい。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習問題や略解などの資料については blackboard 上にアップロードします。 

 

注意事項（Notice） 
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■CB048 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／物理の学び方 

(Way of Learning Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
特殊相対性理論入門 

担当者名 

（Instructor） 
田中 秀和(TANAKA HIDEKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
------- 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で学ぶ「物理学」は高校の理科における「物理」とはかなり違っています。 特に、20 世紀以降大きな発展を遂げた「現代物

理学」の思考方法を学ぶことが重要です。この授業では、高校では扱わなかった「特殊相対性理論」を学ぶことを通して、大学に

おける物理学の一端に触れることを目標とします。 

 

This course introduces the “physics in university “  through learning “special relativity” that was not dealt with in high school. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、物理学の基本である古典力学の成立過程とその内容を概観します。次に、数学の準備を行い、現代物理学の基礎である

特殊相対性理論を学びます。これらを通して、大学の「物理学」を学ぶ上で必要となる概念や手法を解説します。 

 

First, we survey an establishment process of classical mechanics, which is the basis of physics, and its contents. Next, we 

prepare for mathematics and learn the special relativity that is the foundation of modern physics.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論：大学における物理学とは、古典力学の背景とその発展（１） 

2. 古典力学の背景とその発展（２） 

3. 物理学の数学による記述（１） 

4. 物理学の数学による記述（２） 

5. 物理学の数学による記述（３） 

6. 特殊相対性理論の背景（1） 

7. 特殊相対性理論の背景（2） 

8. 特殊相対性理論の帰結（１） 

9. 特殊相対性理論の帰結（２） 

10. 特殊相対性理論の帰結（３） 

11. 特殊相対性理論の帰結（4） 

12. 相対論的運動学（1） 

13. 相対論的運動学（2） 

14. 相対論的運動学（3） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

大学の授業の進度は高校に比べてかなり速い一方、新しい概念や手法が多く登場します。従って毎回の授業に対して十分な復

習を怠るとすぐにわからなくなってしまいます。不明な点はなるべく早く解決することに努めましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内で指示する課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 風間洋一、1997、『相対性理論入門講義』、培風館 (ISBN:978-4563023218) 

2. 江沢 洋、2017、『相対性理論』、裳華房 

3. 砂川重信、2016、『相対性理論の考え方』、岩波書店 

上記は参考文献の例です。 参考書は自分に合ったものを自分で探しましょう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教科書は指定しません。 授業内でプリントを配付し、それに沿って授業を行います。 
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注意事項（Notice） 
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■CB049 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／微分積分 １ 

(Differential and Integral Calculus 1) 

担当者名 

（Instructor） 
上野 隆彦(UENO TAKAHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高校で勉強した微分積分の理解を深めるとともに，新たな概念である級数，テーラーの定理の考え方，広義積分の考え方等を学

修する。 

また基本的な微分積分の知識の獲得および計算への習熟を目指す。 

 

The aim of this course is to acquire the basic knowledge and practical computation of differential and integral calculus with a 

single variable. We develop differential and integral of high school mathematics and acquire the knowledge of series, Taylor 

expansion, improper integral, etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

一変数の微分積分学をテキストに沿って解説する（６章、１章，２章，３章）。 

微分積分学の内容については高校数学で既に学んでいる部分も多いと思うが，本講義ではそれらの内容をより深く理解すること

を目指す。さらに高校数学では扱わないような級数の取り扱いやテーラーの定理，近似値，広義積分等，これからの専門科目の

学習で必須となる話題についても解説する。 

 

We learn chapter 6, 1, 2 and 3 from the textbook. We develop differential and integral of high school mathematics and acquire 

new knowledge and ideas of series, Taylor expansion, improper integral, since this knowledge is necessary for learning specialist 

subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 数列と級数１ 

2. 数列と級数２ 

3. 関数の極限と連続性 

4. 単調関数と逆関数 

5. 関数の微分 

6. 平均値の定理と不定形の極限 

7. 高次導関数とテーラーの定理１ 

8. 高次導関数とテーラーの定理２ 

9. 定積分と不定積分 

10. 有理式の積分１ 

11. 有理式の積分２ 

12. 広義積分１ 

13. 広義積分２ 

14. 曲線の長さ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

小テストを随時行うので，講義を復習し，理解を深めるためにテキスト収載の問題を各自で解いてみること（週に３時間程度）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三宅敏恒、1992、『入門微分積分』、培風館 (ISBN:978-4563002213) 

 

参考文献（Readings） 

1. 高木貞治、2010、『定本 解析概論』、岩波書店 (ISBN:978-4000052092) 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CB050 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／微分積分 ２ 

(Differential and Integral Calculus 2) 

担当者名 

（Instructor） 
上野 隆彦(UENO TAKAHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多変数関数の微分積分学についての基本事項を学修する。微分については極限，偏微分と全微分，テーラーの定理，極値およ

び条件付き極値の求め方や考え方を修得する。積分については重積分の計算（変数変換含む），曲面積などの求め方や考え方

を修得する。 

 

The aim of this course is to acquire the basic knowledge and practical computation of differential and integral calculus with 

several variables. We acquire the knowledge of limitation, partial and total derivative of a function, extremum, constrained 

extremum, multiple integral and surface area, etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストの 4 章，5 章を解説する。 

内容は多変数の微分積分学である。基本的には二変数の場合を扱う。微分については二変数関数の極限，偏微分，全微分，テ

ーラーの定理，関数の極値，陰関数の定理とラグランジュの未定乗数法による条件付き極値などを紹介する。積分については重

積分や変数変換，曲面積の計算方法，ガンマ関数とベータ関数の関係について紹介する。 

 

We learn chapter 4 and 5 from the textbook. Basically we treat in two variables. We acquire the basic knowledge and ideas of 

differential and integral calculus with several variables of limitation, partial and total derivative of a function, Taylor expansion, 

extremum, constrained extremum, the method of Laglange multiplier, multiple integral, surface area and the relation between the 

gamma and the beta function, since this knowledge is necessary for learning specialist subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 二変数関数の極限と連続性１ 

2. 二変数関数の極限と連続性２ 

3. 偏微分と全微分 

4. 合成関数の微分 

5. テーラーの定理 

6. 二変数関数の極値 

7. 陰関数の定理とラグランジュの未定乗数法１ 

8. 陰関数の定理とラグランジュの未定乗数法２ 

9. 重積分と累次積分 

10. 変数変換１ 

11. 変数変換２ 

12. 体積と曲面積 

13. ガンマ関数とベータ関数 

14. 演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

小テストを随時行うので，講義を復習し，理解を深めるためにテキスト収載の問題を各自で解いてみること（週に３時間程度）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三宅敏恒、1992、『入門微分積分』、培風館 (ISBN:978-4563002213) 

 

参考文献（Readings） 

1. 高木貞治、2010、『定本 解析概論』、岩波書店 (ISBN:978-4000052092) 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CB055 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／線形代数 １ 

(Linear Algebra 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行列と行列式 

担当者名 

（Instructor） 
菊地 哲也(KIKUCHI TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ベクトルと行列および行列式の様々な計算ができるようになることと，これらの計算を座標空間における図形の問題と関連付けて

イメージできるようになることを目標とする。さらに数学的な推論により，基本的なことから多くの結果を導き出す技術を身につけ

ることを目標とする。 

 

The first aim of the course is to be able to compute algebraic operations on vectors, matrices and determinants.The second aim 

is to understand how these computations can be related to geometric problems. The final aim is to be familiar with the 

mathematical thinking to prove theorem statements. 

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめにベクトルや行列の計算方法を現実的な問題と関連付けて紹介する。次に行列の基本変形という操作を説明し，行列の

階数という概念を定義して，多変数の連立方程式や逆行列の計算への応用を解説する。後半は行列式という量を定義して，その

計算法と使い方を解説する。 

行列の基本変形や行列式の概念はいずれも連立方程式を解くことと関連付けて導入するが，これらは単なる計算道具ではなく，

後に専門科目において抽象的な概念を理解するための足掛かりにもなる。将来どのように応用されるかについてもできる範囲で

解説する。 

 

First we define some basic operations on vecrors and matrices. Then we learn the method of row reduction for solving systems 

of linear equations and finding inverse matrices. Finally we discuss the properties of determinants and their applications. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行列とベクトル 

2. 行列の演算 

3. 行列の性質，ブロックへの分割 

4. 行列の基本変形と階数 

5. 連立一次方程式 

6. 正則行列，逆行列 

7. 基本変形の演習と応用 

8. 置換とその符号 

9. 行列式の定義 

10. 行列式の性質 

11. 行列式の余因子展開 

12. 特別な形の行列式 

13. 幾何学とベクトル 

14. 行列の指数関数 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習では，教科書の講義内容に対応する部分に目を通しておき，重要と思う部分や分からない部分など，講義で確認したいとこ

ろを定めておくこと。復習は，教科書の演習問題や講義時間に配付するプリントを活用すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/講義時間に複数回行う演習とレポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤岡敦、2015、『手を動かしてまなぶ線形代数』、裳華房 (ISBN:978-4-7853-1564-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐武一郎、2015、『線型代数学』（新装版）、裳華房 (ISBN:978-4-7853-1316-6) 



 - 159 - 

講義時間に紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB056 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／線形代数 ２ 

(Linear Algebra 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ベクトル空間 

担当者名 

（Instructor） 
菊地 哲也(KIKUCHI TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ベクトル空間で展開される抽象的な議論を理解し，基本的な証明ができるようになることを目標とする。さらに，線形写像の行列

表現，行列の対角化とその応用についての具体的な計算ができることを目標とする。 

 

The aim of this course is to understand  the axiomatic formulation of general vector spaces and mathematical proofs of 

theorem statements. The second aim is to learn matrix representations of linear transformations and the diagonalization 

problem for matrices. 

 

授業の内容（Course Contents） 

和とスカラー倍の定められた集合として抽象的なベクトル空間を定義し，その上で部分空間や線形写像という概念を導入する。こ

れらの抽象的な概念と，線形代数１で学んだ行列やベクトルの計算の関係を解説する。後半は，線形写像の固有値，固有ベクト

ルと行列の対角化の意味と計算方法を説明し，さらにベクトル空間の内積の定義，その内積を保つ直交変換とその応用につい

て講義する。これらの概念と専門科目との関連もできる範囲で解説する。 

 

First we define abstruct vector spaces, subspaces and linear transformations. Then we discuss matrix representations of linear 

transformations. Finally, we consider the diagonalization problem for matrices, inner product of vectors, orthogonally 

diagonalization for symmetric matrix and their applications. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ベクトル空間の定義と例 

2. １次独立と１次従属 

3. 基底と次元 

4. 基底変換と座標変換 

5. 線形写像の定義と例 

6. 線形写像の表現行列 

7. 行列の固有値と固有ベクトル 

8. 線形変換の固有値と固有ベクトル 

9. 行列の対角化 

10. 行列の対角化の応用 

11. 内積空間 

12. 正規直交基底 

13. 対称行列の対角化 

14. 固有値問題の応用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習では教科書の講義内容に対応する部分に目を通しておくこと。復習は，教科書の演習問題や講義時間に配付するプリントを

利用すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/講義時間に複数回行うレポートおよび演習(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤岡敦、2015、『手を動かしてまなぶ線形代数』、裳華房 (ISBN:978-4-7853-1564-1) 

教科書は春学期「線形代数１」と同じものを引き続き利用する。 

 

参考文献（Readings） 

講義時間に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB057 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎物理学演習 １ 

(Exercises in Basic Physics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和好(KURITA KAZUYOSHI)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
物理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「力学１」，「物理学概論」，「微分積分１」，「線形代数１」の講義内容に関する演習を行う。問題を学生自らが考え解答を出すこと

により， 講義で学習した基礎概念をより深く理解することと，問題解決手法を身につけることを目指す。 

 

Problem sets on "Classical Mechanics 1". "Introduction of Physics", "Differential and Integral Calculus 1" and "Linear Algebra 

1" are given in each class. Students work through them and answer the questions. The purpose of this problem session is to 

understand the basic concepts fully and to acquire the skills of problem solving. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回２～４問の基礎的問題を解き提出する。提出された解答は採点し，次回に返却する。問題は講義内容に沿って出題される。

学生を３グループに分け，各グループ１名の教員とＴＡによる指導を行う。基本的な問題を選んで出題するので自力で解く努力を

してほしい。解法の考え方、手順の提案など受講者間で議論することは推奨するが，単なる解答の丸写しは理解につながらない

ばかりか誤った学習法につながるため禁止する。疑問点は教員・ＴＡに遠慮なく質問し解決をはかること。「力学１」，「物理学概

論」，「線形代数１」，「微分積分１」の講義に沿って演習を行う。 

 

In each problem sessions, 2~4 problems are given individually. The answer sheets are collected at the end of the sessions. They 

are marked and returned in the following week. The questions are asked based on the topics being discussed in the recent 

lectures. Students are divided into three rooms where one teacher and TA are in charge for the support. Basic problems are 

given and each students need to solve them by themselves. It is encouraged to share ideas how to approach the problems but 

copying other students' answers may be even harmful and therefore it is prohibited. Students should feel free to ask questions 

to the teacher and the TAs. Contents discussed in "Classical Mechanics 1". "Introduction of Physics", "Differential and 

Integral Calculus 1" and "Linear Algebra 1" are covered. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「運動の法則と基本概念」「スカラーとベクトル」の演習 

2. 「力と運動」「ベクトルの使い方」の演習 

3. 「運動量と力積１」「数列と級数」「行列の演算」の演習 

4. 「運動量と力積２」「関数の極限」「行列の性質」の演習 

5. 「運動方程式の解法１」「相対性原理」「単調関数と逆関数」の演習 

6. 「運動方程式の解法２」「ローレンツ収縮」「行列の階数」の演習 

7. 「運動方程式の解法３」「平均値の定理と不定形の極限」「正則行列」の演習 

8. 「ローレンツ変換」「逆行列」の演習 

9. 「仕事とエネルギー１」「ミンコフスキー図」「置換とその符号」の演習 

10. 「仕事とエネルギー２」「高次導関数とテーラーの定理」「行列式の定義」の演習 

11. 「仕事とエネルギー３」「定積分と不定積分」「行列式の性質」の演習 

12. 「極座標による記述１」「運動量・エネルギーとローレンツ変換」「積の行列式」の演習 

13. 「極座標による記述２」「有理式の積分」「行列式の性質」の演習 

14. 「角運動量」「ローレンツ不変量」「広義積分」「幾何学とベクトル」の演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

問題は前日中に Blackboardに掲示するので，講義前に解いてきてもよい。解答例は授業後に Blackboard に掲示する。なお，授

業の進み方によっては上記の問題の内容に変更がある場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト（14 回）(100%) 

14 回中 11 回以上出席すること。欠席 4 回以上は単位取得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しない。毎回プリントを配付する。 
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参考文献（Readings） 

1. 青野修、1985、『力学演習』、サイエンス社 (ISBN:4-7819-0411-4) 

2. 江沢洋，中村孔一，山本義隆、2011、『演習詳解力学』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-78564-9) 

3. 後藤憲一、1986、『力学演習』、共立出版 (ISBN:4-320-03229-2) 

4. 村上正康他、1983、『演習線形代数』、培風館 (ISBN:978-4-563-00210-7) 

5. TAMS 編、2010、『ドリルと演習シリーズ線形代数』、電気書院 (ISBN:978-4-485-30203-3) 

6. 水本久夫、1983、『微分積分問題集』、培風館 (ISBN:978-4-563-00229-9) 

7. TAMS 編、2010、『ドリルと演習シリーズ微分積分』、電気書院 (ISBN:978-4-485-30202-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB058 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎物理学演習 ２ 

(Exercises in Basic Physics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
中野 祐司(NAKANO YUJI)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
物理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物理学科 1 年次秋学期の講義科目（「力学２」，「微分積分２」，「線形代数２」，「熱力学」）に主に関連する演習を行い，当該分野

の内容をより深く理解することを目標とする。   

 

The goal of this course is to gain deeper understandings about Classical Mechanics 2, Thermodynamics, Linear Algebra 2, 

Differential and Integral Calculus 2 through solving physics problems.  

 

授業の内容（Course Contents） 

初回にクラス分けと，授業の進め方を説明するので必ず出席すること。  

複数のグループに分かれて演習を行う。また授業内に演習問題を解いてレポートを提出する。 

 

The class will be separated inyo several groups. Attendance at the first day of the class is mandatory. Every week students will 

be given a set of assignments due the next week.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 演習 

3. 演習 

4. 演習 

5. 演習 

6. 演習 

7. 演習 

8. 演習 

9. 演習 

10. 演習 

11. 演習 

12. 演習 

13. 演習 

14. 演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習問題の予習・復習を必ず行うこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加度と演習問題のレポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB059 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／コンピュータ実験 １ 

(Computer Experiments 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
プログラミング言語を用いた計算機実習 

担当者名 

（Instructor） 
村田 次郎(MURATA JIRO)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
物理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学での学習・研究活動に計算機を触らない日はない。計算機の使用法からはじめて，プログラミング言語である C 言語を用い

た各種の数値計算のテクニックを習得する事を目標とする。 

 

To learn techniques of the numerical calculation using C-language, after being trained on the basic usage of the computers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，文房具としての計算機の使用法を習得したのち，表計算ソフトを用いた数値計算を学び，数学・物理学の問題を

数値的に解く方法に慣れる。次いで，C 言語を用いたプログラミングの基礎と，それを用いた物理で必要とされる，主な数値計算

方法について学習する。 

授業は Blackboard を通じて教材を配付し，そこに提示された課題を消化してレポートを提出する。 

 

A classroom training to become familiar with standard usage of personal computers as a stational tool, numerical calculation 

techniques using spreadsheet software, and numerical solutions to solve the problems of mathematics and physics.  

This course is designed to train the basics of programming technique using C-language and numerical calculation methods. 

The teaching materials will be distributed via the Blackboard system. Students will be required to submit reports after solving 

the exercise shown in there. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. WWW, 電子メール 

2. レポート作成 

3. エクセルの利用（弾道計算） 

4. エクセルの利用（微分，積分） 

5. エクセルの利用（運動方程式の解） 

6. CUI と GUI, OS (Cygwin の利用) 

7. C 言語 その１（条件判断） 

8. C 言語 その２（繰り返し処理） 

9. 方程式の数値解法１ 

10. 方程式の数値解法２ 

11. 関数の最小値の数値解法 

12. 数値積分 

13. 発展 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教材を用いて予習，授業中に指示する課題で復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週課す課題と数回のレポート，出席態度に基づく評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CB060 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／コンピュータ実験 ２ 

(Computer Experiments 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
プログラミング言語を用いたデータ解析の実習 

担当者名 

（Instructor） 
村田 次郎(MURATA JIRO)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
物理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

C 言語を用いた数値シミュレーション，実験データの統計解析法を習得する事を目標とする。 

 

To learn how to perform numerical simulations and statistical analysis of experimental data. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，「コンピュータ実験１」で学んだ C 言語の基本を応用して，微分方程式の数値解法や乱数を用いたモンテカルロ法

などのテクニックを用いて，物理現象の数値シミュレーション法を学習する。 

ついで，実験データの評価に欠かせない最小二乗法による統計解析を行うプログラムについて学ぶ。授業は WEB を通じて教材

を配付し，そこに提示された課題を消化してレポートを提出する。 

 

Numerical treatments of the differential equations, Monte-Carlo technique using random number generation, 

Programming for statistical analysis based on the least-square method, which is necessary for experimental data analysis. 

The basic knowledge of how to apply C-language for numerical simulation covered in “Computer Experiments 1” is required. 

The teaching materials will be distributed via the Blackboard system. Students will be required to submit reports after solving 

the exercise shown in there. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. C 言語を用いた弾道計算 

2. 乱数発生法 1 とヒストグラムの作成 

3. 乱数発生法 2 

4. 疑似データの生成 

5. 理論予想と実験データの比較 

6. 一次関数の最小二乗法の解析解 1 

7. 一次関数の最小二乗法の数値解 1 

8. 一次関数の最小二乗法の数値解 2 

9. 一次関数の最小二乗法の解析解 2 

10. 複数パラメターの最小二乗法の数値解 1 

11. 複数パラメターの最小二乗法の数値解 2 

12. 複数パラメターの最小二乗法の数値解 3 

13. 発展 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

コンピュータ実験 1 の内容の復習，および教材を用いて予習，授業中に指示する課題で復習。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週課す課題と数回のレポート，出席態度に基づく評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CB063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／波動と量子 

(Wave Motion and Quantum) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 知広(HARADA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

３年次で学ぶ量子力学の準備として，波動の概念と量子の概念を学習する。 

 

As preliminaries for quantum mechanics, this course introduces the basics of waves and quantum mechanics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

量子力学では粒子的な性質と波動的な性質を持つ古典物理学には現れない「量子」を取り扱う。授業では，３年次で学ぶ量子力

学の準備として，「波動の取り扱いと，初等的な量子概念」について学習する。また，各自で計算を行いながら授業を進め，計算

力の強化をはかる。 

 

In quantum mechanics, we deal with "quanta", which have properties both as waves and particles. We learn how to deal with 

waves and the basic concept of quantum. This course encourages students to follow the textbook by implementing calculation 

by themselves. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 単振動と重ね合せの原理 

2. 弦の振動（１） 

3. 弦の振動（２） 

4. 弦の振動（３） 

5. １次元空間における波動 

6. ３次元空間における波動（１） 

7. ３次元空間における波動（２） 

8. 古典物理学の破綻と量子概念の確立（１） 

9. 古典物理学の破綻と量子概念の確立（２） 

10. 古典物理学の破綻と量子概念の確立（３） 

11. 古典物理学の破綻と量子概念の確立（４） 

12. 古典物理学の破綻と量子概念の確立（５） 

13. 古典物理学の破綻と量子概念の確立（６） 

14. 古典物理学の破綻と量子概念の確立（７） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で学習した内容について，随時復習を怠らないこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内で指示する課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業時に，テキストとして使用する印刷物を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小形正男、1999、『振動・波動』、裳華房 (ISBN:4785320885) 

2. 小出昭一郎、1997、『量子論』、裳華房 (ISBN:4785320745) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB064 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／量子力学 １ 

(Quantum Mechanics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
中山 優(NAKAYAMA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

量子力学の基礎的概念と取り扱いを身につけることを目標とする。   

 

The aim of this course is to aquire the basic knowledge of quantum mechanics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代物理学において重要な位置を占めているミクロな世界を記述する量子力学の基本的事項を学ぶ｡ この授業では，不確定性

関係，波動関数，シュレーディンガー方程式の性質と基本的な解を理解する｡   

 

Quantum mechanics plays an important role in our understanding of microscopic systems in modern physics. In this course, we 

learn the uncertainty principle, wavefuncion, basic properties and solutions of Schrodinger equation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 不確定性原理と重ね合わせの原理  

2. 演算子  

3. 連続スペクトラム 

4. ハミルトニアン 

5. 物理量の行列表示  

6. 運動量  

7. 角運動量１  

8. 角運動量２  

9. シュレーディンガー方程式  

10. ポテンシャルの井戸  

11. １次元振動子  

12. 中心対称場の中の運動  

13. クーロン場の中の運動  

14. take home exam の解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されたテキストにもとづいて予習，復習をすること。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/レポート(40%) 

他人と相談不可の take home exam （自宅で行う筆記テスト）をレポートとして課す。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ランダウ、リフシッツ、2008、『ランダウ＝リフシッツ物理学小教程 量子力学』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-09150-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 原田勲，杉山忠男、2009、『量子力学 I』、講談社サイエンティフィク (ISBN:978-4-06-157206-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB065 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB065／自動登録／量子力学 ２ 

(Quantum Mechanics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
中山 優(NAKAYAMA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3230 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

量子力学の基礎的概念と取り扱いを身につけることを目標とする。 

 

The aim of this course is to aquire the basic knowledge of quantum mechanics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代物理学において重要な位置を占めているミクロな世界を記述する量子力学の基本的事項を学ぶ｡ この授業では，角運動量

の表現，近似法，散乱理論，量子情報理論の基礎を理解する｡   

 

Quantum mechanics plays an important role in our understanding of microscopic systems in modern phsics. In this course, we 

learn representation of angular momentum, various approximations, scattering theory and basics of quantum information. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 量子力学の構成（１）  

2. 量子力学の構成（２）  

3. 量子力学における保存則   

4. スピンと角運動量（１）  

5. スピンと角運動量（２）  

6. 多粒子系の量子力学  

7. 時間によらない摂動   

8. 時間に依存する摂動（１）  

9. 時間に依存する摂動（２）   

10. 準古典近似   

11. 電磁場中での荷電粒子  

12. 散乱問題（１） 

13. 散乱問題（２）   

14. 量子コンピュータの初歩 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

  

指定されたテキストにもとづいて予習，復習をすること。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ランダウ、リフシッツ、2008、『ランダウ＝リフシッツ物理学小教程 量子力学』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-09150-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 二宮正夫，杉野文彦，杉山忠男、2010、『量子力学 II』、講談社サイエンティフィク (ISBN:978-4-06-157207-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB066 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB066／自動登録／物理学演習 ４ 

(Exercises in Physics 4) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 匡志(KIMURA MASASHI)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

物理学科学生限定 

2015 年度以前入学者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物理の問題を解けるようになること。 

 

The aim of this course  is that students can solve problems of physics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「量子力学２」,「統計力学２」に対する演習を行う。3 つのクラスに分かれ，教員と TAが指導にあたる。その週に配付されたプリン

トの問題を各自で解き(教室問題), また前の週に配付されたプリントの問題(レポート問題)の解答を担当者に発表してもらうことも

行う。 

 

We solve problems of quantum mechanics 2 and statistical mechanics 2. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 量子力学 2（１） 

2. 統計力学 2（１） 

3. 量子力学 2（２） 

4. 統計力学 2（２） 

5. 量子力学 2（３） 

6. 統計力学 2（３） 

7. 量子力学 2（４） 

8. 統計力学 2（４） 

9. 量子力学 2（５） 

10. 統計力学 2（5） 

11. 量子力学 2（６） 

12. 統計力学 2（6） 

13. 量子力学 2（７） 

14. 統計力学 2（7） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

右記の内容を理解していることが重要である：「量子力学 1」, 「統計力学 1」 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(10%)/教室問題とレポート問題(60%)/発表点(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

演習教材としてプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB068 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／統計力学 １ 

(Statistical Mechanics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
統計力学入門 

担当者名 

（Instructor） 
原田 知広(HARADA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

統計力学の基本的内容を理解する。 

 

This course introduces the basics of statistical mechanics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

熱力学の復習を手短に行ったあと、統計力学への準備を行い、統計力学の基本的内容を学ぶ。 

 

After a brief review of thermodynamics, we learn preliminaries for and then the introductory contents of statistical mechanics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 熱力学の復習（１） 

2. 熱力学の復習（２） 

3. 統計力学への準備（１） 

4. 統計力学への準備（２） 

5. 統計力学への準備（３） 

6. 統計力学への準備（４） 

7. 統計力学の基礎（１） 

8. 統計力学の基礎（２） 

9. 統計力学の基礎（３） 

10. 統計力学の基礎（４） 

11. 統計力学の基本的応用（１） 

12. 統計力学の基本的応用（２） 

13. 統計力学の応用（１） 

14. 統計力学の応用（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義を聞いているだけで理解するのは難しいので、復習を必ず行うこと。教科書にある演習問題を解くことが推奨される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田崎晴明、2008、『統計力学１』、培風館 (ISBN:4563024376) 

 

参考文献（Readings） 

1. 原島鮮、1978、『熱力学・統計力学』、培風館 (ISBN:4563021393) 

2. 芦田正巳、2006、『統計力学を学ぶ人のために』、オーム社 (ISBN:4274066711) 

3. 田崎晴明、2000、『熱力学ー現代的な視点から』、培風館 (ISBN:4563024325) 

4. 原田知広、2009、『マンガでわかる熱力学』、オーム社 (ISBN:4274066886) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB069 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB069／自動登録／統計力学 ２ 

(Statistical Mechanics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
統計力学発展 

担当者名 

（Instructor） 
原田 知広(HARADA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3230 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

統計力学のやや発展的内容を理解する。 

 

This course introduces the slightly advanced contents of statistical mechanics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

統計力学のやや発展的内容を取り扱う。 

 

We learn the slightly advanced contents of statistical mechanics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計力学の応用（１） 

2. 統計力学の応用（２） 

3. 統計力学の応用（３） 

4. 統計力学の応用（４） 

5. 統計力学の応用（５） 

6. 統計力学の応用（６） 

7. 統計力学の応用（７） 

8. 統計力学の応用（８） 

9. 統計力学の応用（９） 

10. 統計力学の応用（１０） 

11. 統計力学の応用（１１） 

12. 統計力学の応用（１２） 

13. 統計力学の応用（１３） 

14. 統計力学の応用（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義を聞いているだけで理解するのは難しいので、復習を必ず行うこと。教科書にある演習問題を解くことが推奨される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田崎晴明、2008、『統計力学 I』、培風館 (ISBN:4563024376) 

2. 田崎晴明、2008、『統計力学 II』、培風館 (ISBN:4563024384) 

 

参考文献（Readings） 

1. 芦田正巳、2006、『統計力学を学ぶ人のために』、オーム社 (ISBN:4274066711) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB070 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／物理学実験 １ 

(Experiments in Physics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
田口 真(TAGUCHI MAKOTO)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
物理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次の基礎物理実験に引き続き，より高度な実験を行い，実験物理学で使う一通りの技術や方法を理解し習得する。この実験

で学んだ技術と経験した実験手法を，秋学期の「物理学実験２」および４年時の「卒業研究」で役立てる。 

 

Students learn techniques and methods used in experimental physics through practice of more advanced experiments than 

those learned in Basic Laboratory Experiments on Physics in the second grade, and apply the acquired techniques and methods 

to Experiments in Physics 2 in the fall semester and Thesis 1 and 2 in the fourth grade.   

 

授業の内容（Course Contents） 

以下の６つのテーマを順に行う。 

・計算機 

・電子回路 

・放射線 

・半導体 

・真空技術 

・光 

 

Students study the following six experiment themes: 

Computer 

Electronic Circuit 

Radiation 

Semiconductor 

Vacuum Technique 

Light 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. グループに分かれて実験を行う 

3. グループに分かれて実験を行う 

4. グループに分かれて実験を行う 

5. グループに分かれて実験を行う 

6. グループに分かれて実験を行う 

7. グループに分かれて実験を行う 

8. グループに分かれて実験を行う 

9. グループに分かれて実験を行う 

10. グループに分かれて実験を行う 

11. グループに分かれて実験を行う 

12. グループに分かれて実験を行う 

13. グループに分かれて実験を行う 

14. グループに分かれて実験を行う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・初回のガイダンスには必ず出席のこと。 

・遅刻，無断欠席は厳禁。やむを得ない理由で欠席する場合は担当教員に必ず連絡すること。 

・実験専用ノートを配付する。グラフ用紙・定規・関数電卓を毎回持参すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

６回のレポート(70%)/平常点（出席および実験への取り組み）(30%) 

レポートに関して口頭試問を行う場合や，再提出を要求する場合もある。 
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テキスト（Textbooks） 

テキストをガイダンス時に配付する。 

 

参考文献（Readings） 

テーマごとに参考文献があるので，そのつど参照すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

V-Campus のメールで連絡をする場合があるので，必ず確認のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■CB071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他登録／自動登録／物理学実験 ２ 

(Experiments in Physics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
田口 真(TAGUCHI MAKOTO)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2730 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

物理学科学生限定 

2015 年度以前入学者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物理学実験１までに学んだ基本的な実験技術・方法を用いてより高度な実験を行う。4 年次の卒業研究に向けて，自ら課題を設

定し主体的に課題解決に取り組む姿勢及びコミュニケーション・プレゼンテーションスキルを養うことを目的とする。 

 

Students perform more advanced experiments using the basic techniques and methods learned in Experiments in Physics 1 or 

before, and aim to cultivate attitude of finding a subject and working to solve it on their own initiative and communication and 

presentation skills for Thesis 1 and 2 in the fourth grade. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下の６つのテーマの中から一つ選び，半期をかけて実験を行う。 

○半導体 

○真空技術 

○光 

○計算機 

○電子回路 

○放射線 

 

具体的な実験テーマは教員が提示するが，学生からの提案も歓迎する。半期の実験であることを考慮し，実験を計画的に進める

こと。 

 

Students choose one from the following six experiment themes and perform it throughout the fall semester: 

Computer 

Electronic Circuit 

Radiation 

Semiconductor 

Vacuum Technique 

Light 

Students are encouraged to propose an original theme other than examples proposed by lecturers. Experiments should be 

scheduled and conducted to be finished within the term. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマに分かれて実験・解析を行う。 

2. テーマに分かれて実験・解析を行う。 

3. テーマに分かれて実験・解析を行う。 

4. テーマに分かれて実験・解析を行う。 

5. テーマに分かれて実験・解析を行う。 

6. テーマに分かれて実験・解析を行う。 

7. テーマに分かれて実験・解析を行う。 

8. テーマに分かれて実験・解析を行う。 

9. テーマに分かれて実験・解析を行う。 

10. テーマに分かれて実験・解析を行う。 

11. テーマに分かれて実験・解析を行う。 

12. テーマに分かれて実験・解析を行う。 

13. テーマに分かれて実験・解析を行う。 

14. 発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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実験の参加度，中間レポート，最終レポート，発表会などに基づく総合評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教員の指示に従うこと。 

 

参考文献（Readings） 

教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・春学期中にガイダンスを行う予定である。V-Campus のメールで連絡をする場合があるので，必ず確認のこと。 

・遅刻，無断欠席は厳禁。やむを得ない理由で欠席する場合は担当教員に必ず連絡すること。 

・11 月に中間レポート，学期末に最終レポートを提出する。また，学期末に発表会を行う。 

・卒業研究で実験系の研究室を希望する学生は履修することを強く勧める。 

 

注意事項（Notice） 
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■CB072 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／物理学概論 

(Introduction to Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
特殊相対性理論入門 

担当者名 

（Instructor） 
田中 秀和(TANAKA HIDEKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で学ぶ「物理学」は高校の理科における「物理」とはかなり違っています。 特に、20 世紀以降大きな発展を遂げた「現代物

理学」の思考方法を学ぶことが重要です。この授業では、高校では扱わなかった「特殊相対性理論」を学ぶことを通して、大学に

おける物理学の一端に触れることを目標とします。 

 

This course introduces the “physics in university “  through learning “special relativity” that was not dealt with in high school. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、物理学の基本である古典力学の成立過程とその内容を概観します。次に、数学の準備を行い、現代物理学の基礎である

特殊相対性理論を学びます。これらを通して、大学の「物理学」を学ぶ上で必要となる概念や手法を解説します。 

 

First, we survey an establishment process of classical mechanics, which is the basis of physics, and its contents. Next, we 

prepare for mathematics and learn the special relativity that is the foundation of modern physics.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論：大学における物理学とは、古典力学の背景とその発展（１） 

2. 古典力学の背景とその発展（２） 

3. 物理学の数学による記述（１） 

4. 物理学の数学による記述（２） 

5. 物理学の数学による記述（３） 

6. 特殊相対性理論の背景（1） 

7. 特殊相対性理論の背景（2） 

8. 特殊相対性理論の帰結（１） 

9. 特殊相対性理論の帰結（２） 

10. 特殊相対性理論の帰結（３） 

11. 特殊相対性理論の帰結（4） 

12. 相対論的運動学（1） 

13. 相対論的運動学（2） 

14. 相対論的運動学（3） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

大学の授業の進度は高校に比べてかなり速い一方、新しい概念や手法が多く登場します。従って毎回の授業に対して十分な復

習を怠るとすぐにわからなくなってしまいます。不明な点はなるべく早く解決することに努めましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内で指示する課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 風間洋一、1997、『相対性理論入門講義』、培風館 (ISBN:978-4563023218) 

2. 江沢 洋、2017、『相対性理論』、裳華房 

3. 砂川重信、2016、『相対性理論の考え方』、岩波書店 

上記は参考文献の例です。 参考書は自分に合ったものを自分で探しましょう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教科書は指定しません。 授業内でプリントを配付し、それに沿って授業を行います。 
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注意事項（Notice） 
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■CB073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／熱力学 

(Thermodynamics) 

担当者名 

（Instructor） 
家城 和夫(IEKI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

形成期における専門基幹科目の一つとして，熱力学の基本法則，および熱力学関数の取り扱いを通じて，熱現象を物理的に理

解することを目標とする。 

 

As one of the core  physics subject  in Development Phase, we aim to achieve understanding of thermal phenomena through 

laws of thermodynamics and thermodynamic potentials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

マクロな物質は非常に多数の原子分子で構成される系であるが，温度，圧力，密度，内部エネルギー，エントロピーなど少数の

状態変数を用いて状態を記述することができ，そこではわずかな基本法則から驚くほど多様な現象を説明することが可能であ

る。このような熱力学の考え方を数学的な手法を含めて紹介する。 

 

Macroscopic material consists of a tremendous number of atoms or molecules. Nonetheless, the state of the material can be 

described with a small number of state variables, such as temperature, pressure, density, energy, and entropy. Only a few 

fundamental thermodynamics laws can explain surprisingly various phenomena. Basic concepts of thermodynamics are 

introduced with necessary mathematical tools. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 温度と熱 

2. 準静的過程と可逆過程，仕事 

3. 熱力学第一法則 

4. 理想気体の場合：熱容量，ジュールの法則，ポアソンの法則 

5. カルノーサイクル，熱力学第二法則 

6. 熱力学的絶対温度，エントロピー 

7. 中間テスト 

8. 熱力学第一法則の微分量を用いた記述，エネルギー方程式 

9. 熱力学関数と一般の熱力学系 

10. 不可逆過程，エントロピー増大の原理 

11. 変化の向きと熱平衡の条件 

12. 開放系と相変化，クラペイロンークラウジウスの式 

13. 多成分系，混合のエントロピー 

14. 質量作用の法則，溶液の熱力学 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

微分積分２で学ぶ偏微分などを活用する。計算演習は授業時間だけでは不足であるので，十分に復習をすることが必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/確認シート(3%x13 回)(39%)/中間テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土井 勝、2008、『エッセンシャル熱力学』、日科技連 (ISBN:978-4-8171-9257-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 松下貢、2009、『熱力学』、裳華房 (ISBN:978-4-7853-2232-8) 

2. 風間洋一、2017、『熱力学入門講義』、培風館 (ISBN:978-4-563-02323-2) 

3. 久保亮五、1961、『大学演習 熱学・統計力学』、裳華房 (ISBN:978-4-7853-8032-8) 

4. 山本義隆、2008、『熱学思想の史的展開 1-3』、筑摩書房 (978-4-480-09181,2,3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

主にスライドによる講義形式であるが，学生への質問，確認シートにより理解を深める。資料は Blackboard にアップする。確認シ
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ート，中間・期末テストに対しては Blackboard で講評を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CB074 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／解析力学 

(Analytical Mechanics) 

担当者名 

（Instructor） 
家城 和夫(IEKI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の物理学は量子論を契機として 20 世紀以降飛躍的に発展した。量子論はその枠組みが古典物理とは一見大きく異なって

いるが，解析力学を学ぶことによりその背景が理解できる。この授業では形成期の基幹専門科目として解析力学の考え方を理解

することが目標である。 

 

Modern physics developed dramatically in the 20th century with the foundation of quantum mechanics as a turning point. 

However, the structure of quantum mechanics looks quite different from that of classical mechanics. By learning analytical 

mechanics, students will understand the background of this progress. This class aims to achieve an understanding of basic 

concepts of analytical mechanics as one of the core physics subject in Development Phase. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古典力学から量子力学への橋渡しをする解析力学について学ぶ。解析力学は力学の記述をより一般化する目的で発展してき

た。ラグランジュ形式・ハミルトン形式・正準変換・ハミルトン―ヤコビの理論は力学の問題をより見通しよく解く道具として強力で

あるだけでなく，物理系の対称性と保存量との一対一の関係を理解する上でも重要である。これらが量子力学にどのようにつな

がっていくのかについても触れていく。 

 

We learn analytical mechanics as a bridge between classical and quantum mechanics. Analytical mechanics had been developed 

to describe classical mechanics in more general way. Lagrange equation, Hamiltonian theory, canonical transformation, and 

Hamilton-Jacobi equation are introduced as effective tools to understand problems in mechanics more perspicaciously. In 

addition, the one-to-one relation between symmetry of the system and conserved quantity becomes apparent. Some remarks in 

relation to quantum mechanics are also given.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 最小作用の原理とラグランジアン 

2. オイラー・ラグランジュ方程式と変数変換 

3. オイラー・ラグランジュ方程式の具体例 

4. 拘束のある系～ラグランジュの未定乗数法 

5. ハミルトニアンと正準方程式， ルジャンドル変換 

6. 中間テスト１，ハミルトニアンの性質 

7. 正準変換と母関数 

8. ４つの正準変換 

9. 不変性と保存則，無限小変換，ネーターの定理 

10. ポアソン括弧式 

11. 中間テスト２，位相空間， リウビルの定理 

12. 断熱不変量 

13. 作用変数と角変数，ハミルトン－ヤコビ方程式 

14. ハミルトン－ヤコビ方程式の具体例 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習の際に必要な情報等は Blackboard で提示する。 

履修に当たっては力学 1・2，微分積分１・２の内容を理解していることが必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(42%)/確認シート(2％x14 回）(28%)/中間テスト(15％ｘ2 回)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 畑浩之、2014、『解析力学』、東京図書 (ISBN:978-4-489-02168-8) 

最初の 3 回は力学 1・2 で使用した教科書も参照のこと。 

 

参考文献（Readings） 



 - 184 - 

1. 前野昌弘、2013、『よくわかる解析力学』、東京図書 (ISBN:978-4-489-02162-6) 

2. 伊藤克司、2009、『解析力学』、講談社 (ISBN:978-4-06-157205-8) 

3. 十河清、2017、『解析力学』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-80639-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スライドによる講義を基本とし，Blackboardに内容を提示する。確認シート，中間・期末テストに対しては Blackboard を通じて講評

を行う。教科書とは順序・内容が異なる部分があるので注意。学生への質問や確認シートを通して双方向的な授業としたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■CB075 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／化学実験（物） 

(Experiments in Chemistry for Physics Students) 

担当者名 

（Instructor） 

田渕 眞理(TABUCHI MARI) 

橋元 親夫(HASHIMOTO CHIKAO) 

渡邉 永治(WATANABE EIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
物理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

化学実験の全般にわたる基礎知識と実験手法を習得し，実験に対する素養を得ることを目的とする。 

 

This course aims to enable students to learn the fundamental knowledge and experimental methods for overall chemical 

experimentation and to provide students with experimental sophistication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初回にガイダンスを行う。ガイダンスでは，実験指針・スケジュール表などを配付し，実験を行うにあたっての注意事項・安全教育

やノートやレポートの書き方などについて説明するので必ず出席すること。実験専用のノートをを準備すること。事前に実験指針

をよく読み，実験の目的・内容を把握した上で実験を始めること。事故を起こさないためにも実験中は必ず担当教員の指示に従う

こと。 

実験によっては関数電卓などが必要であるので各自適切なものを持参すること。 

 

In the first class, students will receive initial guidance. In the guidance, experimental guidelines and schedules will be distributed. 

Important notices and safety information before starting experiments, as well as how to take notes and write reports, will be 

explained. Class attendance for the guidance is a must. Bring a lab notebook to be used solely for experiments. One must read 

the experimental guidelines thoroughly and comprehend both its goals and contents before starting the experiment. In order to 

prevent accidents, it is crucial for students to obey the instructions of the instructor in charge whilst conducting an experiment. 

A scientific calculator will be necessary to conduct experiments in this course. Each individual is required to bring their own 

calculator. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 化学実験に関する安全教育 

3. pH メーターの基本的取り扱い 

4. pH 測定による酢酸の酸解離定数（Ka）と電離定数（α）の決定 

5. トリス（オキサラト）コバルト(III)酸カリウム三水和物の合成１（１） 

6. トリス（オキサラト）コバルト(III)酸カリウム三水和物の合成１（２） 

7. トリス（オキサラト）コバルト(III)酸カリウム三水和物の合成２（１） 

8. トリス（オキサラト）コバルト(III)酸カリウム三水和物の合成２（２） 

9. トリス（オキサラト）コバルト(III)酸カリウム三水和物の可視・紫外吸収スペクトル測定１ 

10. トリス（オキサラト）コバルト(III)酸カリウム三水和物の可視・紫外吸収スペクトル測定２ 

11. シュウ酸の溶解度の温度依存性と溶解熱１ 

12. シュウ酸の溶解度の温度依存性と溶解熱２ 

13. アセトアニリドの合成 

14. アニリンの検出反応 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ガイダンス時に配付するテキストのを熟読し，ノートを作成する（ノートの書き方は１回目に指導する）。予習のノートができていな

い場合には，当日の実験に入れない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度とレポートによる総合評価(100%) 

ガイダンスには必ず出席すること（ガイダンスを受講しないと本実験が受けられない）。遅刻や適切な服装でないと，当日の実験

が受けられないこともあるので注意すること（詳細はガイダンスで説明する）。 

 

テキスト（Textbooks） 

化学実験指針 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初日のガイダンス，安全教育を受講しないと，安全上たいへん危険であるため，本実験に入れない。（初日の遅刻，欠席は，必ず

事前に所定の担当者へ連絡をするように）。 

各回，予習（実験ノート）ができていないと，実験に入れない。 

実験を行うにふさわしい服装でないと，実験に入れない。 

 

注意事項（Notice） 
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■CB076 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生物学実験（物） 

(Experiments in Biology for Physics Students) 

担当者名 

（Instructor） 

前川 修吾(MAEKAWA SHUGO) 

赤羽 しおり(AKABANE SHIORI) 

笠井 大司(KASAI TAISHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
物理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生物学実験の全般にわたる基礎知識と実験手法を習得し、生物学の実験に対する素養を得ることを目的とする。 

 

This course aims to enable students to learn the fundamental knowledge and experimental methods for overall biological 

experimentation and to provide students with experimental sophistication in biology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初回に行うガイダンスでは、本実習のテキストとなる生物学実験指針・スケジュール表・白衣・名札などを配付し、レポートの方針

などについて説明するので、必ず出席すること。 

以後は、実験指針に基づき以下のように「生物学実験」を行う。  

「タンパク質の定量分析」では、卵白中のタンパク質量を測定し、タンパク質の定量分析法について学ぶ。 

「顕微鏡観察」では、分裂中のタマネギ細胞の染色体を観察し、体細胞分裂について学ぶ。 

「PCR/電気泳動」では、ヒトの遺伝子型判定を行い、その全体像を理解する。 

「細胞の生理的適応」では、ｌａｃオペロンについて学び、大腸菌の生理的適応の仕組みを理解する。 

 

In the beginning of the course, students will receive initial guidance. The Guidelines of Biological Experimentation, which will be 

the main text book used in this course, will be handed out along with a schedule, lab coats, and name tags. The guidelines for 

writing reports will also be explained. The class attendance for the guidance is a must. 

After the guidance, “Biological Experiments” will be conducted in accordance with the experimental guidelines.  

In “Quantitative Analysis of Proteins,” the protein content in egg whites will be measured while students learn about various 

methods of quantitative analysis of proteins. 

In “Microscope Observations,” students will observe the chromosomes of onion cells undergoing division while learning about 

somatic cell division. 

In “PCR/Electrophoresis,” students will assess a person’s genotype while gaining a better understanding of the big picture. 

In “The Physiological Adaptations of Cells,” students will learn about lac operons while gaining an understanding of the 

physiological adaptation mechanisms of E. Coli. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 基本的な実験の説明 

3. 顕微鏡観察（１） 

4. 顕微鏡観察（２） 

5. ＰＣＲ（１） 

6. ＰＣＲ（２） 

7. 電気泳動法によるＤＮＡの解析（１） 

8. 電気泳動法によるＤＮＡの解析（２） 

9. タンパク質の定量分析（１） 

10. タンパク質の定量分析（２） 

11. 細胞の生理的適応（１） 

12. 細胞の生理的適応（２） 

13. 再実験予備日（１） 

14. 再実験予備日（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

それぞれの実験を行う前に実験指針をよく読み、実験の目的・内容を把握しておくこと。 

レポートの作成に当たっては、ガイダンス時に配付するテキストの「レポートの作成」部分を事前に熟読し、理解しておくことを強く

勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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レポート（25% x 4）(100%) 

全ての回についての出席及びレポート提出を前提として評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

「生物学実験指針」を初回に配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実験専用のノートを準備すること。 

事故を起こさないためにも、実験中は必ず担当教員の指示に従うこと。  

実験によっては鉛筆、定規、電卓などが必要であるので各自適切なものを持参すること。  

 

注意事項（Notice） 
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■CB102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB102／電気力学 

(Electrodynamics) 

担当者名 

（Instructor） 
武藤 知巳(MUTOU TOMOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マクスウェル方程式にもとづいて，電磁波に関する現象を理解し，解析できるようにする。マクスウェル方程式を相対論的に定式

化する方法を身につけ，対称性が果たす役割について理解する。 

 

The aim of this course is to learn phenomenological and theoretical aspects of Maxwell's equations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では，マクスウェル方程式の解を調べ，電磁波の反射，屈折，放射，散乱などの現象を明らかにする。後半では，特殊相対

性理論の添字による表記法を説明した後，マクスウェル方程式の相対論的定式化について講義する。また，マクスウェル方程式

がもつ対称性に着目し，現代物理学で重要な役割を果たすゲージ理論への橋渡しを行う。 

 

Based on Maxewell's equations, we discuss propagation, reflection, refraction, radiation and scattering of electromagnetic 

waves. We also discuss the relativistic formulation of Maxwell's equations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. マクスウェル方程式 

2. 電磁波の伝播 

3. 電磁波の反射と屈折 

4. 電磁ポテンシャルによる定式化 

5. 遅延ポテンシャル 

6. 電磁波の放射 

7. 点電荷による電磁波の散乱 

8. ローレンツ変換とミンコフスキー空間 

9. ミンコフスキー空間のベクトルとテンソル 

10. マクスウェル方程式の 4 次元的定式化 

11. 電磁場のローレンツ変換 

12. 荷電粒子のラグランジアン 

13. 電磁場のラグランジアン 

14. ゲージ理論としての一般化 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しない。講義資料を Blackboard に掲載するので，各自で印刷しておくこと。 

 

参考文献（Readings） 

1. 砂川重信、1999、『理論電磁気学』、紀伊国屋書店 (ISBN:4314008547) 

2. 川村清、1994、『電磁気学』、岩波書店 (ISBN:4000079239) 

3. 岡真、2009、『電磁場の古典論』、培風館 (ISBN:4563024392) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB106／流体力学 

(Hydrodynamics) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 匡志(KIMURA MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1)連続体の力学, 流体力学の基本的な考え方を理解する。 

(2)連続体, 流体の力学平衡や運動の問題を解けるようになる。 

 

The aim of this course is to understand basic ideas of continuum mechanics and fluid mechanics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

力学の授業では質点やその集合としての剛体の運動を学ぶ。しかし現実の世界では，例えば液体や気体のようなこれら双方と

異なる状態の物質が存在している。このような「流体」と呼ばれる物質の運動は，それを構成する質点すべての運動方程式を解く

ことで理解されるはずだが，この作業を遂行することは現実的に不可能である。「流体力学」という分野では，流体の運動を記述

する基礎方程式を現象論的に与え， それに基づいて様々な現象を研究する。前半はこの「流体」と「弾性体」を含んだ「連続体」

の力学について学び，基本的な考え方を理解し，後半は流体の運動について学ぶ。 

 

In a realistic situation, we need to handle liquid or gas, which is very different from point particles and rigid bodies. In this 

course, we learn basic ideas of continuum mechanics and fluid mechanics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 連続体の力学〜導入〜 

3. 連続体を記述する 

4. 質量保存と連続の式 

5. 運動量保存と運動方程式 

6. 応力テンソル 

7. オイラー方程式とナヴィエ・ストークス方程式 

8. 流体の運動 I〜流線と流管〜 

9. 流体の運動 II〜渦線と渦管〜 

10. ベルヌーイの定理 I 

11. ベルヌーイの定理 II 

12. ポテンシャル流 I 

13. ポテンシャル流 II 

14. 音波〜圧縮性流体〜 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

以下の内容を既知として授業を進める： 

高校物理，高校数学，「力学 1 と 2」，「微分積分 1 と 2」，「線形代数 1 と 2」，「物理数学 1」，「電磁気学 1」 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/2, 3 回程度のレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 恒藤敏彦、1983、『弾性体と流体』、岩波書店 (ISBN:4000076485) 

 

参考文献（Readings） 

1. 巽友正、1995、『連続体の力学』、岩波書店 (ISBN:4000079220) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB107／原子核概論 

(Introductory Nuclear Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
家城 和夫(IEKI KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

形成期における専門科目の一つとして，物質の構成要素としての原子核の基本的な性質を学び，原子核の構造やそこから放出

される放射線について簡単な物理モデルで理解する。 

 

As a physics subject in the Developement Phase, the atomic nucleus is studied as a fundamental building block of materials. 

The purpose of the class is to understand basic nature and structure of the nuclei, radiation phenomena from the nuclei through 

simple physical models. 

 

授業の内容（Course Contents） 

多様な物質の世界はわずか 100 種類ほどの元素で構成されており，元素の種類は原子の中心にある原子核で決まっている。原

子核についての理解は 20 世紀に量子力学の発展とともに進み，ビッグバン以降に元素がどのように作られてきたのかもかなり

解明されてきている。 

現在，原子核の種類は 6000 以上あるとされているが，安定なものはわずか 250 ほどであって残りは放射線を放出して崩壊す

る。このような不安定な核についての理解は現在でも研究が進んでおり，原子核の構造や元素合成過程についてのより深い理

解につながってきている。また，放射線とその測定はがんの放射線治療などの応用面でも重要である。 

この講義では原子核が実験事実に基づいてどのようにして理解されてきたのかについて解説する。 

 

The material world full of variety consists of only a hundred elements, whose species are determined by its nucleus located at 

center of an atom. The understanding of the atomic nuclei has been developed with foundation of quantum mechanics in 20th 

century. Now we know most of the process about how elements are made since the Big Bang era.   

The species of the atomic nuclei is supposed to be more than 6000, however, only 250 of which is stable, and others decay by 

emitting radiation. The research on the nature of those unstable nuclei is still on-going, leading to better understanding of 

nuclear structure and synthesis of the elements. The understanding of the radiation and its measurement is also important in 

applications, such as cancer therapy.  

In this class, we will show how the physical understanding of the atomic nuclei has been developed on the basis of a variety of 

experimental facts.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 原子核とは何か 

2. 原子核の大きさ 

3. 質量と結合エネルギーの系統性 

4. 液滴模型 

5. フェルミガス模型と対称エネルギー 

6. 原子核の寿命と崩壊 

7. α崩壊と強い相互作用 

8. β崩壊と弱い相互作用，γ崩壊 

9. 殻模型と魔法数 

10. 荷電粒子・光と物質との相互作用 

11. 放射線測定器，放射線の影響 

12. 粒子線加速器 

13. 天体核反応 

14. 元素合成過程，まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で使用した資料等は Blackboard にアップするので復習等に利用してほしい。 

量子力学 2・統計力学 2 の内容と関連している部分があるので、履修が望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ワークシート(56%)/レポート（5 回程度）(44%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 永江知文・永宮正治、2000、『原子核物理学』、裳華房 (ISBN:4-7853-2094-X) 

2. A.Das,T.Ferbel、2011、『素粒子・原子核物理学の基礎』、共立出版 (ISBN:978-4-320-03467-9) 

3. 鷲見義雄、1997、『原子核物理入門』、裳華房 (ISBN:4-7853-2809-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを主体とした講義形式であるが，学生への質問やワークシートによりを通じて理解を深める。 

レポートに対しては Blackboardを通じて講評を行う。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 193 - 

■CB108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB108／物性概論 

(Introductory Solid State Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
固体中の電子たち 

担当者名 

（Instructor） 
開 康一(HIRAKI KO-ICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現実の物質が示す物理学的性質を理解することを目標とする｡ 特に原子や分子が規則的に配列して固体を形成する ｢結晶｣ 

について、物質の電気的/磁気的性質を理解する｡ 

 

The aim of the course is to understand the physical properties of real substances, in particular the electrical and magnetic 

properties of substances. Crystals in which atoms and molecules are regularly arranged to form solids are also studied. 

 

授業の内容（Course Contents） 

物質の性質を知るためには電子がその物質中でどのような状態にあるかを理解することが必要である。まずは金属中での電子

の性質 (伝導電子密度、電気伝導、熱伝導など) を現象論的に理解することを出発点とする。その後、金属中の電子の性質を量

子力学的な観点から理解し、基本的な性質は自由電子モデルで説明できることを納得する。 

金属の性質の現象論的理解/量子力学的理解の後に、金属においては原子 あるいは原子の集団である分子が規則正しく配列

して結晶固体となることの重要性を結合機構、逆格子の概念とともに理解する｡ 

また、電子が電荷に加えて持つもう一つの属性である磁気モーメントが関与する物質の磁性について簡単に紹介する｡最後に物

質の示す劇的な性質である超伝導についても紹介する｡ 

物質中の状態を微視的な観点から理解するには量子力学や熱力学の知識が必要である｡ それらの基本的なことは必要に応じ

て授業で概説する｡ 

時折理解度を確認するための小テストを行い、レポートを出題する。学生の理解の様子をみて授業の進み具合は下に記した授

業計画から若干の変更があり得る｡ 

 

This course outlines the quantum mechanical nature of electrons in a metal, the free electron model, and the structure of the 

solid including the bonding mechanism of the matter. Magnetic momentum of electrons and superconductivity will be also 

introduced. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 原子の構造、質量、原子の周期表 

2. 金属の性質 1: 伝導電子密度と電気伝導 

3. 金属の性質 2: 熱伝導と熱電効果 

4. 量子力学の基本的解説 

5. 電子の基底状態 

6. 金属における電子の運動量分布 

7. 金属の自由電子モデルとエネルギーバンド 

8. 結晶格子 1: 結合機構 

9. 結晶格子 2: 結晶構造と対照性 

10. 逆格子とブリルアンゾーン 

11. 結晶固体中の電子 1: 周期ポテンシャル 

12. 結晶固体中の電子 2: 金属と半導体 

13. 低温と超伝導 

14. まとめと補足 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

あらかじめ指示する場合以外には特に予習をしなくてよい。ただし、復習することを勧める 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト(15%)/レポート(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. Asccroft and Mermin. 1976. Solid State Physics. Thomson Learning (ISBN:0030839939) 
2. 松原武生、町田一成、1981、『固体物理の基礎 (上 I)固体電子論概論』、吉岡書店 (8427-0198-6) 
 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB109／宇宙物理概論 

(Introductory Astrophysics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宇宙における基礎物理学 

担当者名 

（Instructor） 
小林 努(KOBAYASHI TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宇宙物理学で用いられる基礎物理学を理解する。また、次元解析やオーダー評価に慣れる。 

 

This course introduces the physical foundations of astrophysics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎物理学を駆使することで、宇宙におけるさまざまな現象をどのように説明・理解することができるのかを概観する。星、銀河、

宇宙論などの題材を取り扱う。個別の現象や観測事実を羅列するのではなく、その背後にある普遍的な物理学を強調する。 

 

This course deals with gravity, fluid mechanics, and other basic physical processes that underlie various astrophysical 

phenomena. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに: 宇宙物理学とは何か/宇宙物理学におけるスケール 

2. 現代の宇宙像の概要 1 

3. 現代の宇宙像の概要 2 

4. 重力 1: ニュートン重力/ビリアル定理 

5. 流体力学 1: 基礎方程式 

6. 流体力学 2: 宇宙における流体 

7. 重力 2: 球対称な自己重力流体の力学平衡/Lane-Emden 方程式 

8. 黒体放射/放射によるエネルギー輸送 

9. 星: 構造と進化の概要 

10. 物質 1: 状態方程式 

11. 物質 2: 理想フェルミ気体 

12. 白色矮星と中性子星 

13. 宇宙論 1: 膨張宇宙 

14. 宇宙論 2: 構造形成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

2 年次までの必修科目で扱われる基礎的な数学と物理学の知識は前提とする。「量子力学 1・2」、「統計力学 1・2」、「流体力学」

については、習得中または習得済みであることが強く望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/2,3 回程度のレポート課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は使用しない。講義ノートを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は多岐に渡るので、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 196 - 

■CB112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB112／情報処理 

(Data Processing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Python によるプログラミング入門 

担当者名 

（Instructor） 
中島 真也(NAKASHIMA SHINYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Python を学ぶことを通して、プログラミングの基礎を身につける。 

 

This course introduces the basis of programming with Python. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Python は近年注目を集めているプログラミング言語である。シンプルな構文ゆえプログラミング初学者でも学習しやすい。一方

で、大規模で本格的なプログラミングにも活用でき、Google も Python を社内開発における主力言語の一つとしている。科学研究

におけるデータ解析にも広く使われているほか、機械学習アルゴリズムの実装でも頻繁に用いられている。この授業では、受講

者がプログラミングの初学者であることを前提として、 Python の基礎から科学技術分野における様々な応用までを解説する。

言語の詳細よりも実践を重視し、受講者は授業中にハンズオン形式でプログラミングを実習しながら「実践力」を培う。 なお、物

理学の知識は要求せず、他学科の学生も受講できるように配慮している。 

 

This course deals with the basic grammar of Python and the application of scientific analyses through a hands-on approach. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. プログラミングことはじめ 

2. Python を使ってみよう 

3. 条件分岐とループ 

4. 関数(1) 

5. 関数(2) 

6. スクリプトの作成と実行 

7. クラスとオブジェクト (1) 

8. クラスとオブジェクト (2) 

9. クラスとオブジェクト (3) 

10. グラフの描画: Matplotlib 

11. 数値データの操作: Numpy 

12. 高度な科学計算: Scipy 

13. 身近な例への応用  

14. 機械学習への応用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

プログラミングをマスターするためには、授業時間外の実習が必要不可欠である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびコメントペーパーの内容(30%)/プログラミングの課題 1(35%)/プログラミングの課題 2(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柴田 淳、2016、『みんなの Python 第４版』、SB クリエイティブ (ISBN:978-4-7973-8946-3) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB113／物理計測論 

(Methods of Measurement in Physics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
測定の方法とデータ解析 

担当者名 

（Instructor） 
村田 次郎(MURATA JIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物理学科の学生が、学生実験や研究で必要となる、実験データの取得の考え方とその解析の必須技能を身につける。 

 

To learn essential knowledge about the treatment of experimental data and the analytical techniques for students studying 

physics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

物理学は実証科学としての自然科学の代表格である。自然から得たデータと理論を比較する際に、データの正しい取り扱いは欠

かせない。この授業では、実験データの取り扱い、特にそれが誤差と不確かさを含む事を考慮して客観的に信頼できるデータを

得る手法を習得する。具体的な課題を設定し、実際にデータを演習として解析する形式をとる。 

 

Physics is known as the representative natural science as an empirical science. Correct data treatment is essential to compare 

data and theoretical models. In this course, treatment of experimental data, especially the technique of how to obtain reliable 

data considering their error and uncertainties, are focused on. Typical exercises will be shown, to train real data analysis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 測定とは何かの一般論 

2. 実験データ取得法課題演習１ 

3. 実験データ取得法課題演習２ 

4. 測定データの不確かさ（統計誤差） 

5. 統計誤差解析１ 

6. 統計誤差解析２ 

7. 理論モデルの検証１ 

8. 理論モデルの検証２ 

9. 測定データの偏り（系統誤差） 

10. 系統誤差解析１ 

11. 系統誤差解析２ 

12. データ解析演習１ 

13. データ解析演習２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に課す課題 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポート(20%)/授業参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 198 - 

■CB114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB114／物理学特別講義 １ 

(Special Lecture in Physics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
統計力学の基礎と応用に関する解析的・数値的側面 

担当者名 

（Instructor） 
山中 雅則(YAMANAKA MASANORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

統計力学の基礎である統計集団と統計平均（期待値）について具体的な模型（二準位系，調和振動子系，理想気体）を例として，

それらの分配関数や期待値の計算ができるようにする． 

 

We can calculate a partition function and the expectation, which is a foundation of statistical mechanics, as a case with a 

concrete model (two-level system, harmonic oscillator system, ideal gas) using statistical ensemble. 

 

授業の内容（Course Contents） 

統計力学は，確率・統計の考え方を用いることにより，微視的な法則から巨視的な物理量を計算し実験を説明する学問である．

前半はこの方法論の基礎を，カノニカル集団を中心として，具体的には二準位系，調和振動子，理想気体について分配関数や

期待値の計算を基礎から省略する事なく解説する．統計力学１・２の再履修者にも分かるように極めて初等的な内容から解説す

る．後半ではイジング模型やゲージ模型を用いて解析的・数値的に取り扱うことにより基礎から応用までを体系的に解説する．統

計力学の考え方はさまざまな分野へ適用することができるが，それら応用例において統計力学の方法論がどのように用いられる

か解説を行う．例えば，生物物理学への応用においてはＤＮＡ分子コンピューティングアルゴリズと蛋白質の分子動力学の主成

分分析，グラフ理論への応用においては四色問題等の染色問題や条件充足問題の解を固有状態として持つ統計力学系に関し

て解説を行う．また，これらに付随して計算量・ＮＰ困難性・ＰＣの主メモリサイズなどの計算を実際に行う場合に現実に直面する

諸問題についても解説を行う． 

 

Statistical mechanics is the study of calculating macroscopic physical quantities from microscopic laws and explaining 

experiments by using the concept of probability and statistics. In the first half, the basics of this methodology are explained, 

focusing on canonical ensemble, and in particular for two-level systems, harmonic oscillators, and ideal gases, without omitting 

the calculations of partition functions and expected values from the basics. We will explain from the extremely basic contents 

so that those who re-take statistical mechanics 1 and 2 will understand. In the second half, we will systematically explain basics 

to applications by analytically and numerically treating them using Ising model and gauge model. Though the concept of 

statistical mechanics can be applied to various fields, we explain how the methodology of statistical mechanics is used in these 

applications. For example, in applications to biophysics, principal component analysis of DNA molecular computing algorithms 

and molecular dynamics of proteins, and in applications to graph theory, solutions of staining problems such as four-color 

problems and condition satisfaction problems are taken as eigenstates We explain about the statistical dynamics system we 

have. In addition, we will explain the problems that will actually be encountered when actually performing calculations such as 

computational complexity, NP difficulty, and main memory size of a PC. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計力学の必要性，統計力学の基礎，確率と統計の基礎，離散・連続確率変数，確率密度関数，ガウス積分 

2. カノニカル集団と確率分布・統計平均，相対確率，確率の規格化，分配関数と期待値，期待値としての物理量 

3. カノニカル集団による二準位系の取り扱い，二準位系と分配関数の計算，エネルギー期待値，エネルギー期待値の高温・

低温極限，比熱，比熱の高温・低温極限 

4. カノニカル集団による調和振動子系の取り扱い，調和振動子系と分配関数の計算，エネルギー期待値，エネルギー期待値

の高温・低温極限，比熱，比熱の高温・低温極限，エネルギー等分配の法則 

5. カノニカル集団による理想気体の取り扱い，理想気体と分配関数の計算，エネルギー期待値，エネルギー期待値の高温・

低温極限，比熱，比熱の高温・低温極限，エネルギー等分配の法則 

6. イジング模型１ 

7. イジング模型２ 

8. 格子ゲージ模型１ 

9. 格子ゲージ模型２ 

10. 数値計算と計算量 

11. グラフ理論の基礎とＮＰ困難性 

12. ＤＮＡ分子計算アルゴリズムと有向ハミルトン経路問題 

13. ランダム行列理論と経済物理学 

14. 蛋白質の分子動力学と主成分分析 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「量子力学 1・2」と「統計力学 1・2」の講義の復習を行うこと，また，前の時間に板書した内容の計算を実際にノートで演習しておく

ことで準備学習とする． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート１（授業時間内における作業）(20%)/レポート２（授業時間内における作業）(20%)/レポート３（授業時間内における作業）

(20%)/レポート４（授業時間内における作業）(20%)/レポート５（授業時間内における作業）(20%) 

課題は授業中に指定し，授業時間内（多くの場合、授業開始時８：５０〜）に作業を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 長岡洋介、1994、『統計力学』、岩波書店 (ISBN:4000079271) 

2. 細矢治夫他、2009、『トポロジーデザイニング』、NTS出版 (ISBN:4860431626) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB115／物理学特別講義 ２ 

(Special Lecture in Physics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
太陽電池と LED の物理と技術 

担当者名 

（Instructor） 
渡邉 匡人(WATANABE MASAHITO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

太陽電池と LED を題材に電子物性の基礎から半導体物性を学び，太陽電池のエネルギー変換効率と半導体の発光メカニズム

について理解する。 

 

The aim of the course is to understand the physics of semiconductors from the basis of electronic property in the solids, and to 

learn the mechanisms of solar cells and LEDs. 

 

授業の内容（Course Contents） 

電力供給問題が最重要課題となっている今，石油代替エネルギーとしてのエネルギー変換デバイスである太陽電池についてそ

のエネルギー変換効率をいかに上げるかを，半導体基礎物性の観点から考えていく。また 2014 年のノーベル物理学賞の対象と

なった青色 LED についてその発光メカニズムと作成プロセスについて考えていく。 

 

This course outlines the solar cells as an energy source to replace petroleum from the viewpoint of semiconductor physics. The 

blue LED which was the subject of the 2014 Nobel Prize in Physics will be also introduced. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 太陽電池と LED 

2. 半導体の結晶構造と電子状態 

3. バンド構造１ 自由電子モデル 

4. バンド構造２ 周期ポテンシャル中の電子 

5. 電気伝導１ 自由電子モデルによる電気伝導 

6. 電気伝導２ キャリアの輸送方程式 

7. 半導体接合（PN 接合） 

8. 半導体の界面現象 

9. 自由電子モデルによる光の吸収と反射 

10. 太陽電池の変換効率 

11. 半導体と光の相互作用 

12. 半導体の発光メカニズム 

13. LED と半導体レーザー 

14. まとめ 太陽電池と LEDF の現状と将来 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「物性物理学」と「電磁気学」の復習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/出席態度(20%)/授業内の小テスト(10%)/課題発表(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 御子柴宣夫、1991、『半導体の物理』、培風館 (ISBN:4563032999) 

2. Peter Wurfel、2010、『太陽電池の物理』、丸善 (ISBN:4621082531) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB116／理論物理学講究１（相対論） 

(Special Topic in Theoretical Physics 1(General Relativity)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
一般相対論入門 

担当者名 

（Instructor） 
原田 知広(HARADA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA201 相対論と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一般相対論の基礎的な内容を理解する。 

 

This course introduces the basics of general relativity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

一般相対論は既に多くの精密な検証実験を通過した時空および重力に関する基礎理論であり，その基本的な考え方はあらゆる

分野の理論物理学者にとっては言うまでもなく重力関連分野の実験物理学者にとってももはや常識である。本授業は初学者向

けの一般相対論の基礎の講義であるので，幅広い専門分野の受講者を想定している。 

 

General relativity is a theory of spacetime and gravity that has passed many experimental tests with very high accuracy until 

now. In modern physics, not only theoretical physicists but also experimental physicists are supposed to know basic concepts in 

general relativity.  Since this is an introductory course to general relativity designed for beginners, it assumes students from all 

fields of physics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 一般相対論の概観 

2. 数学的準備（１） 

3. 数学的準備（２） 

4. 数学的準備（３） 

5. 数学的準備（４） 

6. 数学的準備（５） 

7. 重力の理論としての一般相対論（１） 

8. 重力の理論としての一般相対論（２） 

9. 一般相対論による重力物理学（１） 

10. 一般相対論による重力物理学（２） 

11. 一般相対論による重力物理学（３） 

12. 一般相対論による重力物理学（４） 

13. 一般相対論による重力物理学（５） 

14. 一般相対論による重力物理学（６） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「力学 1・2」・「微分積分 1・2」・「線形代数 1・2」・「電磁気学 1・2」・「物理数学 1・2」・「波動と量子」・「現代物理学序論」で扱われる

内容は修得済みであることを前提とする。さらに「流体力学」・「電気力学」で扱われる内容を修得済みあるいは修得中であること

が強く望まれる。毎回の授業の復習を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木節、1996、『一般相対論』、産業図書 (ISBN:4782812051) 

適宜プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. エリ＝デ＝ランダウ・イェ＝エム＝リフシッツ、1978、『場の古典論 (原書第 6 版)』、東京図書 (ISBN:448901161X) 

2. 佐藤勝彦、1996、『相対性理論』、岩波書店 (ISBN:4000079298) 

3. バーナード＝F=シュッツ、2010、『第２版相対論入門 I 特殊相対論』、丸善 (ISBN:4621083104) 

4. バーナード=F=シュッツ、2010、『第２版相対論入門 II 一般相対論』、丸善 (ISBN:4621083112) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB117／理論物理学講究２（素粒子論） 

(Special Topic in Theoretical Physics 2(Particle Physics)) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 秀和(TANAKA HIDEKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA202 素粒子論と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

相対論的量子力学と場の量子論の初歩的理解をはかる。 

 

The aim of this course is to learn the basics of relativistic quantum mechanics and quantum field theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

粒子と場の概念を学び，特殊相対性理論を考慮して量子力学を拡張する。特に，Dirac 方程式，および場の量子化の基礎を取り

扱う。更に，電子と光子の間の相互作用による素過程について学ぶ。 

4 月・5 月に２コマ連続して授業を行う。 

 

This course deals with the concepts of particles and fields, the Dirac equation and elementary processes by interaction 

between electrons and photons. Two consecutive lessons will be given in April and May. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 粒子と場 

2. 場の概念 

3. 量子力学の相対論化（１） 

4. 量子力学の相対論化（２） 

5. 量子力学の相対論化（３） 

6. Dirac 方程式とフェルミ粒子（１） 

7. Dirac 方程式とフェルミ粒子（２） 

8. Dirac 方程式とフェルミ粒子（３） 

9. 電磁場の量子化（１） 

10. 電磁場の量子化（２） 

11. 電磁場の量子化（３） 

12. 電子と光子の相互作用（１） 

13. 電子と光子の相互作用（２） 

14. 電子と光子の相互作用（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミナール形式で行う。議論への積極的な参加が求められるので，必ず予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の発表内容(50%)/授業内で指示する課題(25%)/議論への参加(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長島順清、1998、『素粒子物理学の基礎Ⅰ』、朝倉書店 (ISBN:4254136730) 

 

参考文献（Readings） 

1. Greiner, W. 1990. Relativistic Quantum Mechanics. Springer (ISBN:0387509860) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB118／理論物理学講究３（宇宙物理学） 

(Special Topic in Theoretical Physics 3(Cosmology)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Physical Cosmology 

担当者名 

（Instructor） 
小林 努(KOBAYASHI TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA203 宇宙物理学と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物理学にもとづいた宇宙論の基礎的事項を身につける。英語のテキストを読んで理解し、自分の言葉で明快に説明する、という

学習スタイルに慣れる。 

 

The aim of this course is to help students understand the basic concepts of physical cosmology by reading a textbook written 

in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語で書かれた宇宙論の基礎的テキストの輪講をおこなう。発表者は、事前に担当部分を読み込んですべての計算を追った上

で理解し、発表ノートを作成する。授業では、発表ノートをもとに板書をしながら自分の言葉で明快に説明する。発表者以外も事

前に予習をし、授業中に発表者に質問するなどして議論をしながら理解を深める。担当教員は適宜補足説明をおこない、履修者

の理解を助ける。 

 

This course deals with the basic concepts of physical cosmology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 基本的な観測事実 1: 一様等方宇宙、赤方偏移 (学生による発表と議論) 

3. 基本的な観測事実 2: マイクロ波背景放射 (学生による発表と議論) 

4. ニュートン重力から一般相対論へ (学生による発表と議論) 

5. ロバートソン・ウォーカー計量と曲率 (学生による発表と議論) 

6. アインシュタイン方程式とフリードマン方程式 (学生による発表と議論) 

7. 宇宙論モデル 1 (学生による発表と議論) 

8. 宇宙論モデル 2 (学生による発表と議論) 

9. 宇宙論パラメータ (学生による発表と議論) 

10. ダークマター (学生による発表と議論) 

11. マイクロ波背景放射の物理 (学生による発表と議論) 

12. インフレーションと初期宇宙 (学生による発表と議論) 

13. 重力不安定性による構造形成 1 (学生による発表と議論) 

14. 重力不安定性による構造形成 2 (学生による発表と議論) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

一般相対論に関する知識は前提としないが、並行して理論物理学講究 1(相対論)を履修することを強く推奨する。力学や電磁気

学、統計力学に関する知識は前提とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(35%)/議論への参加(35%)/数回のレポート課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Barbara Ryden. 2016. Introduction to Cosmology 2nd edition. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (ISBN:1107154839) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB120／理論物理学講究５（数理物理学） 

(Special Topic in Theoretical Physics 5(Mathematical Physics)) 

担当者名 

（Instructor） 
中山 優(NAKAYAMA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA205 数理物理学と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経路積分を用いて場の量子論の初歩を学ぶ。 

 

The aim of this course is to learn the basics of quantum field theory by using path integral method. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代物理学の根幹をなす場の量子論を学ぶ。経路積分による量子電磁力学の定式化を目標に，現代的な場の量子論の構造を

理解する。６月・７月に２コマ連続して授業を行う｡  

 

Quantum field theory is the foundation of modern physics. In this course, we attempt to understand the structure of the modern 

quantum field theory, the final goal of which is to formulate quantum electrodynamics by using the path integral method. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 古典場の理論と作用積分  

3. 経路積分１  

4. 経路積分２  

5. 相関関数の計算１  

6. 相関関数の計算２  

7. 物理量の計算１  

8. 物理量の計算２  

9. 対称性と保存則  

10. フェルミオン場の量子化  

11. 電磁場の量子化  

12. 量子電磁力学  

13. くりこみ理論１ 

14. くりこみ理論２  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「理論物理学講究２・素粒子論」の単位を取得していることが望ましい。毎週，出席確認を兼ねてレポート課題を提出してもらう。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回のレポート(40%)/出席態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. A. Zee. 2010. Quantum Field Theory in a nutshell . Princeton Univ Pr (ISBN:0691140340) 
 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB121／理論物理学講究６（統計物理学） 

(Special Topic in Theoretical Physics 6(Statistical Physics)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
非平衡スケーリング則の物理学：基礎理論と実験的進展 

担当者名 

（Instructor） 
竹内 一将(TAKEUCHI KAZUMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

LA206 統計物理学と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

非平衡臨界現象や界面成長現象などに対する非平衡のスケーリング理論を学習する。スケール不変な非平衡現象が普遍クラス

という概念で整理できることを理解し、主要な普遍クラスが示す非自明な統計法則を学ぶ。また、関連して行われてきた主要な実

験事実を把握し、理論モデルが想定する単純な状況とのギャップについて説明できるようにするとともに、普遍性が見えてきた最

近の実験的状況を理解する。 

非平衡臨界現象については、吸収状態転移と呼ばれる種類の非平衡相転移に注目し、その最も基礎的なクラスである directed 

percolation (DP) クラスに関する基本的事項を理解する。DPを題材にして、連続体記述や場の理論などの汎用的手法も学ぶ。 

界面成長現象については、様々な普遍クラスによる分類を理解したうえで、中でも重要な Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) クラスに焦

点を絞り、その基本的性質と、1 次元系の厳密解研究について入門的事柄を学ぶ。厳密解研究については、数学的手法ではな

く、主たる結果の物理的意義の理解を目指す。 

 

In this course, we study scaling theories of nonequilibrium phsyical systems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は非平衡臨界現象、特に吸収状態転移に着目し、非平衡現象に対するスケーリング則の基本的な考え方を解説する。具体

例として directed percolation (DP) クラスを紹介し、主要なモデルの導入とそこで見られる臨界現象の紹介、スケーリング関係

式や支配方程式の導出等を行う。吸収状態転移に関する様々な実験事実を紹介し、近年明らかとなった流体の乱流転移との関

係も解説する。 

後半は界面成長現象を扱う。界面ゆらぎを記述するスケーリング則を導入し、いくつか代表的な普遍クラスを紹介する。中でも、

Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) 普遍クラスに注目し、その基本的性質を抑えたうえで、1 次元系の厳密解研究について紹介する。厳

密解研究については、ランダム行列理論や量子可積分系等、界面以外の様々な問題との繋がりを強調し、物理的あるいは直感

的な理解を育むことを目的とする。数学的に厳密な論証はしない。厳密解の結果に対し、関連する実験事実を紹介し、それが意

味すること、今後取り組まれるべき課題などについて解説する。 

 

In this course, we study scaling theories of nonequilibrium phsyical systems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. プロローグ：スケーリング則の物理とは？ 

2. 吸収状態転移の基礎 1：モデルの定義と DP臨界現象の概要 

3. 吸収状態転移の基礎 2：平均場理論と連続体記述、場の理論入門 

4. 自然界における吸収状態転移 

5. 吸収状態転移の基礎 3：確率模型と場の理論をつなぐ 

6. 流体の乱流転移と DP 

7. 界面成長現象について：例と分類 

8. KPZ方程式の基礎 

9. 1 次元 KPZ クラスの厳密解 1：解の姿とランダム行列理論との関係 

10. 1 次元 KPZ クラスの厳密解 2：普遍サブクラス構造 

11. KPZ クラスの実験研究 

12. 1 次元 KPZ クラスの厳密解 3：確率輸送模型との関係 

13. 1 次元 KPZ クラスの厳密解 4：量子可積分模型との関係 

14. 展望：非平衡スケーリング則の物理学はどこへ行くのか？ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/授業への参加度(25%)/中間レポート(35%)/最終テスト(Final Test)(5%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

・竹内一将、吸収状態転移の物理学入門 （配付） 

・K. A. Takeuchi, An appetizer to modern developments on the Kardar-Parisi-Zhang universality class, Physica A, 504, 77-105 

(2018). arXiv:1708.06060. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB122／原子核放射線物理学講究１（原子核物理学） 

(Special Topic in Nuclear and Radiation Physics 1(Nuclear Physics)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
加速器を用いた素粒子・原子核物理学実験の基礎知識 

担当者名 

（Instructor） 
村田 次郎(MURATA JIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA207 原子核物理学と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

加速器を用いた原子核・素粒子実験の基本知識を広く学ぶ。実験に必要な具体的な数値計算に慣れる。 

 

To learn basic knowledge of particle and nuclear physics for the accelerator experiments, including training of the numerical 

calculation required for experiments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀の物理学は分類による化学的手法，並びに顕微鏡的手法によって物質と力の基本構成要素に関する膨大な知識と理解

を築き上げることに成功した。この授業では，放射能の発見当時の基本的な知識から始め， 自然放射線，人工加速器を用いた

原子核からハドロン，クォーク・レプトンに至る，基本的な考え方を包括的に扱うことで自然の微視的構造を探る共通の手法を理

解することを目的とする。講義と並行して具体的な計算実習を交え，研究現場で直接役立つ知識を準備出来るようにする。 

 

The 20th century’s physics has succeeded in establishing the knowledge and understanding of the fundamental origin of matter 

and force, by using microscopic and chemical techniques. 

In this course, basic knowledge of what was known when radioactivity was discovered, properties of particle and nuclei from 

atomic nuclei to hadrons, quarks, and leptons investigated using natural radioactivity and accelerators will be lectured to 

understand the underlying common concepts. 

The students will be trained to start experimental research, by applying concrete examples together with the lectures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 放射線の発見・加速器概観 

2. 線形加速器１・核反応 

3. 線形加速器２ 

4. サイクロトロン 

5. ラザフォード散乱 

6. 原子核の基本的性質 

7. 弱集束シンクロトロン 

8. 強集束シンクロトロン 

9. ハドロンの物理 

10. コライダー 

11. クォーク・レプトンの物理 

12. 弱い相互作用と対称性 

13. 標準模型とその先 

14. 重力の物理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「原子核概論」，「素粒子概論」の内容 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業ノート(40%)/授業内課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CB123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB123／原子核放射線物理学講究２（天体核物理学） 

(Special Topic in Nuclear and Radiation Physics 2(Nuclear Astrophysics)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
元素の合成を始めとする宇宙における原子核の役割 

担当者名 

（Instructor） 
山口 英斉(YAMAGUCHI HIDETOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA208 天体核物理学と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宇宙の歴史, 星の進化といった大きなスケールの現象に, 原子核という小さな世界がかかわっている｡ 元素の合成や各種の爆

発現象など, 解明されていないことも多い宇宙での原子核の働きを学ぶ｡ 

 

The history of the universe and stellar evolution, which are huge-scale  phenomena, are related to the world of tiny particles, 

the atomic nuclei. This lecture is to study the role of atomic nuclei in the universe, including cutting-edge topics, such as 

nucleosynthesis and stellar explosions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

宇宙の成り立ちや元素の起源に原子核が大きな役割を果たしていることがわかったのは，20 世紀中頃のことである｡この世界に

存在する様々な元素は，水素を材料として，原子核反応によって生成され，今も作られている｡これらの原子核反応の舞台は，ビ

ッグバン後 100 秒程度の初期宇宙，その後 100 億年あまりにわたって作られ壊されてきた恒星の内部が主である｡原子核の反

応はさらに，星を光らせ，超新星爆発にも至る星の進化をつかさどる｡このような原子核反応を地上で実験的に確かめる挑戦が

行われてきた｡たとえば，理化学研究所の RI ビームファクトリーでは，人類が未だ見たことがない不安定原子核を多数作り出し，

元素の起源を解明する試みが始まっている｡一旦解明されたと思われた重元素合成のメカニズムにも最近疑問が持たれて振り

出しに戻るなど，多くの課題も存在する｡天体での核現象と原子核のかかわりについて概説すると同時に，天体核物理学の研究

方法を紹介する｡ 

 

It was in the middle of 20th century that the atomic nuclei are found to play essential roles in the evolution of  the universe 

and origin of elements. A variety of elements  exist in this world have been synthesized through nuclear reactions from 

hydrogen atoms, which is on going even today. All these synthesis of elements mainly took place at the early universe (100 

seconds after Big bang), and in the main sequence stars that have been created and destroyed for 10 billion years. Nuclear 

reactions are also dominating the stellar evolution process in producing the energy to shine the stars, and eventually could 

induce a supernova explosion. Challenges have been made to study these nuclear reactions experimentally on the earth. For 

example, the RI beam factory (RIBF) at RIKEN, they create various nuclides which have never been produced by mankind 

before,  to know the origin of the elements. Our knowledge on the nucleosynthesis is still not complete,e.g., the synthesis of 

heavy elements was once considered to be well-known, but recent studies revealed some deficit in our understanding. In this 

lecture, an overview on the role of atomic nuclei in stellar phenomena is given, and the research method to study that is 

introduced. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 原子核とその安定性 

2. 宇宙での原子核の役割 

3. 元素合成と星 (宇宙) の進化 

4. 元素合成の核物理１：熱核反応とガモフのピーク 

5. 元素合成の核物理２：共鳴状態と連続状態 

6. 核融合による元素合成 - ビッグバン､ 主系列星 

7. 超新星爆発の謎と不安定原子核 

8. 天体核反応の実験研究 

9. 古くて新しい太陽ニュートリノ問題 

10. 間接測定：クーロン分解法， ANC 法， ｢トロイの木馬｣ 法 

11. 重い原子核がかかわる爆発的元素合成の研究法 

12. ｒ過程はどのくらい理解できたか - 研究の最先端 

13. 元素合成の全体像 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Blackboard を使います｡ 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(25%×2 回)(50%)/出席態度(50%) 

レポートは学期中・学期末の２回出す予定です｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. C. E. Rolfs and W. S. Rodney. 1988. Cauldrons in the Cosmos. Chicago (ISBN:0-226-72456-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB124／原子核放射線物理学講究３（原子分子物理学 

(Special Topic in Nuclear and Radiation Physics 3(Atomic and Molecular Phys.)) 

担当者名 

（Instructor） 
中野 祐司(NAKANO YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA209 原子・分子物理学と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

原子や分子の基本的な構造と振る舞いを理解し，自然現象を原子分子レベルで直感的に理解できる知識と思考能力を身につけ

る。  

 

The aim of this course is to understand the basic structure and behavior of atoms and molecules based on quantum mechanics.  

 

授業の内容（Course Contents） 

電磁気学と量子力学の初歩知識の復習から入り，原子や分子の構造・電磁場との相互作用について古典論と量子論を比較しな

がら講義する。自然現象や宇宙観測との関連，および最先端の光技術，量子ビーム，計測技術についても概説する。 

 

The course outline: 

・Introduction to atomic, molecular and optical (AMO) physics 

・Atomic structure 

・Molecular structure 

・Atomic and molecular collision 

・Interaction with electromagnetic fields 

・Experimental methods 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. イントロダクション 

3. 水素原子 

4. 水素原子 

5. 水素原子 

6. 多電子原子 

7. 荷電粒子の運動 

8. 分子の構造 

9. 分子の構造 

10. 分子の構造 

11. 宇宙の原子分子 

12. 宇宙の原子分子 

13. 宇宙の原子分子 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度と複数回のレポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義資料は適宜アップロードあるいは授業中に配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 高柳 和夫、2000、『原子分子物理学』、朝倉書店 (ISBN:978-4254136814) 

2. Bransden and Joachain、2003、『Physics of Atoms and Molecules (英語)』、Benjamin Cummings (ISBN:978-0582356924) 
 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CB125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB125／原子核放射線物理学講究４（放射線物理学） 

(Special Topic in Nuclear and Radiation Physics 4(Radiation Physics)) 

担当者名 

（Instructor） 
小島 隆夫(KOJIMA TAKAO M.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA210 放射線物理学と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な放射線の発生原理とその性質，物質との相互作用を学び，放射線が関与する諸現象を理解するとともに，それらが我々

の生活にどのように関わり，どのように利用されているのかを知る。 

 

The aim of the course is to understand the properties of radiation and its interaction with matter, and to know how radiation is 

utilized in our everyday life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

放射線とは何か，放射線発見の歴史，放射線の種類と性質を概観した後，その発生のしくみ，物質との相互作用について述べ

る。とくに放射線による原子の電離・励起作用は，放射線の物質への影響の起点となるものであり，いくつかの具体的な事例をあ

げて詳述する。また，放射線と物質との相互作用の結果として現れるいくつかの現象を紹介し，それらの放射線作用が様々な分

野でどのように利用されているかを概観して，放射線の危険性と有益性について学ぶ。 

 

The course outlines the following subjects; 

1) the type and the nature of radiation, 

2) how the radiation is produced, 

3) interaction of the radiation with matter, 

4) excitation and ionization process of atoms by radiation, 

5) risk and benefit of radiation in our daily life. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

放射線の発見と利用の歴史，環境・生活とのかかわり 

2. 放射線の種類 

物理存在としての分類，エネルギーや相互作用による分類 

3. 放射線の発生Ⅰ：Ｘ線の発生１：特性Ｘ線と制動放射 

原子構造の概説（復習），原子内電子の遷移と光の吸収・放射，制動放射の概説 

4. 放射線の発生Ⅱ：Ｘ線の発生２：実際のＸ線発生装置 

Ｘ線管の構造と原理，シンクロトロン放射光 

5. 放射線の発生Ⅲ：原子核の崩壊による放射線発生１ 

原子核の構造の概説（復習），α崩壊（α線の発生） 

6. 放射線の発生Ⅳ：原子核の崩壊による放射線発生２ 

β崩壊（β線の発生と関連過程），γ崩壊（γ線の発生） 

7. 放射線の発生Ⅴ：宇宙線および人工放射線発生装置 

宇宙線と宇宙線起源の放射性元素，粒子加速器 

8. 放射線と物質の相互作用Ⅰ：電磁波（Ｘ線・γ線）１ 

光電離・光電効果，コンプトン散乱，電子・陽電子対生成，光核反応 

9. 放射線と物質の相互作用Ⅱ：電磁波（Ｘ線・γ線）２ 

減弱係数と遮蔽効果，Ｘ線・γ線の物質へのエネルギー付与 

10. 放射線と物質の相互作用Ⅲ：粒子線１ 

散乱断面積（復習），阻止能の概念 

11. 放射線と物質の相互作用Ⅳ：粒子線２ 

阻止能と線的エネルギー付与（ＬＥＴ），荷電重粒子の場合，ベーテ・ブロッホの式 

12. 放射線と物質の相互作用Ⅴ：粒子線３ 

電子の場合，チェレンコフ放射，電子・陽電子対消滅 

13. 放射線と物質の相互作用Ⅵ：粒子線４ 

中性子の場合，ウランを用いた核分裂式原子炉の原理 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

量子力学の初歩（原子の構造に関する前期量子論）と，特殊相対論の初歩（速度，エネルギー，質量などの関係式）は適宜復習
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して理解しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内小テストまたはレポート課題［20%］×３回(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。必要に応じて適宜授業時にプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鳥居寛之，他、2012、『放射線を科学的に理解する』、丸善出版 (ISBN:978-4621085974) 

各テーマ毎の参考図書は授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB126／原子核放射線物理学講究５（ハドロン物理学 

(Special Topic in Nuclear and Radiation Physics 5(Hadron Physics)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
クォークレベルでのサブアトミック世界への誘い 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和好(KURITA KAZUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA211 ハドロン物理学と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

相対論的運動学を用いて，反応後の粒子の運動量や閾エネルギー等を求められるようになること。ハドロン物理を理解するのに

必要な概念を身に付け，エネルギー，時間，運動量，サイズなどの物理量を概算できるようになること。 

 

Acquiring skills to calculate momenta and threshold energies using relativistic kinematics. Understanding the concepts of the 

hadron 

physics and mastering the order of magnitude estimations of energy, time, momentum and scale of the physics variables. 

 

授業の内容（Course Contents） 

強い相互作用をする粒子（ハドロン）の特性や，反応を量子色力学とパートンモデルの枠組みで理解するために必要な知識を最

近の興味深い研究成果を取り混ぜて講義を行う。 

 

Characteristics of strongly interacting hadrons are summarized and the 

reaction mechanisms are explained based on QCD and the parton model. 

Current topics of the field will be also touched upon in the course of 

the lecture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 相対論 

2. スタンダードモデル 

3. 実験法 

4. 粒子と物質の相互作用 

5. 不変原理と保存則 

6. 離散的対称性 

7. 連続的対称性 

8. クォークモデル 

9. 電子対消滅反応 

10. 深部非弾性散乱 

11. 量子色力学 

12. クォークと相互作用 

13. 最近のトピック 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

原子核および素粒子の基礎知識をテキスト欄の原子核物理学や素粒子物理入門で事前に頭に入れておくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/初回レポート(20%)/中間レポート(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. E.M. Henley and A. Garcia，. 2007. Subatomic Physics (3rd ed). World Scientific (ISBN:978-9812700575) 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤井忠男訳、1980、『サブアトミックフィジクス上・下』、産業図書 (9784782810064/978-4782810071) 

2. Donald H. Perkins，. 2000. Introduction to High Energy Physics. Cambridge University Press (ISBN:9780521621960) 

3. F. Halzen and A.D. Martin、1986、『クォークとレプトン』、培風館 (ISBN:4563021717) 

4. 八木浩輔、1971、『原子核物理学』、朝倉書店 (ISBN:9784254135428) 

5. 渡辺靖志、2002、『素粒子物理入門』、培風館 (ISBN:9784563024338) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB128／宇宙地球系物理学講究１（宇宙放射線物理学 

(Special Topic in Astrophysics and Solar Terrestrial Physics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
北本 俊二(KITAMOTO SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA213 宇宙放射線物理学と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

最新の宇宙の概念と，放射線•Ｘ線と物質の相互作用を概観し，Ｘ線天文学でどのような研究が行われているか理解する。 

 

 This course presents our recent understanding of the universe, especially based on  observational results with X-ray.  The 

overview of the interaction between X-rays and matter   is also explained in order to interpret the observational results. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  宇宙を観測する手段はいろいろある。そのうちの一つがＸ線による宇宙の観測である。かつてはＸ線で観測する天体は，ブラッ

クホール等の特別な天体に限られていたが，今では，観測機器の感度が向上し，ほとんどの天体がＸ線で観測できるようになっ

た。すなわち，ほとんどの天体がＸ線を放射する物理機構を持っており，その物理機構を解明しないと，天体の実態の解明には

至らないことが認識されている。 

  この授業では，宇宙の構造の概観を復習し，Ｘ線と物質の相互作用等，Ｘ線で何がわかるのか学習する。その後，いろいろな

天体をＸ線で観測してわかることを説明する。また，観測装置や手段、そして最近のトピックスにも触れる予定である。 

 

In this course, students will first learn  recent concepts about the structure and evolution of the universe. Then students  will 

review  interaction between X-rays and matter. The results of the X-ray observation, including recent topics, will be provided 

and students will understand various astronomical phenomena. X-ray optics and detectors will be introduced.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 放射線の性質１ 

3. 放射線の性質２ 

4. Ｘ線と物質の相互作用１ 

5. Ｘ線と物質の相互作用２ 

6. Ｘ線検出装置 1 

7. Ｘ線検出装置 2 

8. 時系列解析 

9. フィッティング 

10. エネルギースペクトル解析 

11. 最近のトピックス１ 

12. 最近のトピックス２ 

13. 最近のトピックス３ 

14. 最近のトピックス４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

量子力学，統計力学を理解していること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/宿題，リアクションペーパー(50%)/授業への取り組み(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 北本俊二、1998、『Ｘ線で探るブラックホール』、裳華房 (ISBN:978-4-7853-8678-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB134／宇宙地球系物理概論 

(Introduction to Astrophysics and Solar Terrestrial Physics) 

担当者名 

（Instructor） 

亀田 真吾(KAMEDA SHINGO) 

北本 俊二(KITAMOTO SHUNJI) 

田口 真(TAGUCHI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

最新の研究成果に基づき，宇宙の諸階層の構造と進化，高エネルギー現象，ブラックホール，地球・月を含む惑星及び太陽系内

小天体，系外惑星について理解する。 

 

The aim of this course is to  understand the structure of the universe and its evolution, high-energy phenomena, black holes, 

planets (including the earth and moon) and small bodies in the solar system, and exoplanets, based on the latest research 

results. 

 

授業の内容（Course Contents） 

３教員及びゲストスピーカーによる以下の内容で構成される。 

北本：宇宙の大規模構造から，太陽系までの諸階層の構造を概観し，各天体の構造と進化，宇宙の元素の生成と循環を説明す

る。宇宙で起こっている高エネルギー現象に焦点を当て，いろいろな現象の概観と，ブラックホールに関連する観測を概観する。 

田口：金星・地球・火星の大気圏とそれにつながる電離圏・磁気圏，それらの領域を結合する物理過程としてのオーロラ現象の物

理，惑星探査技術の基礎知識について学ぶ。 

亀田:はやぶさ２，火星衛星探査計画などの小天体探査計画を通じ，初期地球の進化に関する研究成果を紹介する。また，太陽

系外惑星の観測手法と将来計画について紹介し，系外惑星がどこまで分かり，どこまで分かっていないか，解説する。 

ゲストスピーカ１ 小高裕和「ガンマ線天文学 (1) 観測技術」 

ゲストスピーカ２ 井上芳幸「ガンマ線天文学 (2) サイエンス」 

 

This course is composed of 3 parts:  

(1) From the large-scale structure of the universe to the solar system, evolution of each celestial body, and the formation and 

circulation of elements in the universe.  Overview of high energetic phenomena related to black holes. 

(2) Atmospheres, ionospheres and Magnetospheres of Venes, Earth, and Mars 

(3) Introduction of Hayabusa2 and Martian Moon Exploration mission and exoplanetary science 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 水星，月，小惑星の形成・現在の環境（亀田）  

2. 小惑星の性質・火星衛星（亀田） 

3. 火星環境調査手法(亀田) 

4. 多種多様な系外惑星（亀田）  

5. 金星の大気（田口） 

6. 火星の大気（田口）  

7. オーロラ発光の物理（田口）  

8. 惑星探査の基礎技術（田口） 

9. 小高裕和「ガンマ線天文学 (1) 観測技術」 

10. 井上芳幸「ガンマ線天文学 (2) サイエンス」 

11. 宇宙の階層構造・大規模構造（北本） 

12. 宇宙の進化と物質の循環（北本） 

13. 星の進化（北本） 

14. ブラックホールの周りの現象（北本） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて Blackboard で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト（14 回）(100%) 

授業内の小テスト（14 回）で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 
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担当者別に授業時に示す。 

 

参考文献（Readings） 

1. 井田茂、2016、『系外惑星の事典』、朝倉出版 (ISBN:978-4-254-15021-6) 

2. 斎藤康毅、2016、『ゼロから作る Deep Learning』、オライリー・ジャパン (ISBN:978-4-87311-758-4) 

3. 田村元秀、2015、『太陽系外惑星』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-60740-8) 

4. 「南極の空」編集委員会編、2004、『南極の空』、クライム (ISBN:4-907664-49-4) 

5. 高嶋秀行編、2017、『ニュートン別冊最新太陽系大図鑑』、ニュートンプレス (ISBN:978-4-315-52061-3) 

ここに挙げた他，担当者別に授業時に示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中の私語は厳しく対処する。15 分以上の自己都合の遅刻は欠席扱い。 

 

注意事項（Notice） 
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■CB135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB135／量子光学 

(Quantum Optics) 

担当者名 

（Instructor） 

金井 徳兼(KANAI NORIKANE) 

黄 啓新(KOH KEISHIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

干渉・回折などの光波の波動性とレーザによる量子効果について理解を深めることを授業の目的とする。 

 

The aim of the course is to deepen the understanding of the wave nature of light such as interference and diffraction, and the 

quantum effects of lasers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1）光の干渉・回折など波動光学現象の基本について学習する。 

2）光の量子論の基礎やレーザ発振原理について学習する。 

3）レーザ光によるいくつかの光物理現象を取り上げ、その応用技術を考察する。 

 

The course outlines the basics of wave optics, quantum theory of light, and the principle of laser. Some physical phenomena 

using the laser with its application will be also introduced. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. INTRODUCTION 古典光学と量子光学 

2. 光の伝搬と干渉現象 

3. フレネル回折理論（1） 

4. フレネル回折理論（2） 

5. キルヒホフ回折理論（1） 

6. キルヒホフ回折理論（2） 

7. フーリエ光学とその応用 

8. 光の放射、自然放出と誘導放出 

9. 反転分布とレーザの発振原理、レート方程式によるレーザ発振解析 

10. 各種レーザとその応用 

11. 非線形光学効果 

12. 光の運動量と光放射圧 

13. エバネセント波の発生と近接場光学 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内容に関するノートや解説論文を適時授業にて配付する。授業内容を各自の学習と連携して進める。演習やレポートにおい

て各自の解析や考察を盛り込むこと。授業に関する質問は電子メールにて対応する。気軽にどうぞ。 

金井 nkanai@he.kanagawa-it.ac.jp; 黄 koh@he.kanagawa-it.ac.jp 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/中間レポート(25%)/授業内演習(25%) 

レポート課題は必ず各自で検討して作成すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ボルン、ウォルフ、2005、『光学の原理』、東海大学出版社 (ISBN:978-4-486-01678-6) 

2. 谷田貝豊彦、2012、『光とフーリエ変換』、朝倉書店 (ISBN:978-4254137347) 

3. 霜田光一、『レーザ物理』、岩波書店 

4. 大津元一、1994、『現代光科学』第 1 巻、第 2 巻、朝倉書店 (ISBN:978-4254210262) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CB136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB136／素粒子概論 

(Introductory Particle Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
笹川 修司(SASAGAWA SHUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

素粒子の性質および素粒子による現象の理解を目標とする。 

 

This course is aimed to learn about the properties and phenomena of elementary particles. 

 

授業の内容（Course Contents） 

物質の構成要素は何か。また, 物質の形態を支配している法則は何か。この問題は人類が長い間追求してきたテーマのひとつ

である。その成果が, 素粒子の標準理論の成立である。この講義では, 量子力学, 特殊相対性理論の準備から始めていき, 場

の量子論を用いて素粒子による現象を取り扱い, クォーク・レプトン・ゲージ粒子などの素粒子の性質を紹介していく。 

 

What are the constituents of matter?  What is the law governing matter? The problem is one of the themes that humanity has 

pursued for a long time. The result is the standard model of elementary particles. This course explains quantum mechanics, 

special relativity, quantum field theory and introduces the phenomena of the elementary particles and the properties of quark, 

leptons, gauge bosons. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論：物質の基本構造, 単位系 

2. 相対論的量子力学（１） 

3. 相対論的量子力学（２） 

4. 相対論的量子力学（３） 

5. 場の量子化と素粒子（１） 

6. 場の量子化と素粒子（２） 

7. 弱い相互作用と素粒子（１） 

8. 弱い相互作用と素粒子（２） 

9. 強い相互作用と素粒子（１） 

10. 強い相互作用と素粒子（２） 

11. 素粒子の標準理論（１） 

12. 素粒子の標準理論（２） 

13. 素粒子の標準理論（３） 

14. 素粒子の標準理論（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業で指示する課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原康夫・稲見武夫・青木健一郎、2000、『素粒子物理学』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-13082-9) 

2. 南部陽一郎、1998、『クォーク 第 2 版』、講談社 (ISBN:978-4-06-257205-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストは指定しない。 授業内の配付物等に沿って講義形式で授業を行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CB139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB139／宇宙地球系物理学講究８（惑星物理学） 

(Special Topic in Astrophysics and Solar Terrestrial Physics 8) 

担当者名 

（Instructor） 
亀田 真吾(KAMEDA SHINGO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
LA226 惑星物理学と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年の月惑星探査計画で観測された現象について学ぶ。主に大気を持たない天体の観測結果や惑星・衛星着陸探査による最

新成果を紹介する。また，多数発見されている系外惑星の性質を理解する。 

 

This course aims to develop knowledge about the phenomena observed in the recent lunar and planetary exploration program; 

the observation results of the astronomical objects and the latest results from the planetary and satellite landing surveys. 

Students also come to understand the nature of the exoplanets. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の月惑星探査計画において，月周回衛星かぐや，小惑星探査機はやぶさが大気を持たない天体の観測を行った。今後は小

惑星探査機はやぶさ 2 や，水星探査機みおが打ち上がっており，火星衛星探査計画 MMX が準備段階に入っている。月・小惑

星・水星はいずれも大気をほとんど持たない天体である。本講ではこれらの天体に関する最新の研究結果，今後の探査計画の

科学目的を学ぶ。月，水星表面は真空に近いが希薄な金属大気が存在する。地上望遠鏡を使った観測結果や探査機による観

測結果を利用し，希薄大気の成因について議論を行う。小惑星についてははやぶさ２が観測を行うリュウグウや類似天体を主体

にし，サンプルリターンによって得られる科学成果について紹介する。 

米国では地球外生命の発見を見据えつつ既に複数の着陸探査機が到着し観測を行っており，また，木星や土星の衛星の探査

により衛星内部に生命が存在することも示唆されている。また，望遠鏡による系外惑星の観測も数多くなされており，地球に環境

が近いと予想される惑星も発見されている。これらの観測手法や観測結果について学ぶ。 

 

In Japan's lunar and planetary exploration program, the moon orbiting satellite Kaguya and the asteroid explorer have observed 

an astronomical object with no atmosphere. Subsequently, the asteroid explorer Hayabusa2 and Mervury Explorer Mio was 

launched. The Mars satellite exploration plan MMX is in preparation. The moon, asteroids and Mercury are all objects with 

almost no atmosphere. In this course, we will study the latest research results on these objects and the scientific purpose of 

future exploration plans. On the moon, Mercury surface is near vacuum but there is a dilute metallic atmosphere. We will 

discuss the origin of the dilute atmosphere using observations from ground-based telescopes and observations from spacecraft. 

As for asteroids, I will focus on Ryugu and other similar objects on which Hayabusa 2 performs observations, and introduce 

scientific results obtained by sample return. 

In addition, many observations of exoplanets by telescopes have been made, and planets expected to be similar to the Earth 

have been discovered.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 月・水星の希薄大気 

3. 月・水星の現在の環境 

4. 月・水星の形成過程 

5. 小惑星の形成過程 

6. 月・水星・小惑星の探査計画 

7. 火星着陸計画による成果１ 

8. 火星着陸計画による成果２ 

9. 木星・土星衛星の探査計画 

10. 木星・土星衛星の内部構造 

11. 系外惑星の観測手法 

12. 系外惑星の分類 

13. 系外惑星の観測計画 

14. 系外惑星大気の検出手法 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

惑星科学に関する基礎知識が必要である。天体の運動を支配する力学について復習して臨むこと。また，毎回の話題に関する

論文・参考文献を指定するので予習をしてくること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究論文の紹介(40%)/発表後の報告書作成(20%)/レスポンスシート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮本英昭ほか、2008、『惑星地質学』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-062713-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業で内容を項目ごとに分け，担当を決めるため，何らかの事情で初回の授業を欠席する場合は，できれば事前に，ある

いは事後速やかに連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■CB142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB142／宇宙物理学序論２ 

(Introduction to Astrophysics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
太陽系内天体科学入門 

担当者名 

（Instructor） 
亀田 真吾(KAMEDA SHINGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宇宙，特に太陽系内の構造，進化の入門的な考え方と知識を修得する。   

 

This course aims to develop knowledge about the structure and evolution of solar system 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義を理解するための基礎となる諸概念を定義した後，太陽系内の天体（太陽，惑星，準惑星，小惑星，彗星）の構造，進化，

これらの天体での物理現象，太陽系外惑星，これらの天体の地上観測や直接探査の方法について基本的知識を修得する。 

 

The structure and evolution of the objects (solar, planets, quasi-planets, asteroids, comets) in the solar system, physical 

phenomena in these objects, extrasolar planets. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 太陽系概観 

2. 太陽：構造，表面現象，放射，太陽風，磁場 

3. 地球１：地球概観 

4. 地球２：内部構造 

5. 地球３：表層環境、海洋 

6. 地球４：地球大気 

7. 地球５：高層大気、磁気圏 

8. 水星 

9. 金星・火星 

10. 木星型惑星と衛星 

11. 彗星・小惑星 

12. 系外惑星１：観測例 

13. 系外惑星２：ハビタブルゾーン 

14. 惑星観測手法、探査の歴史 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中あるいは Black Board で予習・復習の指示を出すことがあるため、確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパー(30%)/宿題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB143／物理数学 ３ 

(Mathematics for Physics 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
複素関数論 

担当者名 

（Instructor） 
初田 泰之(HATSUDA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

複素領域における関数について解説します。複素関数論は非常に美しい理論体系です。正則関数と呼ばれるクラスの複素関数

には個性的な積分定理（コーシーの積分定理・コーシーの積分公式・留数定理）が成立し、これらを利用することでこれまで計算

することが難しかった様々な定積分が簡単に計算できるようになります。留数定理を利用した実定積分の計算手法をマスターす

ることが大目標です。 

 

This course is an introduction to complex analysis for physics students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

複素数の復習から始めて、どのように実関数を複素関数に拡張するべきか考察します。複素関数の微分可能性から「正則関数」

の概念が導入され、正則関数の作る美しい理論体系を体験してもらいます。正則関数の積分定理、特に留数定理を利用して、実

関数の積分がいかに複素関数の積分から計算できるかをお見せします。後半では複素領域における微分方程式を題材に、特殊

関数・解析接続・多価関数などについて解説する予定です。知識の定着のため、適宜復習を挟みます。 

 

Complex analysis is beautiful in mathematics. Holomorphic functions provide us many exciting theorems. We learn these 

theorems and thier applications. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 複素数の復習 

2. 実関数から複素関数へ 

3. 複素関数の微分 

4. 複素関数の積分（１） 

5. 複素関数の積分（２） 

6. 復習 

7. 特異点とローラン展開 

8. 留数定理と実積分への応用（１） 

9. 留数定理と実積分への応用（２） 

10. 復習 

11. 複素領域における微分方程式（１） 

12. 複素領域における微分方程式（２） 

13. 複素領域における微分方程式（３） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

線形代数と微分積分の知識は必須です。特に複素関数は実 2変数関数と密接に関係するので、多変数に関する微分積分を十

分に理解しておく必要があります。自ら進んで学習することを期待します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/2 回程度のレポート課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

詳細な講義ノートを使用するためテキストは指定しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 神保道夫、2003、『複素関数入門 (現代数学への入門)』、岩波書店 (ISBN:978-4000068741) 

2. 松田哲、1996、『複素関数（理工系の基礎数学）』、岩波書店 (ISBN:4000079751) 

3. Arfken & Weber. 2012.  Mathematical Methods for Physicists . Academic Press (ISBN:9381269556) 
自分のレベルに合った参考書を見つけるのが良いと思います。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業に関する資料は Blackboard 上にアップロードします。 

 

注意事項（Notice） 
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■CB144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB144／ＪＡＸＡ宇宙科学技術講義 

(JAXA Space Science and Technology) 

担当者名 

（Instructor） 
亀田 真吾(KAMEDA SHINGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人工衛星や惑星探査機等による宇宙科学の成果や技術開発の経緯に加え、現在進行中の宇宙観測プロジェクトにおける立案・

開発・運用の具体例を通じて、これまでに学んだ物理学を基礎として宇宙科学の理解を深め、飛翔体科学観測に必要な知識を

得る。 

 

This course aims to develop knowledge of space science based on physics through examples of planning, development, and 

operation in the ongoing space observation project, in addition to the history of space science achievements and technology 

development by satellites and planetary explorers etc.  

 

授業の内容（Course Contents） 

これまでに太陽系探査・宇宙観測プロジェクトを進めてきた宇宙航空研究開発機構（JAXA）の研究者が、最新の宇宙科学プロジ

ェクトにおける科学成果と、その計画で用いられた技術について、歴史的経緯、基礎物理学の応用、社会との関わりという視点を

織り交ぜて紹介する。 

 

Researchers of the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), who have been conducting solar system exploration and 

space observation projects, introduce historical background of space missions and basics about the scientific results of the 

latest space science projects and the technologies.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・宇宙科学とは・世界の中での JAXA紹介・ミッションの作り方・JAXAの実績と将来計画  

2. 宇宙に観測装置を運ぶ −輸送系− 

3. オーロラ・磁気圏観測 

4. 宇宙での探査機の制御 

5. 太陽観測 

6. 光・赤外線天文学、系外惑星観測 

7. 高エネルギー天文学 

8. 太陽系探査１ -軌道計画- 

9. 太陽系探査２ -惑星周回探査- 

10. 太陽系探査３ -着陸探査- 

11. 太陽系探査４ -月探査- 

12. 太陽系探査５ -はやぶさ２- 

13. 宇宙科学の将来像 

14. 宇宙科学と社会の関わり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1 年次、2 年次春学期までの必修科目（特に力学、熱力学、電磁気学、微分積分、線形代数）の内容を復習して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／物理学研究インターンシップ 

(Physics Research Internship) 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和好(KURITA KAZUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY9410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．専門分野の知識を広げ深め、研究課題の解決に向けた取り組み方を学ぶ。 

２．実践的な研究経験を積むことで研究実施能力を育成する。 

３．自主的に研究に取り組む姿勢を醸成し、キャリア形成に対する意識を高める。  

 

1. Widening and deepening understanding of the field and learning 

how to approach a research project 

2. Training students' research skills by taking part in real research 

3. Encouraging active involvement in research and developing the 

career mind of the students 

 

授業の内容（Course Contents） 

我が国の公的研究機関である（大学共同利用機関法人）高エネルギー加速器研究機構（KEK）は加速装置を使って高エネルギー

状態を作り出し，日本の基礎科学を牽引している共同利用研究所である。本プログラムでは世界第一線で活躍する担当研究者

の演習課題チームに所属して合宿形式でインターンシップを行う。研究課題の解決に向けた取り組み方を学び，実践的な研究経

験を積むことで研究実施能力を育成する。特に素粒子・原子核の研究者を目指す学生の参加を推奨する。  

 

As one of the shared use national  research institutes of Japan, KEK is making steady progress in the basic science using high 

energy particles from accelerators and stands up front in the world. This training camp internship allows students to work on 

research projects under the supervision of the world class scientists. They will learn how to approach the problems and the 

hands on experience will  help them  acquainting the research matters. Especially students who are interested in the high 

energy and nuclear physics are strongly encouraged. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ４月中旬  募集説明会 

2. ４月中旬  ＫＥＫサマーチャレンジホームページ公開，各自応募 

3. ５月中旬  応募締切 

4. ６月下旬  結果通知 

5. ７月上旬～中旬 事前研修 

6. ８月中旬～８月下旬 現地インターンシップ 

7. ８月中旬～８月下旬 現地インターンシップ  講義 

8. ８月中旬～８月下旬 現地インターンシップ 演習 

9. ８月中旬～８月下旬 現地インターンシップ 施設見学 

10. ８月中旬～８月下旬 現地インターンシップ キャリアビルディング 

11. ８月中旬～８月下旬 現地インターンシップ 発表会 

12. ９月上旬  実習先報告書提出締め切り 

13. ９月中旬  インターンシップ報告会の実施 

14. ９月中旬  報告書の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

インターンシップを希望する際には、事前に担当教員に相談することを推奨する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

インターンシップ前課題、インターンシップに取り組んだ姿勢、報告会での発表と報告書を総合的に評価する。(100%) 

成績は「合格」または「不合格」とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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演習課題により参考文献が異なる 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

高エネルギー加速器研究機構 公式ホームページ  https://www.kek.jp/ja/ 

ＫＥＫサマーチャレンジ トップページ https://www2.kek.jp/ksc/               

 

* 申し込みにおいては選抜で参加が認められない者がいることを理解し，すべての日程の参加が必須であることを心得ておくこ

と。 

* 実習課題（例年 10 課題程度）については各自の希望に基づき実習先により割り当てられる。 

* 実習先において参加受け入れが認められなかった場合には、当プログラムの参加を希望しても履修できない。  

 

注意事項（Notice） 

本科目は、インターンシップや学外活動等の実践的な学びを中心に構成する授業である。 
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■CB310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB310／科学英語１（物） 

(English for Physics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
English for Physics Students 

担当者名 

（Instructor） 

北本 俊二(KITAMOTO SHUNJI) 

中川 直子(NAKAGAWA NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2923 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
物理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英文の専門書や論文を読んだり講演を聴講できる下地を作ることを目標に，文法，専門用語の勉強を通じて科学英語に対する

総合的な理解力を強化する。大学院で行う英語論文作成の準備段階としての英文レポートの書き方を学ぶ。 

 

This course provides an opportunity for physics students to use their ability to read text or literature written in English and also 

to hear lectures in English.  Especially, this course provides exercises to understand the technical terms and grammar used in 

scientific literature.  The skill of writing a scientific report will also be taught. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生は 2 つのグループに分かれ，中川と北本のそれぞれの担当分を履修する。 

 

中川担当分  

物理学をテーマにした，「精読」と「多読」を組み合わせた reading 演習，音声教材による listening 演習，及び speaking 演習を行

う。英語で実験レポートを書き，writing 演習も行う。理解度確認のための小テストを複数回実施する。  

 

北本担当分  

科学英語は普通の英語とどう違うのかを理解した上で，高校までの英語の授業では触れることの少なかった科学の解説書を読

み，科学英語特有の文法を学び，リーディングの演習を行う。 

 

Students will be divided into two groups. Each group will attend one of either Nakagawa’s class or Kitamoto’s class during the 

first half of the semester.  In the second half of the semester, the groups will be switched.  The content of the two classes 

are as follows: 

Nakagawa: 

I will conduct reading practice combining rough reading and extensive reading, listening practice with speech materials, and 

speaking practice on the subject of physics. Writing practice by developing an experiment report in English will be also 

conducted. My class includes some small tests to check comprehension. 

Kitamoto:  

Students will learn the difference between usual English and scientific English. Then students will read a piece of scientific 

literature to understand terms, phrases and grammar often used in scientific literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：科学英語とは？ 

2. 文法：冠詞 a と the 

3. 文法：話し言葉と書き言葉、英語らしい英語 

4. リーディング：英語で物理の解説書を読もう１ 

5. リーディング：英語で物理の解説書を読もう２ 

6. リーディング：英語で物理の解説書を読もう３ 

7. 北本担当授業内テスト 

8. 英語論文の構成・英文レポートの書き方 

9. 論文精読１ 

10. 論文精読２ 

11. リーディング・リスニング・スピーキング演習１ 

12. リーディング・リスニング・スピーキング演習２ 

13. リーディング・リスニング・スピーキング演習３ 

14. 中川担当授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テストやレポートに向けて毎回の授業をよく復習すること。専門用語を調べることのできる電子辞書などのツールは毎回持参する
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こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト・授業内テスト(65%)/レポート(15%)/授業態度（出席を含む）(20%) 

小テスト・授業内テスト(北本）(40%) 、授業態度（出席を含む）(北本）(10%)、 小テスト・授業内テスト(中川）(25%) 、レポート(中川）

(15%) 、授業態度（出席を含む）(中川）(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Charles D. Bailyn. 2014. What Does a Black Hole Look Like?. Princeton University Press (13: 978-0-691-14882-3) 
2. Eugene Hecht, Ph.D.. 2012. College Physics (Eleventh Edition). Mc-Graw Hill education (ISBN:978-0-07-175487-3) 
適宜配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://scientificeng.blogspot.fr 

https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/story/newsletter/english/ 

https://www.onokousoku.com/himeji/nn/lese.zip 

 

注意事項（Notice） 
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■CB311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB311／科学英語２（物） 

(English for Physics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Advanced English for Physics Students 

担当者名 

（Instructor） 
中川 直子(NAKAGAWA NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2923 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
物理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to develop the English communication skills for the preparation of student reports and scientific 

manuscripts for publications. 

 

This course is designed to develop the English communication skills for the preparation of giving scientific presentations in 

English and scientific manuscripts for publication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

相対性理論，宇宙物理学，熱力学など，物理学をテーマにした「精読」と「多読」を組み合わせたリーディング演習，音声教材によ

るリスニング演習，スピーキング演習，ライティング演習，および文法演習を行う。国際学会発表を想定した英語でのプレゼンテ

ーションについても学ぶ。理解度確認のための小テストを複数回実施する。  

 

In this course, reading practice combining rough reading and extensive reading is conducted in various subjects of physics, such 

as relativity, astrophysics, and thermodynamics. Listening practice with speech materials, speaking practice, writing practice, 

and grammar practice are also included in this course. How to give scientific presentations in English assuming you are 

presenting at an international conference is also included. This class includes some small tests to check comprehension. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 英語プレゼンの論理展開・プレゼンに必要な表現とボキャブラリー 

3. リーディング・ライティング・リスニング・スピーキング・文法演習１ 

4. リーディング・ライティング・リスニング・スピーキング・文法演習２ 

5. リーディング・ライティング・リスニング・スピーキング・文法演習３ 

6. リーディング・ライティング・リスニング・スピーキング・文法演習４ 

7. 英語プレゼンにおける質疑応答演習 

8. プレゼンテーション 

9. リーディング・ライティング・リスニング・スピーキング・文法演習５ 

10. リーディング・ライティング・リスニング・スピーキング・文法演習６ 

11. リーディング・ライティング・リスニング・スピーキング・文法演習７ 

12. リーディング・ライティング・リスニング・スピーキング・文法演習８ 

13. リーディング・ライティング・リスニング・スピーキング・文法演習９ 

14. リーディング・ライティング・リスニング・スピーキング・文法演習 10 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テストやレポートに向けて毎回の授業をよく復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(40%)/プレゼン・レポート(40%)/出席及び授業に対する積極性(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント教材を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Engen Hecht,Ph.D.. 2012. College Physics. Mc-Graw Hill education (ISBN:978-0-07-175487-3) 

適宜配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考ＨＰ 
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https://www.onokousoku.com/himeji/nn/lese.zip 

 

注意事項（Notice） 
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■CB322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB322／化学（物） 

(Chemistry for Physics Students) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高校化学から大学化学へ 

担当者名 

（Instructor） 
大貫 裕之(ONUKI HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
物理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・大学・社会において求められる化学の基礎的な事項を理解し，今後の学習・キャリアに役立てるようにする。 

・物理を専門にしようとするみなさんが，化学的な視点を持てるようにする。 

 

1. The course aims to develop understanding of basic chemical topics that are essential for students' future learning of other 

scientific subjects and real world experience. 

2. The course aims to cultivate a perspective on chemistry essential for students in physics. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

・高等学校「化学基礎」，「化学」で学ぶ化学の要点を，物理学的視点を交えて紹介する。 

・上記内容に関連した大学での基礎化学の内容を概説し，演習で理解を深める。 

 

1. The essential points learned in high school "basic chemistry" and "chemistry" will be reviewed and supplemented with 

additional topics from the physics perspective. 

2. Intensive topics in addition to high school chemistry will be introduced. In order to develop better understanding, students will 

be required to attempt exercises in every lesson.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 元素・単体，化学の基本法則 

2. 原子の構造，物質量 

3. 電子 

4. 原子軌道 

5. 化学結合 

6. 分子の形と極性 

7. 酸・塩基・中和 

8. 酸化と還元 

9. 電池 

10. 有機化合物（１）：構造と性質（骨格と官能基） 

11. 有機化合物（２）：身のまわりにある有機化合物 

12. 化学物質の構造解析（１） 

13. 化学物質の構造解析（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義後，次回までに短時間でも復習を行っていただきたい。より深く学びたい場合は，講義で取り扱った内容について，指定教科

書の章末問題にもチャレンジするとよい。 

高等学校で化学の学習が不十分であった場合，高等学校の教科書にある問題に取り組んでおくことを推奨する。また，高等学校

「物理」の原子の項も参考にされたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/講義中に実施する毎回の小テスト・リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井上正之、2013、『理工系のための化学入門』、裳華房 (ISBN:978-4-7853-3095-8) 

高校の化学・物理で使用した教科書・参考書・図録も利用していただきたい。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB323／生物学（物） 

(Biology for Physics Students) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命科学の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
瀧 景子(TAKI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY2920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
物理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生物学の基礎と概念を学び、生命科学に対する自分なりの興味の持ちかたを発見する。 

生命科学に関する情報を正しく理解し、必要に応じて利用できるようになる。 

 

This course is designed to learn basics and concepts of Biology and discover your own viewpoints of interest in Life Science. 

This class is also designed to gain the ability to make use of information brought about by the diverse fields in Life Science. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生命科学の知見はいまや、物理、化学、工学、地球科学、環境科学、社会学など幅広い分野に影響を及ぼし、これらの情報を利

用する機会は確実に増している。本講義では、物理学専攻学生が興味を持ちやすい視点に配慮し、生物学の概念や地球上の生

命に共通する仕組みを解説することで、生命科学に関する情報を正しく理解し利用できる力をつける。また、自分なりの興味の方

向性を見いだせるように、生命科学への多彩な切り口を紹介する。 

 

The information brought about by Life Science affects a wide range of fields, and more opportunities using such information are 

available. In this course, students will learn basic Life Science from some perspectives and discover their viewpoints of interest 

and get close to Life Science. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地球上の生物は共通システムをもつ（生物の共通性と多様性） 

2. 生物と環境との相互作用と物質循環 

3. 生命現象と物質（タンパク質と酵素, 核酸の構造） 

4. 感染から体を守る（恒常性の維持機構：感染と免疫） 

5. 心と体の健康を保つ（恒常性の維持機構：神経伝達, 内分泌系の働き） 

6. 失われた体の一部は取り戻せるか (発生・iPS細胞)  

7. 設計図から製品(タンパク質)ができるまで（遺伝情報の発現） 

8. 細胞膜は脂質でできている（細胞の構造） 

9. 代謝と生体エネルギー生産 

10. 細胞の増殖機構とがん 

11. DNAの傷と放射線とがん (DNA複製・修復機構) 

12. 有性生殖と遺伝・遺伝子解析の問題 

13. 生物情報科学・生命倫理・バイオテクノロジー 

14. 期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：事前にテキスト該当箇所を読んでおく。 

復習：講義で取り上げた内容を概観し、自分の言葉で説明できるか確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長野敬、牛木辰男他、2019、『サイエンスビュー生物総合資料 四訂版』、実教出版 (ISBN:978-4-407-34696-1) 

「サイエンスビュー生物総合資料」三訂版などの、以前の版も使用可能 

 

参考文献（Readings） 

1. 東京大学生命科学教科書編集委員会編、2017、『現代生命科学』、羊土社 (ISBN:978-4-7581-2053-1) 

2. 吉村成弘、2016、『大学で学ぶ 身近な生物学』、羊土社 (ISBN:978-4-7581-2060-9) 

3. デイヴィッド・サダヴァ、2010、『カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第 1~3 巻』、講談社ブルーバックス (ISBN:978-
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4062576727) 

4. 中村桂子、松原謙一監訳、2016、『Essential 細胞生物学』、南江堂 (ISBN:978-4524261994) 

いずれも取り上げ方がそれぞれ異なりますので、自分の好みのものを読んでみることをおすすめします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB331／医学概論 

(Introduction to Medicine) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

医学における理工系の役割（Physics in Medicine) 

 

 

担当者名 

（Instructor） 
笹井 啓資(SASAI KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
------- 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

2015 年度以前入学者適用 

CK016 医学概論・LA223 医学概論と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

総合学問である医学について概説し，医学における理工系の役割を紹介する。 

 

The medicine is an integrated science based on not only biology and pharmacology, but also other many kinds of sciences, such 

as chemistry, physics, and even liberal arts. This course will outline the medical science, and introduce the role of technologies 

and physics in the interdisciplinary approach to health care. 

 

授業の内容（Course Contents） 

医学そのものが生物学，化学ばかりでなく人文科学も含めた多くの学問の一集大成である。特に物理学，工学の知識は医学に

おいてますます重要になっており、30 年前には想像もつかなかった診断法や治療法が通常の医療の中で行われている。 

医療は医師，看護師のみで行われているように思われている。しかし、上述のように学際的であるため、実際は様々な職種の連

携によるチーム医療が行われている。近年の高度に発達した医療では，チーム医療は欠くことができない。 

がんは本邦の死因第一位を占め、約 50％はがんに罹患し、30％ががんで死亡している。がんの治療法としては、手術、化学療

法とともに放射線治療が重要な役割を担っている。適切な放射線治療を行うには、理学・工学系の専門家による機器の開発と精

度管理が必須である。本講義科目では，このような医学全体を概説し，医療における理学、工学の重要性を理解する。授業にあ

たっては，各受講者からのフィードバックを取りつつ確実に習得できるよう解説する 

 

The medicine is an integrated science based on not only biology and pharmacology, but also other many kinds of sciences, such 

as chemistry, physics, and even liberal arts. Particularly, 

knowledge of physics and engineering is becoming more and more important, as means of diagnosis and treatment that one 

would have been unable to even imagine 30 years ago have now become commonplace in medical care. 

It is often thought that medical care is only carried out by doctors and nurses. However, as stated above, medicine is an 

interdisciplinary field practiced through the cooperation of diverse teams containing many different occupation types. In recent 

years, due to rapid advancements in medical care, team treatments are a necessity in many cases. 

Cancer is the leading cause of death in this country; 50% of people contract cancer at some point in their lives, and 30% 

eventually die from it. Surgeries, chemotherapy, and radiation therapy all play critical roles in cancer treatment. In order to 

administer the appropriate radiation therapy, various specialists in the fields of science and engineering are needed to develop 

and control the quality of the required instrumentation. In this course, general medical science will be discussed, followed by an 

explanation of the importance of engineering and the sciences to the field. During the course, feedback will be taken from each 

student so that the lectures proceed in a manner that ensures they will learn the material. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 医学とは problem based learning(PBL) 

2. 医学と物理学 

3. 放射線の細胞への影響 

4. 体の構造 

5. 体の機能とその制御 

6. 病気とは 

7. がん 

8. 放射線の医学への応用 放射線治療 1 

9. 放射線の医学への応用 放射線治療 2 

10. 放射線の医学への応用 画像診断学 

11. 放射線にかかる法律 

12. 医療に関わる倫理 

13. 医学物理士の役割 

14. まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

考える講義にしますので，議論に積極的に参加できるように準備してください。 

毎回、グループでの討議を行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/講義毎の小テスト(50%) 

講義時の発現者には平常点内で加点します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 笹井 啓資、2017、『0 歳からのがん教育』、ロギカ書房 (ISBN-10: 4909090045、ISBN-13: 978-4909090041) 

2. 京極伸介 齋藤アンネ優子、2013、『臨床医学の基礎 (放射線診療を支える人のために)』、ピラールプレス (ISBN-10: 

4861940583、ISBN-13: 978-4861940583) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

一般財団法人 医学物理士認定機構 http://www.jbmp.org/ 

医学物理士会 http://www.geocities.co.jp/Technopolis/5207/ 

日本放射線腫瘍学会 http://www.jastro.or.jp/  

 

注意事項（Notice） 
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■CB490 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CB490／物理入門ゼミナール 

(Introductory Seminar on Basic Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
田口 真(TAGUCHI MAKOTO)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY1910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

物理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学の物理を学ぶために必要な主体的学習態度と基礎的な数学・物理の素養を身につけることを目指す。あくまでも自助努力が

基本で，この授業ではそのための支援を行なう。また，他の履修者，教員，TA との議論を通してコミュニケーション力を涵養す

る。 

 

Students aim to learn the active attitude required for studying physics in a university and basic knowledge of mathematics and 

physics. This course supports them to accomplish the goal by themselves. Communication skill is also cultivated through 

discussion among students, lecturers and teaching assistants. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず入学直後に行われる学科別テストで問題演習クラス（上限 30 名）と課題研究クラスに分ける。 

問題演習クラスは高校数学及び物理の問題演習を通して，各自が自分の弱点に気づくことから始める。あくまで自助努力により

その弱点の克服をはかり，大学の物理の履修に支障がないレベルの基礎学力の修得を目指す。また，授業時間外にも学習する

習慣を身につける。 

課題研究クラスはさらに 10 名程度のグループに分け，各グループに教員が付く。グループは調査研究や教科書の輪読など各自

のテーマを設定し，自主的に最終目標及びそれに至るまでの学修計画を立て， それに基づいて課題研究を行う。授業時には各

自が発表を行い，お互いの疑問点や方向性について議論をしながら授業を進める。 

 

Students are designated to a problem exercise class (up to 30 students) or a research class according to the result of 

placement test conducted at the beginning of school year. 

Students in the problem exercise class should be aware of their weak point through solving problems of mathematics and 

physics learned in a high school. They overcome the weakness by themselves and aim to learn basic academic skills required 

for studying physics in a university. 

Students in the research class are divided into subgroups with approximately 10 students and a lecturer. They perform research 

or read in turn a textbook concerning a theme they choose to reach a goal as scheduled by themselves. They present the result 

of their research and discuss questions and courses of the research with other participants in the class 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 問題演習および課題研究（１） 

3. 問題演習および課題研究（２） 

4. 問題演習および課題研究（３） 

5. 問題演習および課題研究（４） 

6. 問題演習および課題研究（５） 

7. 問題演習および課題研究（６） 

8. 問題演習および課題研究（７） 

9. 問題演習および課題研究（８） 

10. 問題演習および課題研究（９） 

11. 問題演習および課題研究（１０） 

12. 問題演習および課題研究（１１） 

13. 問題演習および課題研究（１２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

問題演習クラスでは毎回配付される演習問題を持ち帰り、次回までに解いてくること。課題研究クラスでは各自のテーマに基づい

て予習をしてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度(60%)/最終発表またはレポート(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

特に無し。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献はテーマ毎に異なる。図書館検索ツールや参考文献をたどり各自自主的に探すこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業研究 

(Thesis) 

担当者名 

（Instructor） 
物理学科全専任教員 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
８単位(8 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
------- 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

2015 年度以前入学者適用 

CB561 卒業研究２も参照すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

与えられたテーマについて，最新の研究に触れつつ，理論的あるいは実験的な研究を行う。 

 

To perform research in theoretical physics or in experimental physics while learning the latest topics of the given theme. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教員の指導の下で,与えられたテーマについて理論的あるいは実験的な研究を行う。これは物理学科における教育の総合仕上

げである。研究とは,未知の領域に踏み込むのであり,教員は指導者であると同時に共同研究者でもあるので,何よりも諸君が主体

的に取り組むことが重要である。卒業研究でも世界最前線の研究であることも稀ではない。  

 これまでに講義・演習・実験を通じて学んできた知識や技術を生かし,実りある研究となることを期待する。  

 

To perform research in theoretical physics or in experimental physics while learning the latest topics. Students are asked to be 

active participants of this final course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各指導教員のもとで実験的・理論的研究のテーマの選定を始める。  

2. 各指導教員のもとで実験的・理論的研究のテーマの選定を考える。 

3. 各指導教員のもとで実験的・理論的研究のテーマの選定をする。  

4. 各指導教員のもとで研究のスケジュールを議論する。  

5. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。  

6. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。  

7. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。  

8. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。 

9. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。  

10. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。 

11. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。  

12. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。 

13. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。  

14. 春学期の研究結果を進捗レポートとしてまとめて提出する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・前年度 3 月に受入教員を決定する。 

・原則として卒業研究２は卒業研究１と同じ受入教員とする。 

・各指導教員に進捗レポートを提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平素の研究への姿勢(60%)/進捗レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各指導教員の指示による。 

 

参考文献（Readings） 

各指導教員の指示による。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB531 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業研究１ 

(Thesis 1) 

担当者名 

（Instructor） 
物理学科全専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY4000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

与えられたテーマについて，最新の研究に触れつつ，理論的あるいは実験的な研究を行う。 

 

To perform research in theoretical physics or in experimental physics while learning the latest topics of the given theme. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教員の指導の下で,与えられたテーマについて理論的あるいは実験的な研究を行う。これは物理学科における教育の総合仕上

げである。研究とは,未知の領域に踏み込むのであり,教員は指導者であると同時に共同研究者でもあるので,何よりも諸君が主体

的に取り組むことが重要である。卒業研究でも世界最前線の研究であることも稀ではない。  

 これまでに講義・演習・実験を通じて学んできた知識や技術を生かし,実りある研究となることを期待する。  

 

To perform research in theoretical physics or in experimental physics while learning the latest topics. Students are asked to be 

active participants of this final course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各指導教員のもとで実験的・理論的研究のテーマの選定を始める。  

2. 各指導教員のもとで実験的・理論的研究のテーマの選定を考える。 

3. 各指導教員のもとで実験的・理論的研究のテーマの選定をする。  

4. 各指導教員のもとで研究のスケジュールを議論する。  

5. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。  

6. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。  

7. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。  

8. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。 

9. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。  

10. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。 

11. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。  

12. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。 

13. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。  

14. 春学期の研究結果を進捗レポートとしてまとめて提出する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・前年度 3 月に受入教員を決定する。 

・原則として卒業研究２は卒業研究１と同じ受入教員とする。 

・各指導教員に進捗レポートを提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平素の研究への姿勢(60%)/進捗レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各指導教員の指示による。 

 

参考文献（Readings） 

各指導教員の指示による。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CB561 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業研究２ 

(Thesis 2) 

担当者名 

（Instructor） 
物理学科全専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PHY4000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

与えられたテーマについて，最新の研究に触れつつ，理論的あるいは実験的な研究を行う。 

 

To perform research in theoretical physics or in experimental physics while learning the latest topics of the given theme. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業研究１に引き続き,教員の指導の下で,与えられたテーマについて理論的あるいは実験的な研究を行う。これは物理学科にお

ける教育の総合仕上げである。研究とは,未知の領域に踏み込むのであり,教員は指導者であると同時に共同研究者でもあるの

で,何よりも諸君が主体的に取り組むことが重要である。卒業研究でも世界最前線の研究であることも稀ではない。  

 これまでに講義・演習・実験を通じて学んできた知識や技術を生かし,実りある研究となることを期待する。  

 

To perform research in theoretical physics or in experimental physics while learning the latest topics. Students are asked to be 

active participants of this final course.  It is required to submit the final paper and there is a final aural presentation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各指導教員の指導のもとに，中間報告の準備を始める。   

2. 各指導教員の指導のもとに，中間報告の準備を行う。   

3. 中間レポートをまとめ，報告会に臨む。   

4. 中間レポートを改版し提出する。   

5. 各指導教員のもとで後半の研究内容とスケジュールを議論し決定する。    

6. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。   

7. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。  

8. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。 

9. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。  

10. 各指導教員へ報告議論を行いながら，研究を進める。 

11. 各指導教員の指導のもとに，卒業論文の準備を始める。    

12. 各指導教員の指導のもとに，卒業論文をまとめる。   

13. 各指導教員の指導のもとに，卒業論文をまとめる。   

14. 卒業論文をまとめ提出し，卒業論文発表会に臨む。   

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・前年度 3 月に受入教員を決定する。 

・原則として卒業研究２は卒業研究１と同じ受入教員とする。 

・10 月に中間発表会を行なう。 

・年度末に卒業研究発表会を行なう。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間発表，中間レポート(30%)/卒業研究発表，卒業論文(40%)/平素の研究への姿勢(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各指導教員の指示による。 

 

参考文献（Readings） 

各指導教員の指示による。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／物理化学序論 

(Fundamental Physical Chemistry) 

担当者名 

（Instructor） 
枝元 一之(EDAMOTO KAZUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
------- 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物理的，化学的変化はエントロピーの増大を伴う。本講義は，自発変化の方向，および平衡を理解する上で必須となるエントロピ

ーの概念を修得することを目標とする。 

 

Physical and chemical changes are accompanied by a net increase in entropy. This lecture aims to provide insight into the 

concept of entropy, which is necessary to thoroughly understand the nature of spontaneous change and equilibrium. 

 

授業の内容（Course Contents） 

熱力学の第一法則（エネルギー保存則）について説明する。状態関数の概念を導入し，熱化学を理解する上で重要なヘスの法

則について解説する。 

熱力学の第二法則（エントロピー増大の法則）について説明する。状態関数としてエントロピーを定義し，自発変化においてエント

ロピーが増大すること，演習を通じて理解する。 

ギブズエネルギーの概念を導入し，それを用いて相平衡，化学平衡について統一的な理解を得る。 

 

The First Law of Thermodynamics (Energy Conservation Law) will be explained. The concept of a state function will be 

introduced, and Hess’s Law, which is critical to the understanding of thermochemistry, will be discussed. 

The Second Law of Thermodynamics (Principle of Increase of Entropy) will be explained. Entropy will be defined as a state 

function, and through various exercises, students will come to learn that spontaneous changes are accompanied by an increase 

in entropy. 

The concept of Gibbs energy will be introduced, enabling students to gain a unified understanding of phase and chemical 

equilibrium. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 熱力学第一法則（内部エネルギー） 

2. 熱力学第一法則（エンタルピー） 

3. 熱力学第一法則（熱化学） 

4. 熱力学第二法則（乱雑さとエントロピー） 

5. 熱力学第二法則（エントロピーの熱力学的定義） 

6. 熱力学第二法則（エントロピー変化の例） 

7. 熱力学第二法則（ギブズエネルギー） 

8. 熱力学第二法則（化学熱力学の基本式） 

9. 純物質の相変化（相平衡） 

10. 純物質の相変化（気相－液相平衡） 

11. 化学平衡（平衡定数） 

12. 化学平衡（ルシャトリエの法則） 

13. 混合物の相変化（化学ポテンシャル） 

14. 混合物の相変化（束一的性質） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高校の数学（初等的微積分）と物理学（力学）の復習をしておくこと。教科書を用いた予習をしてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/数回のレポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. P. Atkins、2017、『物理化学（上）』、東京化学同人 (ISBN:978-4-8079-0908-7) 

2. P. Atkins、2017、『物理化学（下）』、東京化学同人 (ISBN:978-4-8079-0909-4) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／有機化学１（化学） 

(Organic Chemistry 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山中 正浩(YAMANAKA MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

有機化学を学んでいくために必要な基礎知識を身につけ，有機反応の反応機構について論理的に考える力を養う。 

 

In this course, students will acquire fundamental knowledge necessary to study organic chemistry, while developing their ability 

to think logically about organic reaction mechanisms. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では，分子構造や有機化学反応を理解するために必要なルイス構造式，共鳴理論，誘起・共鳴効果などの基礎的な概念や

電子の動きを巻矢印で示す方法について解説する。後半では，前半で学習した基本に基づいて，ハロアルカンやアルケンを用い

た有機化学反応について解説する。 

 

In the first half of the course, students will acquire knowledge fundamental to the understanding of molecular structure and 

organic reactions. Lewis dot structure, resonance theory, inductive and resonance effects, and other important concepts will be 

discussed. In addition, students will acquire how to denote electron movement using curved arrow notation. In the second half 

of the course, students will acquire knowledge in terms of organic reactions utilizing halogenated alkanes and alkenes based on 

the basic concepts learned in the first half. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 有機化学入門の復習 

2. 有機化合物の種類と命名法 

3. 分子構造と混成軌道 

4. 立体化学 

5. 酸と塩基 

6. 有機反応の種類 

7. ハロアルカンの求核置換反応（１） 

8. ハロアルカンの求核置換反応（２） 

9. ハロアルカンの脱離反応（１） 

10. ハロアルカンの脱離反応（２） 

11. アルケンへの付加反応（１） 

12. アルケンへの付加反応（２） 

13. 転位反応 

14. 総括とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

有機化学入門で学んだルイス構造式、巻き矢印を使った電子の動かし方、共鳴などの基本事項について理解していることを前提

に講義を進める。講義中の演習やレポート課題については主体的に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用せず。但し，下記参考文献に沿って講義を進めるので、予習・復習のために購入を強く勧める。 

 

参考文献（Readings） 

1. 奥山格・石井昭彦・箕浦真生、2016、『有機化学』改訂２版、丸善 (ISBN:9784621089774) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／有機化学 ２ 

(Organic Chemistry 2) 

担当者名 

（Instructor） 
箕浦 真生(MINOURA MAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

有機化学の基礎となる化学反応を中心に，有機化学について系統的に理解する。 

 

Focusing on the chemical reactions which form the backbone of organic chemistry, this course aims to give students a 

systematic understanding of the field. 

 

授業の内容（Course Contents） 

大学の授業で扱う有機化学は体系的にまとめられている。本学では官能基別体系に沿った講義展開をしており，その内容は「有

機化学１～３」とそれに続く発展的科目に分けられている。本講義では，「有機化学１」に引き続き，各種有機化合物（アルデヒド・

ケトン・カルボン酸誘導体・芳香族化合物など）の構造や反応などについて講義する。カルボニル基やアミノ基などの各官能基の

特徴的な性質について解説し，それらに起因する有機化合物の反応について，有機化学の基礎的な概念（混成軌道・共鳴効果・

誘起効果など）に基づいて解説する。 

 

The organic chemistry concepts and reactions traditionally taught in lectures have been systematically condensed into this 

course. In our university, understanding and uses of various functional groups are discussed in the lectures, which are divided 

into Organic Chemistry 1 – 3 and other more advanced courses. This course is a continuation of Organic Chemistry 1. The 

structures and reactions of various classes of organic compounds (aldehydes, ketones, carbonic acid derivatives, and aromatic 

compounds) will be discussed with the mechanistic approach. The characteristic properties of carbonyl and amino groups will be 

discussed along with the reactions of organic compounds containing them. This lecture will build upon concepts fundamental to 

organic chemistry (hybridized orbitals, resonance effects, and induction effects). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 有機化学の基礎概念の復習と確認テスト 

2. 酸と塩基，共鳴効果と誘起効果 

3. カルボニル化合物の求核付加反応 

4. ケト・エノール互変異性，アルドール反応，クライゼン縮合，アルキル化反応 

5. 中間テスト-1：講義 1～4 回のまとめ 

6. 共役付加反応 

7. Grignard 反応，カルボン酸誘導体の反応 

8. カルボニル化合物のヒドリド還元とアルコールの酸化反応 

9. 転位反応 

10. 中間テスト-2：講義 6～9 回のまとめ 

11. 芳香族求電子置換反応（1） 

12. 芳香族求電子置換反応（2） 

13. 付加環化反応 

14. 有機合成と逆合成解析 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「有機化学１」の学習内容について復習しておくこと（巻矢印を使った電子の動きの記述法など）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間テスト（2 回）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 奥山格・石井昭彦・箕浦真生、2016、『有機化学』改訂 2 版、丸善出版 (ISBN:9784621089774) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CC025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC025／生物学（化） 

(Biology for Chemistry Students) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
基礎からの生物学 

担当者名 

（Instructor） 
瀧 景子(TAKI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生物学の基礎と概念を広く学び、自分の言葉で説明できるようになる。 

生命科学の応用例について、そのしくみを説明できるようになる。 

 

To learn common mechanisms of living organisms and life science applications and gain the ability to explain them in their own 

words. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ヒトの腸内に棲息する大腸菌から、その宿主であるヒトに至るまで、地球上の生物は多様に見えるが、根底には共通の仕組み

が存在する。その一方で、抗がん剤や抗生物質の開発などでは、生物間のシステムの僅かな違いを巧妙に利用してきた。近年

では、ナノサイズで機能を果たす生体高分子複合体の仕組みが、生命科学以外の分野からも注目されている。そこで本講義で

は、生物学の概念や生命に共通するしくみを解説することで、体系化された基礎を形成し、多様化する生命科学がもたらす情報

や応用例を、理解できるようにする。 

 

In this course, student will learn the common mechanisms of living organisms on earth and the basic biology including ecology to 

gain systematic knowledge for life science, enabling the student to come to understand the information and practical 

applications brought about by the life sciences. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. バイオテクノロジー 

2. 体内環境とその維持機構１ (感染と免疫） 

3. 体内環境とその維持機構２ （神経伝達, 内分泌系の働き） 

4. 遺伝情報の発現 

5. 代謝と生体エネルギー生産 

6. 細胞の構造 

7. 生命現象を担う物質（タンパク質と酵素, 核酸の構造） 

8. 遺伝情報の複製・修復機構とがん 

9. 細胞の増殖機構とがん 

10. 有性生殖と遺伝 

11. 個体の形態形成 (発生・iPS細胞） 

12. 生物の共通性と多様性・生物と環境 

13. 創薬・生命倫理 

14. 期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：事前にテキストの該当箇所を読んでおく。 

復習：講義で取り上げた内容を概観し、自分の言葉で説明できるか確認する。テキストの該当箇所にある詳細な情報について、

読んで理解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長野敬、牛木辰男他、2019、『「サイエンスビュー生物総合資料」四訂版』、実教出版 (ISBN:978-4-407-34696-1) 

「サイエンスビュー生物総合資料」三訂版など、以前の版も使用可 

 

参考文献（Readings） 

1. 東京大学生命科学教科書編集委員会編、2017、『現代生命科学』、羊土社 (ISBN:978-4-7581-2053-1) 
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2. デイヴィッド・サダヴァ、2010、『カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第 1~3 巻』、講談社ブルーバックス 

3. 中村桂子、松原謙一監訳、2016、『Essential 細胞生物学 原著第 4 版』、南江堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／物理学 １ 

(Physics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
力と運動の法則 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 博彦(SATO HIROHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

すべての自然現象は，物理学の法則に支配されているといってもいいでしょう。この授業では，主にマクロな現象を記述する物理

学，すなわち古典力学の基礎を習得します。それにより，物体の運動を定量的に理解し，予測する手法を身につけることができま

す。さらに，分子や原子などのミクロな世界を支配する量子力学を学ぶために必要な基礎的概念を身につけることができます。 

 

One could say that all natural phenomena are governed by the laws of physics. This class deals with the physics governing 

objects on the macro-scale. In other words, the fundamentals of classical mechanics will be discussed in this class. Thus, in 

taking this course, students will gain the ability to quantitatively describe the motion of an object. In addition, they will learn 

methods for predicting an object’s motion and trajectory. Furthermore, students will learn the fundamental concepts necessary 

to study quantum mechanics, the laws which govern atoms and molecules at the microscopic level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

微積分を用いて，物体の運動を正確に表現する方法を学びます。次に，具体的な問題を解きながら，質量や力について学びま

す。さらに，運動の法則を大局的に理解するために必要なエネルギーの概念を身につけます。最後に，運動量や角運動量につ

いても学びます。授業の中で，電磁気学の初歩についても触れる予定です。 

 

Utilizing differential calculus, students will learn how to accurately express the movement of an object. Next, while solving real-

world problems, students will learn about mass and force. Furthermore, students will learn the general concept of energy in 

order to better comprehend the big picture painted by the laws of motion. Finally, students will learn about momentum and 

angular momentum. In this class, the basics of electromagnetism are also scheduled to be touched upon. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 速度，加速度 

2. 放物運動，円運動 

3. 運動の法則 

4. いろいろな力と運動方程式 

5. 粘性抵抗をうける物体の運動 

6. フックの法則と調和振動子 

7. 仕事 

8. 運動エネルギーとポテンシャルエネルギー 

9. エネルギー保存の法則 

10. 力積と衝突 

11. 運動量保存の法則 

12. 電場と電位 

13. 力のモーメントと角運動量 

14. 中心力問題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の例題や演習問題を自主的に解いてみること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤博彦、2016、『理工学の基礎としての力学』、培風館 (ISBN:ISBN978-4563025106) 

電場と電位に関してはプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC035／物理学 ２ 

(Physics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ミクロな世界の物理法則 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 博彦(SATO HIROHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

原子や分子などのミクロな世界は，量子力学という物理学に支配されています。この授業では量子力学の基礎を習得します。特

に，化学を専攻する学生を意識して，原子の性質を理解するために必要な概念に重点をおきます。量子力学では日常経験とは

かけ離れた現象が出現するため，新しい概念になじむのに時間がかかりますが，純粋な学問としても非常に興味深い対象である

ことがわかるでしょう。 

 

The microscopic world of atoms and molecules is governed by the physics of quantum mechanics. In this class, students will 

learn the fundamentals of quantum mechanics. This course was specifically designed with students majoring in chemistry in 

mind. Essential concepts necessary to understand the nature of atoms will be emphasized. Within quantum mechanics, many 

phenomena exist that are very abnormal compared to what one sees in their daily life. While it takes time to familiarize oneself 

with these foreign concepts, students will surely find it to be a very interesting subject, even among the pure sciences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最初に，古典力学の限界について述べ，量子力学発見の経緯について簡単に紹介します。その後，量子力学の基本であるシュ

レディンガー方程式を紹介し，波動関数の意味について説明します。簡単な場合についてシュレディンガー方程式を解くことによ

り，固有値や固有関数などについての理解を深めます。最後に，シュレディンガー方程式を三次元における中心力ポテンシャル

問題に適用することにより，原子内における電子の存在状態を理解します。 

 

To start the course, the limits of classical mechanics will be discussed, followed by a simple introduction to the details 

surrounding the discovery of quantum mechanics. Following this, the Schrodinger equation, which forms the basis for quantum 

mechanics, will be introduced, followed by an explanation of the significance of the wave function. By solving some simple cases 

of the Schrodinger equation, students will cultivate a deeper understanding of eigenvalues and eigenfunctions. Finally, by using 

the Schrodinger equation in three dimensions and applying it to central force potential problems, students will be able to 

understand the current state of electrons within an atom. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 古典力学の限界 

2. 波動の表し方 

3. シュレディンガー方程式 

4. 波動関数の解釈 

5. 波束の運動 

6. 固有値と固有関数 

7. 井戸型ポテンシャル問題 

8. 不確定性原理 

9. トンネル効果 

10. 三次元におけるシュレディンガー方程式 

11. 中心力ポテンシャルと極座標 

12. 球面調和関数と角運動量 

13. 水素原子における電子の軌道 

14. 電子のスピン 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

量子力学に対する興味を深め，学習意欲を高めるために，量子論に関する一般書を読むことを薦めます。 

例えば，マンジット・クマール 著 青木薫 訳 「量子革命」 新潮文庫 などがおすすめです。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小形正男、2007、『量子力学』、裳華房 (ISBN:ISBN978-4785322298) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC046 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／化学実験 ２ 

(Standard Laboratory Experiments in Chemistry 2) 

担当者名 

（Instructor） 
松下 信之(MATSUSHITA NOBUYUKI)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
------- 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者適用，化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

合成実験（有機化学・無機化学）および測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）を行うことを通じて，実験操作やデータ

解析，レポートのまとめ方等の基礎について学ぶ。実際の実験を通じて，講義科目で学んだ事柄についての理解を深める。 

 

The aims of this experimental class are to learn experimental techniques, data analyses, and report-writings through synthesis 

experiments (organic and inorganic chemistry) and calculation/measurement experiments (physical, analytical, and 

computational chemistry). Through conducting actual experiments, students will raise their experimental skills and deepen their 

understanding of the concepts discussed in the lectures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

合成実験（有機化学・無機化学）および測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）を行う。「基礎化学実験」・「化学実験

Ａ」・「化学実験Ｂ」で学んだデータ解析・処理の方法，グラフ・表の書き方に基づいて各自で準備を行い，実験後にはマンツーマン

あるいは少人数のレポート面談などを実施することで，実験内容に関する理解の確認とレポート作成スキルの向上を図る。 

 

Students will conduct synthetic experiments (organic and inorganic chemistry) and calculation/measurement experiments 

(physical, analytical, and computational chemistry). Students will prepare experimental reports based on the data analysis and 

processing methods, as well as the graphing/table-making skills learned in “Basic Experiments in Chemistry,” “Standard 

Experiments in Chemistry A,” and “Standard Experiments in Chemistry B.” After each experiment, a one-on-one interview or a 

group interview will be conducted to ensure that students completely understand the experiment, and to help them write better 

reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 合成実験（有機化学・無機化学）（１） 

2. 合成実験（有機化学・無機化学）（２） 

3. 合成実験（有機化学・無機化学）（３） 

4. 合成実験（有機化学・無機化学）（４） 

5. 合成実験（有機化学・無機化学）（５） 

6. 合成実験（有機化学・無機化学）（６） 

7. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（１） 

8. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（２） 

9. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（３） 

10. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（４） 

11. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（５） 

12. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（６） 

13. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（７） 

14. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（８） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実験前に予習し，ノートに実験計画を作成する。その他，課題の解答等，実験ごとに指示がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および実験時の姿勢，提出したレポート（実験項目ごとに提出）および面接の結果を総合的に評価する。(100%) 

ガイダンスには必ず出席すること。遅刻は当日の実験が受けられなくなるので注意すること（詳細は全体ガイダンスで説明する）。

有機化学，無機化学，物理化学，分析化学，および計算化学の実験はそれぞれ独立に評価され，単位取得するためには，それ

らすべてに合格する必要がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

それぞれの実験の指針をガイダンス時に配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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必要に応じて指針に掲載するか，もしくはアナウンスする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各実験の内容は下記の予定である（変更の可能性あり）。 

有機化学：Grignard 反応，鈴木‐宮浦カップリング反応，有機化合物のスペクトル解析 

無機化学：溶媒や温度によって色が変化するニッケル錯体の合成と分光学的測定実験 

物理化学：旋光度測定による擬一次反応速度定数の測定，吸着平衡量の測定，溶液の表面張力，有機色素の電子スペクトルと

蛍光消光 

分析化学：吸光光度法，フローインジェクション 

計算化学：分子構造の最適化，反応解析，振動数評価，励起状態 

 

注意事項（Notice） 
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■CC047 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／化学実験 ３ 

(Standard Laboratory Experiments in Chemistry 3) 

担当者名 

（Instructor） 
箕浦 真生(MINOURA MAO)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
------- 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者適用, 化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

合成実験（有機化学・無機化学）および測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）を行うことを通じて，実験操作やデータ

解析，レポートのまとめ方等の基礎について学ぶ。実際の実験を通じて，講義科目で学んだ事柄についての理解を深める。ま

た，責任ある実験・研究活動を行うために，倫理・行動規範や安全管理などについても学ぶ。 

 

Students will conduct synthesis experiments (organic and inorganic chemistry) as well as calculation/measurement experiments 

(physical, analytical, and computational chemistry) in order to improve their skills at managing experiments, analyzing data, and 

writing reports. Through conducting actual experiments, students will deepen their understanding of the concepts discussed in 

the lectures. In addition, students will learn the proper ethics, conduct, and safety skills that are required when they conduct 

responsible experiments and research activities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

合成実験（有機化学・無機化学）および測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）を行う。「基礎化学実験」・「化学実験Ａ」

で学んだデータ解析・処理の方法，グラフ・表の書き方に基づいて各自で準備を行い，実験後にはマンツーマンあるいは少人数

のレポート面談などを実施することで，実験内容に関する理解の確認とレポート作成スキルの向上を図る。 

 

Students will conduct synthetic experiments (organic and inorganic chemistry) as well as calculation/measurement experiments 

(physical, analytical, and computational chemistry). Students will build upon the data analysis and processing methods, as well as 

the graphing/table-making skills learned in “Basic Experiments in Chemistry” and “Standard Experiments in Chemistry A.” After 

each experiment, one-on-one or slightly larger meetings will be conducted to ensure that students completely understand the 

experiment, and to help them write better reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 合成実験（有機化学・無機化学）（１） 

2. 合成実験（有機化学・無機化学）（２） 

3. 合成実験（有機化学・無機化学）（３） 

4. 合成実験（有機化学・無機化学）（４） 

5. 合成実験（有機化学・無機化学）（５） 

6. 合成実験（有機化学・無機化学）（６） 

7. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（１） 

8. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（２） 

9. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（３） 

10. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（４） 

11. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（５） 

12. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（６） 

13. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（７） 

14. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（８） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実験前に予習し，ノートに実験計画を作成する。その他，課題の解答等，実験ごとに指示がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および実験時の取組み姿勢，提出したレポート（実験項目ごとに提出）および面接の結果を総合的に評価する。(100%) 

ガイダンスには必ず出席すること。遅刻は当日の実験が受けられなくなるので注意すること（詳細は全体ガイダンスで説明する）。

有機化学，無機化学，物理化学，分析化学，および計算化学の実験はそれぞれ独立に評価され，単位取得するためには，それ

らすべてに合格する必要がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

それぞれの実験の指針をガイダンス時に配付する。 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて指針に掲載するか，もしくはアナウンスする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各実験の内容は下記の予定である（変更の可能性あり）。 

有機化学：Friedel-Crafts 反応，アルコールの酸化，有機化学問題演習 

無機化学：コバルト錯体の合成と可視・紫外吸収スペクトルによる同定 

物理化学：分光光度計による酸解離定数の測定，酢酸メチルの加水分解速度の測定，固体の接触角，分配平衡 

分析化学：高速液体クロマトグラフィー，ガスクロマトグラフィー 

計算化学：分子構造の最適化，反応解析，振動数評価 

 

注意事項（Notice） 
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■CC049 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／分析化学 Ａ 

(Analytical Chemistry A) 

担当者名 

（Instructor） 
宮部 寛志(MIYABE KANJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
------- 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

分析化学の基礎および化学量論に基づく化学平衡関係の定量的解析法の修得を目標とする。 

 

This course aims to teach students the fundamentals of analytical chemistry as well as quantitative analysis methods grounded 

in stoichiometric chemical equilibrium. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 化学分析の目的は各成分の同定（定性）や濃度測定（定量）等であり，その方法論は化学的手法（容量分析法や重量分析法

等）と物理学的手法（機器分析法）に区分される。分析化学はこの化学分析の理論的，実験的基礎となる学問である。 

 本講義では，先ず分析化学の全体像を概説し，基本項目（単位、濃度表記や数量情報の処理法等）を説明する。次に，溶液内

化学平衡の取扱いを熱力学的観点から解説する。その後，酸塩基平衡を具体例として化学量論的解析手順を説明し，酸塩基平

衡の関連項目を解説する。さらに，緩衝作用や多塩基酸の酸解離の化学量論的取扱いについて講義を行う。最後に，分析化学

の基礎と化学量論計算について，講義内容を確認する。 

 

The goal of analytical chemistry is the identification of all of a substance’s components (qualitative) and concentrations 

(quantitative). The methodology employed to do so can be divided into chemical methods (volumetric methods, gravimetric 

methods, etc.) and physical methods (instrumental analysis). Analytical chemistry is a discipline that forms the foundation of 

chemical analysis from both a theoretical and experimental standpoint. 

In this lecture, students will receive the complete picture of the important areas of analytical chemistry (units, how to deal with 

varying means of expressing concentration and quantity of a substance, etc.). Following this, students will be shown how to deal 

with chemical equilibrium in solution from a thermodynamic perspective. Afterwards, using acid-base equilibrium as a concrete 

example, stoichiometric analysis procedures will be explained together with related topics. After this, the common ion effect will 

be discussed along with how to treat the dissociation of polyprotic acids from a stoichiometric perspective. At the end, the 

course’s contents will be solidified with a review of the fundamentals of analytical chemistry and stoichiometric calculations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 分析化学の概要と基礎，物理量，SI単位 

2. 濃度表記 

3. 数値の取扱い（有効数字と誤差等） 

4. データの統計処理（正確さと精度等） 

5. 活量と化学平衡の熱力学的基礎 

6. 酸塩基の定義と酸塩基平衡の基礎 

7. 酸塩基平衡の化学量論的取扱い 

8. 化学量論計算の基礎 

9. 塩の水溶液の pH 

10. 多塩基酸の酸解離 

11. 酸塩基中和滴定 

12. 緩衝溶液と緩衝作用 

13. 緩衝能 

14. 分析化学の基礎と化学量論計算のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト①(35%)/中間テスト②(35%)/中間テスト③(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宗林由樹・向井 浩、2008、『基礎 分析化学』、サイエンス社 (ISBN:9784781911557) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

積み上げ方式で講義内容を解説しますので，毎回の授業内容を確実に修得し，それを積み重ねることが重要です。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC050 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／無機化学 Ａ 

(Inorganic Chemistry A) 

担当者名 

（Instructor） 
松下 信之(MATSUSHITA NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
------- 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

無機化学における反応の基礎として，酸・塩基の反応，酸化還元反応を理解する。さらに，金属配位化合物を酸・塩基の立場か

らと d軌道の結合の立場から理解する。また，無機化学の各論・元素科学の入門基礎として水素と水素の化合物を理解する。 

 

This course aims to give students an understanding of acid-base reactions and oxidation-reduction reactions as basics of 

inorganic chemistry. Furthermore, an understanding of metal coordination compounds from the standpoint of acid-base 

reactions and d-orbital bonds is aim. Additionally, an understanding of hydrogen, in terms of elemental science, and hydrogen 

compounds is also aim. 

 

授業の内容（Course Contents） 

無機化学は無機物質を対象としているが，無機物質の諸性質や特徴を羅列的に網羅的に取り扱うものではない。周期表に基づ

き元素の特徴を理解し，様々な無機物質の諸性質や反応などを系統的に理解する分野である。 

本科目では，まず無機化学において重要で基礎である反応として，酸・塩基反応，酸化還元反応を，高校で学習した内容から発

展させながら学習する。 

次に，高校では深く学習していない金属配位化合物に関して，酸・塩基の立場からと d軌道の結合の立場から学んでいく。 

最後に，無機化学各論，すなわち，元素科学的視点で，周期表筆頭である水素について，水素原子，水素分子，水素の化合物と

掘り下げながら，他の元素との接点にも注意を払い学習する。 

 

Inorganic chemistry chiefly deals with inorganic substances, however it is impossible to pull all types of inorganic compounds, 

each with their own unique properties and characteristics, under a single comprehensive umbrella. In this field, students will gain 

an understanding of an element’s characteristics via the periodic table, allowing them to systematically understand the 

properties and reactions for various inorganic substances. 

In this course, students will first learn acid-base and oxidation-reduction reactions as fundamental and important chemical 

reactions in inorganic chemistry, based on an understanding in high school. 

Next, students will learn about metal coordination compounds, which were not thoroughly covered in high school, from the 

perspective of acid-base reactions and d-orbital bonds. 

Lastly, students will learn about hydrogen as the first element of the periodic table in terms of elemental science. This course 

will give in detail properties and bonds of hydrogen atom, hydrogen molecule and hydrogen compounds, while considering about 

the relationship with other elements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 酸と塩基：ブレンステッドの酸・塩基，酸の強さ，多塩基酸 

2. 酸と塩基：強酸・弱酸，強塩基．弱塩基の定量的取扱い，水平化効果・溶媒の窓 

3. 酸と塩基：オキソ酸，酸の強さの周期表的傾向，ポーリングの規則 

4. 酸と塩基：ルイスの酸・塩基と HSAB 則 

5. 配位化合物：配位結合，金属の配位化合物 

6. 配位化合物：配位構造，配位化合物の命名法，異性体 

7. 配位化合物：d軌道の結合，結晶場，配位子場 

8. 配位化合物：金属錯体の光吸収，磁性 

9. 酸化還元反応：酸化と還元，半反応式 

10. 酸化還元反応：標準酸化還元電位 

11. 酸化還元反応：電池と電気分解 

12. 元素科学 水素１：元素，単体，製法，用途 

13. 元素科学 水素２：同位体 

14. 元素科学 水素３：水素化物 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「無機化学入門」，ならびに，高校で学習した化学の内容を復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない． 

 

参考文献（Readings） 

独学・自習用テキストとして，『シュライバー・アトキンス 無機化学 （上）／（下）』（東京化学同人 2008 4807906674／

4807906682） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

復習を推進し，内容の理解を深めるため，復習課題を提供する。志あるものは取り組んでほしい。 

この復習課題は成績評価には含まれない。しかし，授業を受けて，間をおかずに復習し，毎回復習課題に取り組むことは，結果

的に期末試験の成績をより望ましいものにすることとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／科学英語１（化） 

(English for Chemistry Students 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
English for Chemistry Students 

担当者名 

（Instructor） 

宮本 恵子(MIYAMOTO KEIKO) 

中川 直子(NAKAGAWA NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
------- 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者適用，化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英文の専門書や論文を読んだり講演を聴講できる下地を作ることを目標に，文法，専門用語の勉強を通じて科学英語に対する

総合的な理解力を強化する。大学院で行う英語論文作成の準備段階としての英文レポートの書き方を学ぶ。 

 

This course provides an opportunity for physics students to use their ability to read text or literature written in English and also 

to hear lectures in English.  Especially, this course provides exercises to understand the technical terms and grammar used in 

scientific literature.  The skill of writing a scientific report will also be taught. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生は 2 つのグループに分かれ，宮本と中川のそれぞれの担当分を履修する。 

 

宮本担当分  

化学英語は普通の英語とどう違うのかを理解した上で，化学分野の英文を正しく読み書くために重要な化学英語特有の文法を

学び，リスニングとリーディングの演習を行う。 

 

中川担当分  

化学をテーマにした，「精読」と「多読」を組み合わせた reading演習，音声教材による listening演習，及び speaking 演習を行う。

英語で実験レポートを書き，writing 演習も行う。理解度確認のための小テストを複数回実施する。  

 

Students, divided into two groups, will attend classes given by Miyamoto and Nakagawa, respectively.        

Miyamoto Class:      

What is Chemical English? How is it different from "ordinary" English?  Students will learn chemistry-specific grammar and 

perform listening and reading exercises.    

Nakagawa Class:     

Students will perform intensive and extensive reading exercises based on chemical topics, listening exercises using recorded 

sounds, writing exercises, comprising writing an experiment report, and speaking exercises. Several comprehension tests will be 

given.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：化学英語とは？ 

2. 文法：冠詞，前置詞，動詞から作る形容詞 

3. 文法：複合名詞，物質名詞や抽象名詞が普通名詞になるとき 

4. リスニング：リピーティング，シャドーイング，メモを取りながら聞く 

5. リーディング：中学／高校レベルの化学を英語で学ぶと？ 

6. リーディング：大学の化学 

7. 宮本担当授業最終テスト 

8. 英語論文の構成・英文レポートの書き方 

9. 論文精読１ 

10. 論文精読２ 

11. リーディング・リスニング・スピーキング演習１ 

12. リーディング・リスニング・スピーキング演習２ 

13. リーディング・リスニング・スピーキング演習３ 

14. 中川担当授業最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

専門用語を調べることのできる電子辞書などのツールは毎回持参すること。テストやレポートに向けて毎回の授業をよく復習する

こと。 

宮本の５回の小テスト（２〜６回目の授業で実施）は原則として前回の授業で解説した内容を対象とし，出欠を兼ねて授業の開始
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時に実施するので遅刻しないように。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中に５回実施する小テスト(宮本）(20%)/最終テスト(宮本）(30%)/小テスト・最終テスト(中川）(25%)/レポート(中川）(15%)/授業

態度（出席を含む）(中川）(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮本恵子、2017、『化学英語３０講』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-14675-2) 

プリント教材を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://scientificeng.blogspot.com/ 

https://scientificenglishclass.blogspot.com/ 

https://chemelmnts.blogspot.com/ 

 

注意事項（Notice） 
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■CC073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／物理化学入門 

(Introduction to Physical Chemistry) 

担当者名 

（Instructor） 
枝元 一之(EDAMOTO KAZUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用，化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学において化学を学習していく上で必要な、物理化学の基礎を習得する。 

 

In this course, students will learn the basics of physical chemistry necessary for studying chemistry at the collegiate level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

物理化学を学ぶ上で必要な、物理学の基本的な概念（力、運動量、エネルギーなど）を説明する。それらをふまえて、原子・分子

の構造を理解する上で必要な量子論の概念（重ね合わせの原理、粒子の同種性、不確定性原理など）について解説する。波動

関数と、それを求めるためのシュレディンガー方程式について解説する。それらをもとに、原子の構造、化学結合の本質について

説明する。 

 

Basic physics concepts necessary to study physical chemistry (force, momentum, energy, etc.) will be explained in this course. 

Building upon these ideas, quantum theory concepts essential to understanding the structure of atoms and molecules 

(superposition principle, identical particles, the uncertainty principle, etc.) will be discussed. Wave functions, and the Schrodinger 

equation that is used to derive them will be discussed. Using that as a base, atomic structure and the nature of chemical bonds 

will be explained. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 運動の法則（力と運動量） 

2. 力学的エネルギー 

3. 量子論の基本原理（粒子性と波動性） 

4. 量子論の基本原理（重ね合わせの原理、不確定性原理） 

5. 波動関数とシュレディンガー方程式 

6. シュレディンガー方程式の解（一次元運動） 

7. シュレディンガー方程式の解（二次元の回転）と角運動量 

8. 水素原子の電子状態 

9. 多電子原子の電子状態 

10. 周期律 

11. 原子スペクトル 

12. 化学結合の本質 

13. 分子軌道法 

14. LCAO 近似 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高校の数学（初等的微積分）と高校の物理学（力学）の復習をしておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/数次のレポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 枝元一之、2011、『はじめて学ぶ物理化学』、化学同人 (ISBN:978-4-7598-1488-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC074 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／分析化学入門 

(Introduction to Analytical Chemistry) 

担当者名 

（Instructor） 
宮部 寛志(MIYABE KANJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用, 化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

分析化学の基礎および化学量論に基づく化学平衡関係の定量的解析法の修得を目標とする。 

 

This course aims to teach students the fundamentals of analytical chemistry as well as quantitative analysis methods grounded 

in stoichiometric chemical equilibrium. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 化学分析の目的は各成分の同定（定性）や濃度測定（定量）等であり，その方法論は化学的手法（容量分析法や重量分析法

等）と物理学的手法（機器分析法）に区分される。分析化学はこの化学分析の理論的，実験的基礎となる学問である。 

 本講義では，先ず分析化学の全体像を概説し，基本項目（単位、濃度表記や数量情報の処理法等）を説明する。次に，溶液内

化学平衡の取扱いを熱力学的観点から解説する。その後，酸塩基平衡を具体例として化学量論的解析手順を説明し，酸塩基平

衡の関連項目を解説する。さらに，緩衝作用や多塩基酸の酸解離の化学量論的取扱いについて講義を行う。最後に，分析化学

の基礎と化学量論計算について，講義内容を確認する。 

 

The goal of analytical chemistry is the identification of all of a substance’s components (qualitative) and concentrations 

(quantitative). The methodology employed to do so can be divided into chemical methods (volumetric methods, gravimetric 

methods, etc.) and physical methods (instrumental analysis). Analytical chemistry is a discipline that forms the foundation of 

chemical analysis from both a theoretical and experimental standpoint. 

In this lecture, students will receive the complete picture of the important areas of analytical chemistry (units, how to deal with 

varying means of expressing concentration and quantity of a substance, etc.). Following this, students will be shown how to deal 

with chemical equilibrium in solution from a thermodynamic perspective. Afterwards, using acid-base equilibrium as a concrete 

example, stoichiometric analysis procedures will be explained together with related topics. After this, the common ion effect will 

be discussed along with how to treat the dissociation of polyprotic acids from a stoichiometric perspective. At the end, the 

course’s contents will be solidified with a review of the fundamentals of analytical chemistry and stoichiometric calculations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 分析化学の概要と基礎，物理量，SI単位 

2. 濃度表記 

3. 数値の取扱い（有効数字と誤差等） 

4. データの統計処理（正確さと精度等） 

5. 活量と化学平衡の熱力学的基礎 

6. 酸塩基の定義と酸塩基平衡の基礎 

7. 酸塩基平衡の化学量論的取扱い 

8. 化学量論計算の基礎 

9. 塩の水溶液の pH 

10. 多塩基酸の酸解離 

11. 酸塩基中和滴定 

12. 緩衝溶液と緩衝作用 

13. 緩衝能 

14. 分析化学の基礎と化学量論計算のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト①(35%)/中間テスト②(35%)/中間テスト③(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宗林由樹・向井 浩、2008、『基礎 分析化学』、サイエンス社 (ISBN:9784781911557) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

積み上げ方式で講義内容を解説しますので，毎回の授業内容を確実に修得し，それを積み重ねることが重要です。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC075 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／有機化学入門 

(Introduction to Organic Chemistry) 

担当者名 

（Instructor） 

箕浦 真生(MINOURA MAO) 

山中 正浩(YAMANAKA MASAHIRO) 

森本 正和(MORIMOTO MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用，化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

有機化学の基礎となる，有機分子の結合様式と構造と共鳴法を理解し，巻矢印で電子の流れを表して有機分子の反応がどのよ

うに起きるかを理解できることを目標とする。          

 

This course aims to give students an understanding of resonance effects as well as the nature and structure of the bonds 

between atoms in organic molecules. Additionally, it aims to show students how to denote the flow of electrons using curved-

arrow notation, gaining a clearer understanding of how reactions occur between organic molecules.          

 

授業の内容（Course Contents） 

有機化合物を作り上げる結合の基本原理と，反応を支配する電子の流れを理解することによって，生命のしくみと物質の世界を

支配する有機化学の基礎を学ぶ。高等学校レベルの化学の有機化学分野と大学で学ぶ有機化学をつなぐ授業である。 

ルイス構造を正しく書き，共鳴法について学び，電子の流れを巻矢印で示し，化学結合の切断と生成を表すことによって，反応機

構を含む有機化学の基礎を学ぶ。 

 

By gaining a firm understanding of the chemical bonds that make up organic compounds and the flow of electrons that dictates 

the organic reactions, students will learn the fundamentals of organic chemistry that govern life itself. This is a course that 

connects the high school chemistry courses with the organic chemistry learned at the collegiate level. 

Students will learn how to properly write Lewis dot structures and understand the causes and effects of resonance structures. 

By learning how to denote the flow of electrons and the breaking and formation of chemical bonds with curved-arrow notation, 

students will learn the fundamentals of organic chemistry with reaction mechanisms. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 有機化合物と結合様式 

2. ルイス構造式（1） 

3. ルイス構造式（2） 

4. ルイス構造式（3） 

5. 共鳴法（1） 

6. 共鳴法（2） 

7. 共鳴法（3） 

8. 共鳴法（4） 

9. 共鳴法（5） 

10. 反応機構の書き方（1） 

11. 反応機構の書き方（2） 

12. 反応機構の書き方（3） 

13. 反応機構の書き方（4） 

14. 反応機構の書き方（5） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は必要としないが，復習課題としてワークブックを適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト（複数回）(100%) 

講義中に適宜確認テストを行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 奥山 格、2009、『有機化学』ワークブック、丸善出版 (ISBN:978-4-621-08179-2) 

2. 奥山 格・石井 昭彦・箕浦 真生、2016、『有機化学』改訂 2版、丸善出版 (ISBN:978-4-621-08977-4) 

 

参考文献（Readings） 



 - 272 - 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC076 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／無機化学入門 

(Introduction to Inorganic Chemistry) 

担当者名 

（Instructor） 
松下 信之(MATSUSHITA NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用，化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

無機化学の入門，基礎として，元素の基本的性質として，原子の構造，周期性・周期表，ならびに，物質構成の基本事項として，

化学結合，分子の構造，結晶構造について理解する。 

 

As an introduction into inorganic chemistry, this course aims to give students an understanding of the fundamental nature of 

elements, atomic structure, periodicity of elements and the periodic table. As basics of composition of substances, an 

understanding of chemical bonds, molecular structure, and crystal structures is also aim. 

 

授業の内容（Course Contents） 

無機化学は無機物質を対象としているが，無機物質の諸性質や特徴を羅列的に網羅的に取り扱うものではない。周期表に基づ

き元素の特徴を理解し，様々な無機物質の諸性質や反応を系統的に理解する分野である。 

本科目では，周期表に立脚して，系統的に元素や物質を理解する素養が養われるように講義を進める。 

そのため，まず，原子の構造を知り，周期律の由来，元素の諸性質の周期性について理解を図る。 

次に，分子の構造や結合の特徴を整理し，それらの周期表上における系統的変化を理解する。 

そして，固体で取り扱うことの多い無機物質における典型的な結晶構造，化学結合との関係，周期表上での傾向を学ぶ。 

 

Inorganic chemistry chiefly deals with inorganic substances, however it is impossible to pull all types of inorganic compounds, 

each with their own unique properties and characteristics, under a single comprehensive umbrella. In this field, one gains an 

understanding of an element’s characteristics via the periodic table, allowing one to systematically understand the properties 

and reactions for various inorganic substances. 

In this course, the aim is to lay the groundwork for students to gain a systematic understanding of various elements and 

substances through the periodic table. 

To that end, students will first learn atomic structure, the origins of periodic law, and the periodicity of various properties of 

elements. 

Next, students will learn the characteristics of molecular structure and bonds as well as what information one can infer 

regarding them from the periodic table. 

Following this, students will learn crystal structures commonly seen in inorganic substances, which adapt solid states in many 

cases. The relation of these crystal structures to chemical bonds will be discussed, in addition to periodic trends. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：無機化学とは 

原子の構造：原子中の電子（高校の復習から原子軌道へ） 

2. 原子の構造：原子軌道，電子配置 

3. 周期表：周期表の形と電子配置，s，p，d，f ブロック元素，元素の分類 

4. 周期表：周期律・原子の大きさ・イオン化エネルギー 

5. 化学結合：電子対結合論（高校で学んだ化学結合論），分子の形・VSEPR モデル 

6. 化学結合：原子価結合法，混成軌道，共鳴 

7. 化学結合：分子軌道法 

8. 化学結合：電気陰性度 

9. 結晶構造：結晶と非晶質，結晶格子 

10. 結晶構造：最密充填構造 

11. 結晶構造：その他の基本充填構造 

12. 結晶構造：イオン結晶 1（基本構造） 

13. 結晶構造：イオン結晶 2（格子エネルギー） 

14. 結晶構造：金属と半導体 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高校で学んだ化学について，全般的に復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

独学・自習用テキストとして，『シュライバー・アトキンス 無機化学 （上）／（下）』（東京化学同人 2008 4807906674／

4807906682） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

復習を推進し，内容の理解を深めるため，復習課題を提供する。志あるものは取り組んでほしい。 

この復習課題は成績評価には含まれない。しかし，授業を受けて，間をおかずに復習し，毎回復習課題に取り組むことは，結果

的に期末試験の成績をより望ましいものにすることとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC077 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／数学（化） 

(Mathematics for Chemistry Students) 

担当者名 

（Instructor） 
望月 祐志(MOCHIZUKI YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用, 化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学部の物理化学や計算化学を学ぶ上で必要となる数学の基礎を学ぶ。 

 

This course covers the fundamental mathematics required to study physical chemistry and computational chemistry in this 

department. 

 

授業の内容（Course Contents） 

数列，微積分，線形代数，さらに統計の基礎を学び，化学の問題への適用事例も取り挙げる。大学での物理化学や計算化学は

数学的な理解や操作が求められることも少なくないため，そのための準備を行うという位置づけになる。 

 

Students will learn the fundamentals of number sequences, calculus, linear algebra, and statistics. Mathematical ability and 

understanding should be necessary in physical chemistry and computational chemistry. Thus, this course will serve as a 

preparation of base for those subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 科目のオリエンテーション： 数学と化学の関係 

2. 基礎的な関数： 指数と対数，三角関数，複素数 

3. 数列と極限： 等差数列，等比数列，和 

4. 微分と積分１： 導関数，極値，偏微分と全微分 

5. 微分と積分２： 不定積分，定積分 

6. 微分方程式： 代数的解法，ラプラス変換 

7. 線形代数１： ベクトル，行列 

8. 線形代数２： 固有値問題，行列式 

9. 線形代数３： 線形方程式，逆行列 

10. 補足１：線形変分法など 

11. 化学現象のモデル化 

12. 統計： 平均，分散，データ処理 

13. 補足２：機械学習、主成分解析など 

14. 総復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高校の数学を復習しておくことが望ましい。授業の進行は比較的速くなるので，数学に苦手意識の強い学生は予習と復習を怠ら

ないことを強く薦める。行列については，高校では習わない内容となるので自助努力を特に要する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業期間中の２回の小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 川瀬雅也＆内藤浩忠、2010、『化学のための数学入門』、化学同人 (ISBN:4-7598-1293-0) 

本教科書にはタイポが散見されるので，授業中に訂正箇所を伝える予定である。また，教科書の中の項目順番に囚われず，内

容を適宜スキップすることもあるので注意されたい。 

 

参考文献（Readings） 

各自で好みの参考書を求めて自習することを強く薦める。石村園子先生のシリーズ本（共立出版）は分かり易いと思われる。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教科書以外の資料を授業の進行に応じて配付する（量は多い）。インターネット上の良質な動画を視ることも勧めたい。例えば、ヨ

ビノリ <http://yobinori.jp/> では、積分や線形代数などが分かり易く解説されている。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC078 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎化学実験 

(Basic Experiments in Chemistry) 

担当者名 

（Instructor） 
田渕 眞理(TABUCHI MARI)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

導入期における「学びの技法」の科目であり，化学の研究を行う上で必要となる実験技術および計算・情報科学の基礎の修得を

目標とする。同時に，研究に対する心構え，倫理・行動規範や安全管理，情報リテラシーなどについても学ぶ。 

 

As an introduction phase in “Academic Learning Methods,” this discipline teaches students the fundamental experimental 

techniques, calculations, and information science knowledge required from one who wishes to conduct chemical research. At 

the same time, students will learn the proper mental attitude, ethics, conduct, safety management skills, and information literacy 

required by those wishing to go into research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は実験系科目であり，（１）情報科学，（２）合成実験，（３）測定実験の三つのカテゴリから成り立っている。（１）情報科学で

は，昨今のネットワーク，モバイル環境の急激な変化に適切に対応できるように大学生として必須な情報科学の基礎について学

ぶ。（２）合成実験では簡単な有機化合物の合成を通して，試薬の秤量やろ過などの原理と基礎技術を身につける。（３）測定実

験では中和滴定を通じて，酸・塩基，pH 測定，滴定の原理と技術，得られたデータの処理方法について学ぶ。 

 

This discipline is laboratory based, and consists of the following three categories: (1) information science, (2) synthesis 

experiments, and (3) measurement experiments. (1) In the information science, students will learn the fundamental information 

necessary to appropriately interact with the sudden changes brought about by the internet and mobile devices. (2) In the 

synthesis, students will synthesize simple organic compounds, familiarizing themselves with the fundamental skills of weighing 

and filtering reagents. (3) In the measurement experiment, students will perform a neutralization titration, learning about the 

theory and techniques employed while dealing with acids, bases, pH measurement, and titrations. Additionally, students will learn 

about how to process the data they gather. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体および情報科学ガイダンス 

2. 情報科学（１） 

3. 情報科学（２） 

4. 情報科学（３） 

5. 実験ガイダンス 

6. 実験機器の取り扱い方 

7. 合成実験（１） 

8. 合成実験（２） 

9. 合成実験（３） 

10. 合成実験（４） 

11. 測定実験（１） 

12. 測定実験（２） 

13. 測定実験（３） 

14. 測定実験（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『基礎化学実験指針』を理解し，十分に予習してから実験・演習に望むこと。実験をする前までに実験ノートに実験計画を作成す

る。その他，実験前課題など実験ごとに指示がある。十分な準備が出来ていない者には実験を許可しない場合があるので，注意

すること。また，実験終了後には実験報告（複数回）の提出が必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実験態度，実験報告，面接の総合評価(100%) 

ガイダンスには必ず出席すること。遅刻は当日の実験が受けられないこともあるので注意すること（詳細はガイダンスで説明す

る）。 

 

テキスト（Textbooks） 
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ガイダンスで『基礎化学実験指針』を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指針に掲載するか，もしくは授業時にアナウンスする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業では，試薬・ガラス器具・測定機器などを用いた実験や，コンピュータを用いた情報科学演習を行う。 

実験ノートや実験報告書の内容について，個別面接などによりフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC079 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／物理化学 １ 

(Physical Chemistry 1) 

担当者名 

（Instructor） 
枝元 一之(EDAMOTO KAZUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用, 化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物理的，化学的変化はエントロピーの増大を伴う。本講義は，自発変化の方向，および平衡を理解する上で必須となるエントロピ

ーの概念を修得することを目標とする。 

 

Physical and chemical changes are accompanied by a net increase in entropy. This lecture aims to provide insight into the 

concept of entropy, which is necessary to thoroughly understand the nature of spontaneous change and equilibrium. 

 

授業の内容（Course Contents） 

熱力学の第一法則（エネルギー保存則）について説明する。状態関数の概念を導入し，熱化学を理解する上で重要なヘスの法

則について解説する。 

熱力学の第二法則（エントロピー増大の法則）について説明する。状態関数としてエントロピーを定義し，自発変化においてエント

ロピーが増大すること，演習を通じて理解する。 

ギブズエネルギーの概念を導入し，それを用いて相平衡，化学平衡について統一的な理解を得る。 

 

The First Law of Thermodynamics (Energy Conservation Law) will be explained. The concept of a state function will be 

introduced, and Hess’s Law, which is critical to the understanding of thermochemistry, will be discussed. 

The Second Law of Thermodynamics (Principle of Increase of Entropy) will be explained. Entropy will be defined as a state 

function, and through various exercises, students will come to learn that spontaneous changes are accompanied by an increase 

in entropy. 

The concept of Gibbs energy will be introduced, enabling students to gain a unified understanding of phase and chemical 

equilibrium. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 熱力学第一法則（内部エネルギー） 

2. 熱力学第一法則（エンタルピー） 

3. 熱力学第一法則（熱化学） 

4. 熱力学第二法則（乱雑さとエントロピー） 

5. 熱力学第二法則（エントロピーの熱力学的定義） 

6. 熱力学第二法則（エントロピー変化の例） 

7. 熱力学第二法則（ギブズエネルギー） 

8. 熱力学第二法則（化学熱力学の基本式） 

9. 純物質の相変化（相平衡） 

10. 純物質の相変化（気相－液相平衡） 

11. 化学平衡（平衡定数） 

12. 化学平衡（ルシャトリエの法則） 

13. 混合物の相変化（化学ポテンシャル） 

14. 混合物の相変化（束一的性質） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高校の数学（初等的微積分）と物理学（力学）の復習をしておくこと。教科書を用いた予習をしてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/数回のレポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. P. Atkins、2017、『物理化学（上）』、東京化学同人 (ISBN:978-4-8079-0908-7) 

2. P. Atkins、2017、『物理化学（下）』、東京化学同人 (ISBN:978-4-8079-0909-4) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC080 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／分析化学 １ 

(Analytical Chemistry 1) 

担当者名 

（Instructor） 
宮部 寛志(MIYABE KANJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各種機器分析法の基本原理や特徴を理解すると共に，定性・定量分析，構造解析や状態分析等への応用の枠組みを理解す

る。機器分析法の基礎の修得を目標とする。 

 

By gaining a fundamental understanding of the principles and theory behind various instrumental analysis techniques, the 

groundwork will be laid for students to apply both qualitative and quantitative analysis methods as well as structural and state 

analysis methods to practical problems. This course aims to teach students fundamental instrumental analysis techniques. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 各種の機器分析法が，目的成分や分析対象物質の定性・定量分析，構造解析，状態分析や物性解析等に幅広く利用されてい

る。本講義では，主に汎用性の高い各種分光分析法と分離分析法について，その基本原理や特徴を解説する。 

 先ず，分光分析法ついて概説し，その後各種分光分析法について個別に基本項目を説明する。次に，分離分析法について概

説し，その後各種分離分析法について個別に基本項目を説明する。 

 

A wide variety of instrumental analysis methods are used in order to gain qualitative and quantitative data on various analytes. 

Additionally, instruments can be used for structural analysis, state analysis, and the determination of an analyte’s physical 

properties, among many other things. In this lecture, the fundamental ideas behind highly versatile spectroscopic analysis 

methods and separation analysis methods will be discussed. 

First, the general ideas behind spectroscopy will be introduced, after which the fundamentals behind various individual 

spectroscopic analysis methods will be explained. Next, the general ideas behind separation analysis will be introduced, after 

which the fundamentals behind various individual separation analysis methods will be explained. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 機器分析法の概要 

2. 紫外－可視スペクトル法 

3. 赤外吸収スペクトル法 

4. 核磁気共鳴スペクトル法（プロトン－NMR） 

5. 核磁気共鳴スペクトル法（炭素 13－NMR） 

6. 質量分析法 

7. 各種スペクトル法のまとめ 

8. 分離分析法の概要 

9. クロマトグラフィーの基礎 

10. 解析理論（段理論と速度論） 

11. 高速液体クロマトグラフィー 

12. ガスクロマトグラフィー 

13. 電気泳動法 

14. 機器分析法のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト①(35%)/中間テスト②(35%)/中間テスト③(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 泉 美治 他、2012、『機器分析のてびき、第一集』、化学同人 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

積み上げ方式で講義内容を解説しますので，毎回の授業内容を確実に修得し，それを積み重ねることが重要です。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／無機化学 １ 

(Inorganic Chemistry 1) 

担当者名 

（Instructor） 
松下 信之(MATSUSHITA NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

無機化学における反応の基礎として，酸・塩基の反応，酸化還元反応を理解する。さらに，金属配位化合物を酸・塩基の立場か

らと d軌道の結合の立場から理解する。また，無機化学の各論・元素科学の入門基礎として水素と水素の化合物を理解する。 

 

This course aims to give students an understanding of acid-base reactions and oxidation-reduction reactions as basics of 

inorganic chemistry. Furthermore, an understanding of metal coordination compounds from the standpoint of acid-base 

reactions and d-orbital bonds is aim. Additionally, an understanding of hydrogen, in terms of elemental science, and hydrogen 

compounds is also aim. 

 

授業の内容（Course Contents） 

無機化学は無機物質を対象としているが，無機物質の諸性質や特徴を羅列的に網羅的に取り扱うものではない。周期表に基づ

き元素の特徴を理解し，様々な無機物質の諸性質や反応などを系統的に理解する分野である。 

本科目では，まず無機化学において重要で基礎である反応として，酸・塩基反応，酸化還元反応を，高校で学習した内容から発

展させながら学習する。 

次に，高校では深く学習していない金属配位化合物に関して，酸・塩基の立場からと d軌道の結合の立場から学んでいく。 

最後に，無機化学各論，すなわち，元素科学的視点で，周期表筆頭である水素について，水素原子，水素分子，水素の化合物と

掘り下げながら，他の元素との接点にも注意を払い学習する。 

 

Inorganic chemistry chiefly deals with inorganic substances, however it is impossible to pull all types of inorganic compounds, 

each with their own unique properties and characteristics, under a single comprehensive umbrella. In this field, students will gain 

an understanding of an element’s characteristics via the periodic table, allowing them to systematically understand the 

properties and reactions for various inorganic substances. 

In this course, students will first learn acid-base and oxidation-reduction reactions as fundamental and important chemical 

reactions in inorganic chemistry, based on an understanding in high school. 

Next, students will learn about metal coordination compounds, which were not thoroughly covered in high school, from the 

perspective of acid-base reactions and d-orbital bonds. 

Lastly, students will learn about hydrogen as the first element of the periodic table in terms of elemental science. This course 

will give in detail properties and bonds of hydrogen atom, hydrogen molecule and hydrogen compounds, while considering about 

the relationship with other elements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 酸と塩基：ブレンステッドの酸・塩基，酸の強さ，多塩基酸 

2. 酸と塩基：強酸・弱酸，強塩基．弱塩基の定量的取扱い，水平化効果・溶媒の窓 

3. 酸と塩基：オキソ酸，酸の強さの周期表的傾向，ポーリングの規則 

4. 酸と塩基：ルイスの酸・塩基と HSAB 則 

5. 配位化合物：配位結合，金属の配位化合物 

6. 配位化合物：配位構造，配位化合物の命名法，異性体 

7. 配位化合物：d軌道の結合，結晶場，配位子場 

8. 配位化合物：金属錯体の光吸収，磁性 

9. 酸化還元反応：酸化と還元，半反応式 

10. 酸化還元反応：標準酸化還元電位 

11. 酸化還元反応：電池と電気分解 

12. 元素科学 水素１：元素，単体，製法，用途 

13. 元素科学 水素２：同位体 

14. 元素科学 水素３：水素化物 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「無機化学入門」，ならびに，高校で学習した化学の内容を復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



 - 283 - 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない． 

 

参考文献（Readings） 

独学・自習用テキストとして，『シュライバー・アトキンス 無機化学 （上）／（下）』（東京化学同人 2008 4807906674／

4807906682） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

復習を推進し，内容の理解を深めるため，復習課題を提供する。志あるものは取り組んでほしい。 

この復習課題は成績評価には含まれない。しかし，授業を受けて，間をおかずに復習し，毎回復習課題に取り組むことは，結果

的に期末試験の成績をより望ましいものにすることとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC082 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／化学実験 Ａ 

(Standard Experiments in Chemistry A) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 亨(WADA TOHRU)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用，化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

化学の主要分野である物理化学，有機化学，無機化学，および分析化学の実験を行うことを通じて，実験操作やデータ解析，レ

ポートのまとめ方等の基礎について学ぶ。実際の実験を通じて，講義科目で学んだ事柄についての理解を深める。 

 

By conducting experiments in the major fields of chemistry, physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, and 

analytical chemistry, this course aims to teach students how to manage experiments, analyze data, and write summary reports. 

Through conducting actual experiments, students will deepen their understanding of the concepts discussed in the lectures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

物理化学実験（シュウ酸の溶解度の温度依存性と溶解熱），有機化学実験（安息香酸メチルの合成），無機化学実験（金属錯体

の合成と同定），および分析化学実験（中和滴定曲線の詳細解析と終点検出機構）を行う。各実験の前には，実験の理論的背景

やデータ解析・処理の方法，グラフ・表の書き方，実験レポートのまとめ方などについての解説を行い，実験後には，マンツーマン

あるいは少人数のレポート面談を実施することで，実験内容に関する理解の確認とレポート作成スキルの向上を図る。 

 

The experiments to be conducted are listed as follows. In physical chemistry: “Determining the Heat of Solvation and the 

Temperature Dependence of the Solubility of Oxalic Acid.” In organic chemistry: “Synthesis of Methyl Benzoate.” In inorganic 

chemistry: “Synthesis and Identification of Metal Complexes.” In analytical chemistry: “Analysis of an Acid Titration Curve and 

End Point Detection Mechanisms.” Before each experiment, the relevant theory will be thoroughly discussed along with data 

analysis and processing methods, how to create the necessary charts and graphs, and how to create the experimental report. 

After each experiment, one-on-one or small group interview will be conducted to ensure that students completely understand 

the experiment, and to help them write better reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体ガイダンス，物理化学実験ガイダンス 

2. 物理化学実験（シュウ酸の溶解度の温度依存性と溶解熱①） 

3. 物理化学実験（シュウ酸の溶解度の温度依存性と溶解熱②） 

4. 有機化学実験ガイダンス 

5. 物理化学実験レポート面接 

6. 有機化学実験（安息香酸メチルの合成①） 

7. 有機化学実験（安息香酸メチルの合成②） 

8. 無機化学実験ガイダンス，分析化学実験ガイダンス 

9. 有機化学実験レポート面接 

10. 無機化学実験（金属錯体の合成と同定①） 

11. 無機化学実験（金属錯体の合成と同定②） 

12. 分析化学実験（中和滴定曲線の詳細解析と終点検出機構） 

13. 無機化学実験レポート面接 

14. 分析化学実験レポート面接 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実験前に予習し，ノートに実験計画を作成する。その他，課題の解答等，実験ごとに指示がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実験前課題、実験時の姿勢，提出したレポート（実験項目ごとに提出）および面接の結果を総合的に評価する。(100%) 

ガイダンスには必ず出席すること。遅刻は当日の実験が受けられなくなるので注意すること（詳細は全体ガイダンスで説明する）。

物理化学実験，有機化学実験，無機化学実験，および分析化学実験はそれぞれ独立に評価され，単位取得するためには，それ

らすべてに合格する必要がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

それぞれの実験の指針をガイダンス時に配付する。 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて指針に掲載するか，もしくはアナウンスする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／物理化学 ２ 

(Physical Chemistry 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
量子化学の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
三井 正明(MITSUI MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者のうち,量子物理化学を修得済みの者は履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

電子や原子などのミクロな物質の状態や挙動を記述するための力学（＝量子論）の基礎を理解する。 

 

This course aims to teach students the fundamentals of the mechanics that are used to describe the state and behavior of 

matter on the atomic level (quantum theory). 

 

授業の内容（Course Contents） 

量子論が誕生した経緯（前期量子論）の解説からスタートとし，シュレーディンガー方程式とそれに関わる基礎事項（波動関数，存

在確率，量子力学的演算子，固有値，期待値など）について解説する。次に，並進・回転・振動運動に対するシュレーディンガー

方程式を取り扱い，最終的に水素原子の原子軌道とエネルギーが，シュレーディンガー方程式からどのように導き出されるかを

解説する。さらにこの結果を，多電子原子の電子構造の理解へと発展させる。 

 

The course will begin with an explanation of the birth of quantum theory (early quantum theory), and continue with an 

explanation of the Schrodinger equation and fundamental concepts related to it (wave functions, existence probability, quantum 

operators, eigenvalues, expected values, etc.). Next, the Schrodinger equation will be applied to translational, rotational, and 

oscillatory movements, culminating in a derivation of the orbitals and energy of the hydrogen atom. The results will be used to 

cultivate an understanding of the behavior of electrons in atoms containing more than one electron. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 古典力学の破綻：黒体輻射，原子スペクトル，光電効果，ド・ブロイ波 

2. 波動関数と存在確率 

3. 量子力学的演算子，ハミルトニアン 

4. 自由粒子のシュレーディンガー方程式 

5. 並進運動：１次元の箱の中の粒子のシュレーディンガー方程式 

6. 振動運動：調和振動している粒子のシュレーディンガー方程式 

7. 回転運動：円運動している粒子のシュレーディンガー方程式 

8. 回転運動：３次元の回転運動している粒子のシュレーディンガー方程式 

9. 水素原子のスペクトルとボーアモデル 

10. 水素類似原子のシュレーディンガー方程式１ 

11. 水素類似原子のシュレーディンガー方程式２ 

12. 電子スピン 

13. 多電子原子の電子構造：ヘリウム原子のシュレーディンガー方程式、２電子系の全波動関数 

14. 多電子原子の電子構造：項記号 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

量子論は原子や分子の本質的な理解に必要不可欠であるが，内容的には物理学的な要素が強く，その理解には数学の知識も

必要となる。履修にあたっては，「物理化学入門」の内容を復習しておくこと。また，「アトキンス 物理化学（上） 第８版」や講義中

に配付するプリントで，講義内容の予習・復習ならびに問題演習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

授業時間内に授業内容のキーポイント確認や理解を深めるための問題演習を随時行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 千原秀昭，中村亘男、2009、『アトキンス 物理化学（上） 第 8 版』、東京化学同人 (ISBN:978-4-8079-0695-6) 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺嶋正秀，馬場正昭、松本吉泰、2015、『現代物理化学』、化学同人 (ISBN:978-4-7598-1809-3) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC084 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／化学実験 Ｂ 

(Standard Experiments in Chemistry B) 

担当者名 

（Instructor） 
箕浦 真生(MINOURA MAO)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用，化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

合成実験（有機化学・無機化学）および測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）を行うことを通じて，実験操作やデータ

解析，レポートのまとめ方等の基礎について学ぶ。実際の実験を通じて，講義科目で学んだ事柄についての理解を深める。ま

た，責任ある実験・研究活動を行うために，倫理・行動規範や安全管理などについても学ぶ。 

 

Students will conduct synthesis experiments (organic and inorganic chemistry) as well as calculation/measurement experiments 

(physical, analytical, and computational chemistry) in order to improve their skills at managing experiments, analyzing data, and 

writing reports. Through conducting actual experiments, students will deepen their understanding of the concepts discussed in 

the lectures. In addition, students will learn the proper ethics, conduct, and safety skills that are required when they conduct 

responsible experiments and research activities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

合成実験（有機化学・無機化学）および測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）を行う。「基礎化学実験」・「化学実験Ａ」

で学んだデータ解析・処理の方法，グラフ・表の書き方に基づいて各自で準備を行い，実験後にはマンツーマンあるいは少人数

のレポート面談などを実施することで，実験内容に関する理解の確認とレポート作成スキルの向上を図る。 

 

Students will conduct synthetic experiments (organic and inorganic chemistry) as well as calculation/measurement experiments 

(physical, analytical, and computational chemistry). Students will build upon the data analysis and processing methods, as well as 

the graphing/table-making skills learned in “Basic Experiments in Chemistry” and “Standard Experiments in Chemistry A.” After 

each experiment, one-on-one or slightly larger meetings will be conducted to ensure that students completely understand the 

experiment, and to help them write better reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 合成実験（有機化学・無機化学）（１） 

2. 合成実験（有機化学・無機化学）（２） 

3. 合成実験（有機化学・無機化学）（３） 

4. 合成実験（有機化学・無機化学）（４） 

5. 合成実験（有機化学・無機化学）（５） 

6. 合成実験（有機化学・無機化学）（６） 

7. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（１） 

8. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（２） 

9. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（３） 

10. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（４） 

11. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（５） 

12. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（６） 

13. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（７） 

14. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（８） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実験前に予習し，ノートに実験計画を作成する。その他，課題の解答等，実験ごとに指示がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および実験時の取組み姿勢，提出したレポート（実験項目ごとに提出）および面接の結果を総合的に評価する。(100%) 

ガイダンスには必ず出席すること。遅刻は当日の実験が受けられなくなるので注意すること（詳細は全体ガイダンスで説明する）。

有機化学，無機化学，物理化学，分析化学，および計算化学の実験はそれぞれ独立に評価され，単位取得するためには，それ

らすべてに合格する必要がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

それぞれの実験の指針をガイダンス時に配付する。 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて指針に掲載するか，もしくはアナウンスする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各実験の内容は下記の予定である（変更の可能性あり）。 

有機化学：Friedel-Crafts 反応，アルコールの酸化，有機化学問題演習 

無機化学：コバルト錯体の合成と可視・紫外吸収スペクトルによる同定 

物理化学：分光光度計による酸解離定数の測定，酢酸メチルの加水分解速度の測定，固体の接触角，分配平衡 

分析化学：高速液体クロマトグラフィー，ガスクロマトグラフィー 

計算化学：分子構造の最適化，反応解析，振動数評価 

 

注意事項（Notice） 
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■CC085 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／化学実験 Ｃ 

(Standard Experiments in Chemistry C) 

担当者名 

（Instructor） 
松下 信之(MATSUSHITA NOBUYUKI)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用，化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

合成実験（有機化学・無機化学）および測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）を行うことを通じて，実験操作やデータ

解析，レポートのまとめ方等の基礎について学ぶ。実際の実験を通じて，講義科目で学んだ事柄についての理解を深める。 

 

The aims of this experimental class are to learn experimental techniques, data analyses, and report-writings through synthesis 

experiments (organic and inorganic chemistry) and calculation/measurement experiments (physical, analytical, and 

computational chemistry). Through conducting actual experiments, students will raise their experimental skills and deepen their 

understanding of the concepts discussed in the lectures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

合成実験（有機化学・無機化学）および測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）を行う。「基礎化学実験」・「化学実験

Ａ」・「化学実験Ｂ」で学んだデータ解析・処理の方法，グラフ・表の書き方に基づいて各自で準備を行い，実験後にはマンツーマン

あるいは少人数のレポート面談などを実施することで，実験内容に関する理解の確認とレポート作成スキルの向上を図る。 

 

Students will conduct synthetic experiments (organic and inorganic chemistry) and calculation/measurement experiments 

(physical, analytical, and computational chemistry). Students will prepare experimental reports based on the data analysis and 

processing methods, as well as the graphing/table-making skills learned in “Basic Experiments in Chemistry,” “Standard 

Experiments in Chemistry A,” and “Standard Experiments in Chemistry B.” After each experiment, a one-on-one interview or a 

group interview will be conducted to ensure that students completely understand the experiment, and to help them write better 

reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 合成実験（有機化学・無機化学）（１） 

2. 合成実験（有機化学・無機化学）（２） 

3. 合成実験（有機化学・無機化学）（３） 

4. 合成実験（有機化学・無機化学）（４） 

5. 合成実験（有機化学・無機化学）（５） 

6. 合成実験（有機化学・無機化学）（６） 

7. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（１） 

8. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（２） 

9. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（３） 

10. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（４） 

11. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（５） 

12. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（６） 

13. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（７） 

14. 測定・計算実験（物理化学・分析化学・計算化学）（８） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実験前に予習し，ノートに実験計画を作成する。その他，課題の解答等，実験ごとに指示がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および実験時の姿勢，提出したレポート（実験項目ごとに提出）および面接の結果を総合的に評価する。(100%) 

ガイダンスには必ず出席すること。遅刻は当日の実験が受けられなくなるので注意すること（詳細は全体ガイダンスで説明する）。

有機化学，無機化学，物理化学，分析化学，および計算化学の実験はそれぞれ独立に評価され，単位取得するためには，それ

らすべてに合格する必要がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

それぞれの実験の指針をガイダンス時に配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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必要に応じて指針に掲載するか，もしくはアナウンスする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各実験の内容は下記の予定である（変更の可能性あり）。 

有機化学：Grignard 反応，鈴木‐宮浦カップリング反応，有機化合物のスペクトル解析 

無機化学：溶媒や温度によって色が変化するニッケル錯体の合成と分光学的測定実験 

物理化学：旋光度測定による擬一次反応速度定数の測定，吸着平衡量の測定，溶液の表面張力，有機色素の電子スペクトルと

蛍光消光 

分析化学：吸光光度法，フローインジェクション 

計算化学：分子構造の最適化，反応解析，振動数評価，励起状態 

 

注意事項（Notice） 
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■CC086 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／科学英語（化） 

(English for Chemistry Students) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
English for Chemistry Students 

担当者名 

（Instructor） 

宮本 恵子(MIYAMOTO KEIKO) 

中川 直子(NAKAGAWA NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2903 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用，化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英文の専門書や論文を読んだり講演を聴講できる下地を作ることを目標に，文法，専門用語の勉強を通じて科学英語に対する

総合的な理解力を強化する。大学院で行う英語論文作成の準備段階としての英文レポートの書き方を学ぶ。 

 

This course provides an opportunity for physics students to use their ability to read text or literature written in English and also 

to hear lectures in English.  Especially, this course provides exercises to understand the technical terms and grammar used in 

scientific literature.  The skill of writing a scientific report will also be taught. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生は 2 つのグループに分かれ，宮本と中川のそれぞれの担当分を履修する。 

 

宮本担当分  

化学英語は普通の英語とどう違うのかを理解した上で，化学分野の英文を正しく読み書くために重要な化学英語特有の文法を

学び，リスニングとリーディングの演習を行う。 

 

中川担当分  

化学をテーマにした，「精読」と「多読」を組み合わせた reading演習，音声教材による listening演習，及び speaking 演習を行う。

英語で実験レポートを書き，writing 演習も行う。理解度確認のための小テストを複数回実施する。  

 

Students, divided into two groups, will attend classes given by Miyamoto and Nakagawa, respectively.        

Miyamoto Class:      

What is Chemical English? How is it different from "ordinary" English?  Students will learn chemistry-specific grammar and 

perform listening and reading exercises.    

Nakagawa Class:     

Students will perform intensive and extensive reading exercises based on chemical topics, listening exercises using recorded 

sounds, writing exercises, comprising writing an experiment report, and speaking exercises. Several comprehension tests will be 

given.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：化学英語とは？ 

2. 文法：冠詞，前置詞，動詞から作る形容詞 

3. 文法：複合名詞，物質名詞や抽象名詞が普通名詞になるとき 

4. リスニング：リピーティング，シャドーイング，メモを取りながら聞く 

5. リーディング：中学／高校レベルの化学を英語で学ぶと？ 

6. リーディング：大学の化学 

7. 宮本担当授業最終テスト 

8. 英語論文の構成・英文レポートの書き方 

9. 論文精読１ 

10. 論文精読２ 

11. リーディング・リスニング・スピーキング演習１ 

12. リーディング・リスニング・スピーキング演習２ 

13. リーディング・リスニング・スピーキング演習３ 

14. 中川担当授業最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

専門用語を調べることのできる電子辞書などのツールは毎回持参すること。テストやレポートに向けて毎回の授業をよく復習する

こと。 

宮本の５回の小テスト（２〜６回目の授業で実施）は原則として前回の授業で解説した内容を対象とし，出欠を兼ねて授業の開始
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時に実施するので遅刻しないように。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中に５回実施する小テスト(宮本）(20%)/最終テスト(宮本）(30%)/小テスト・最終テスト(中川）(25%)/レポート(中川）(15%)/授業

態度（出席を含む）(中川）(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮本恵子、2017、『化学英語３０講』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-14675-2) 

プリント教材を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://scientificeng.blogspot.com/ 

https://scientificenglishclass.blogspot.com/ 

https://chemelmnts.blogspot.com/ 

 

注意事項（Notice） 
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■CC106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC106／分子動力学論 

(Molecular Dynamics Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
分子動力学シミュレーション入門 

担当者名 

（Instructor） 
古明地 勇人(KOMEIJI YUUTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

分子の構造・物性・機能を理解するため重要な方法の一つである、分子動力学シミュレーション法について、その原理・実行方

法・応用を学習する。 

 

This course will discuss molecular dynamics simulation, an important computational method of determining a molecule’s 

structure, properties, and functions. On top of how to conduct a molecular dynamics simulation, the theory behind them and 

their potential applications will also be discussed. 

 

授業の内容（Course Contents） 

分子動力学(Molecular dynamics, MD）法は，分子シミュレーション法の一つである。MD 法では，分子あるいは分子集合体の構成

原子に掛かる力を計算しながら，運動方程式を時々刻々解いて，その分子系の時間発展を記述し，そこから，分子系の安定構

造，動的構造，エネルギー状態などを議論することができる。MD 法は，水，液晶，タンパク質，DNAなど，様々な物質の解析に

用いられている。この授業では，MD 法の原理，アルゴリズム，実行方法を学びながら，その応用事例にも触れる。 

古典力学に基づいた古典 MD法を中心に講義するが，最後に量子力学に基づいた第一原理 MD 法も紹介する。 

 

講義中，実際にシミュレーション計算をなどを行うことが多く，「実習」に近い科目であるので，毎回出席し、レポートを提出するこ

と。最後に、理解度を試すテストを行う。 

 

The molecular dynamics (MD) method is a computational method to simulate molecules. In MD, the forces acting upon 

component atoms of molecules are calculated and used to calculate their motion in real time. The MD method is applied to a 

wide variety of substances including water, liquid crystals, proteins, DNA, and so on, to give conjectures as to their stable 

structure, their dynamic structure, and their energy state. In this class, students will be taught how to perform MD simulation. In 

addition, the theory and algorithms behind it, as well as its practical applications, will be discussed. This lecture will mostly focus 

on the classical MD method, which is based on classical mechanics; however, the ab initio MD method based on quantum 

mechanics will also be introduced briefly.  During the lectures, simulation calculations will often be run. Practice makes perfect 

in this subject; as such, good attendance and punctual report submissions are a must. Students will be required to take a test 

to gauge their level of understanding at the end. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の概要と分子動力学概論 

2. 古典力学の復習 

3. 時間積分（前） 

4. 時間積分（後） 

5. 境界条件と初期構造／力とエネルギーの計算（前） 

6. 力とエネルギーの計算（後）／アンサンブル 

7. ＊ 結果の解析／古典分子動力学実習・準備 

8. ＊ 古典分子動力学法実習（前） 

9. ＊ 古典分子動力学法実習（中） 

10. ＊ 古典分子動力学法実習（後） 

11. 古典分子動力学法の応用（前） 

12. 古典分子動力学法の応用（後） 

13. 第一原理分子動力学法 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ほぼ毎回の課題レポートが，講義の予習・復習になるので，必ず提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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ほぼ毎回のレポート(50%)/出席態度(20%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

授業計画で＊をつけた 4 回は，出席しない場合はレポート点も 0 点になるので，注意。また，未提出レポートが 3 件以上の学生

は，自動的に D 判定（不可）。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 金田行雄・笹井理生、2010、『分子システムの計算科学』、共立出版 (ISBN:4320122712) 

2. 長岡正隆、2008、『すぐできる分子シミュレーション』、講談社 (ISBN:4061543560) 

3. 岡崎進・吉井範行、2011、『コンピュータ・シミュレーションの基礎第 2 版』、化学同人 (ISBN:4759814752) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC113／有機化学 ３ 

(Organic Chemistry 3) 

担当者名 

（Instructor） 
森本 正和(MORIMOTO MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

理学部学位授与方針／学修成果に掲げる「専門とする科学の分野において，基礎的な原理，法則，理論を理解し応用することが

できる」を実現できるよう，多環芳香族化合物および芳香族ヘテロ環化合物の構造・反応や，ラジカル反応，転位反応，ペリ環状

反応などの原理について学び，有機化学の応用的内容の理解を深める。 

 

A degree from the College of Science is a result of much hard work and study, and is meant to show that a student 

“understands the fundamental principles, laws, and theory in [their] chosen field, and can apply them as necessary.” In order to 

make such a statement true, students need to learn about the structure and reactions of polycyclic aromatic compounds and 

heterocyclic aromatic compounds. They will also need to learn about the theory behind their free-radical reactions, 

rearrangement reactions, and pericyclic reactions in order to deepen their understanding of the practical applications of organic 

chemistry. 

 

授業の内容（Course Contents） 

多環芳香族化合物や芳香族ヘテロ環化合物は，機能材料・医薬品・生体物質などにおいて重要である。本授業の前半では，「有

機化学１」および「有機化学２」で学んだ有機化学の基本的概念を踏まえて，多環芳香族化合物や芳香族ヘテロ環化合物の構

造・反応・合成について講義する。例えば，求電子置換反応や求核置換反応の反応性や配向性について，これまでに学んだベン

ゼンと比較し，電子構造や反応中間体の安定性の観点から解説する。後半では，ラジカル反応，転位反応，ペリ環状反応（Diels-

Alder 反応や電子環状反応）について講義する。 

 

Polycyclic aromatic compounds and heterocyclic aromatic compounds have important uses in pharmaceuticals and various 

biological processes, and are often used in certain industries as functional ingredients. In the first half of this course, students 

will build upon the fundamental organic chemistry concepts learned in Organic Chemistry 1 and 2 to learn about the structure, 

reactions, and synthesis of polycyclic and heterocyclic aromatic compounds. For example, the reactivity and orientation of their 

electrophilic and nucleophilic substitution reactions will be compared to what students have previously learned about benzene. 

This will be discussed from the point of view of the stability of their electronic structure and reaction intermediates. In the 

second half of the course, free-radical reactions, rearrangement reactions, and pericyclic reactions (Diels-Alder reactions and 

ring-forming reactions) will be lectured. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 多環芳香族化合物の構造と反応 

2. 芳香族ヘテロ環化合物の構造 

3. ピリジンの反応(1) 

4. ピリジンの反応(2) 

5. ピロールの反応 

6. その他の芳香族ヘテロ環化合物の反応 

7. 芳香族ヘテロ環化合物の合成 

8. まとめ(1) 

9. ラジカル反応(1) 

10. ラジカル反応(2) 

11. 転位反応 

12. ペリ環状反応(1) 

13. ペリ環状反応(2) 

14. まとめ(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「有機化学１」および「有機化学２」の内容を事前に復習しておく。 

授業中に学習した内容を復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業中に指示する提出物(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

授業中に資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 奥山格 ・石井昭彦・箕浦真生、2016、『有機化学』改訂２版、丸善 (ISBN:978-4-621-08977-4) 

その他，必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書・プリント資料・視覚教材（スクリーン投影）を用いる。 

提出物（演習問題など）について授業中に解説し，フィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／CC114／有機構造決定法 

(Spectrometric Identification of Organic Compounds) 

担当者名 

（Instructor） 
森本 正和(MORIMOTO MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者は科目コード登録（CC114） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

理学部学位授与方針／学修成果に掲げる「専門とする科学の分野において，基礎的な原理，法則，理論を理解し応用することが

できる」を実現できるよう，核磁気共鳴法（NMR），質量分析法（MS），赤外分光法（IR）などの機器分析の原理およびスペクトルの

解析法について理解するとともに，その知識を応用してスペクトルデータから有機化合物の化学構造を決定する能力を身につけ

る。 

 

A degree from the College of Science is a result of much hard work and study, and is meant to show that a student 

“understands the fundamental principles, laws, and theory in [their] chosen field, and can apply them as necessary.” In order to 

make such a statement true, students need to learn the theory behind nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy, mass 

spectroscopy (MS), infrared spectroscopy (IR), as well as other instrumental analysis methods. Students will need to learn 

spectral analysis methods, and be able to apply this knowledge to identify the chemical structure of organic compounds from 

spectral data. 

 

授業の内容（Course Contents） 

有機化学の研究において，機器分析により反応生成物の化学構造を決定することは重要である。本授業では，NMR，MS，IRな

どの機器分析の原理とスペクトルの解析法について講義する。 

NMR については，核磁気共鳴現象の原理の概要を述べたあと，1H NMR スペクトルを解析する上で重要なポイントとなる化学シ

フト，積分強度，スピン結合，核の等価性について解説し，スペクトルの帰属の演習を行う。13C NMR についても，1H NMR との相

似性，相異性，相補性に着目しながら解説する。 

MS については，イオン化法やイオン分離法の原理について述べたあと，電子衝撃イオン化質量スペクトルの解釈について解説

する。 

IR については，分子振動様式や選択則などについて述べたあと，重要な官能基の特性吸収帯の例を挙げ，スペクトルの解釈に

ついて解説する。 

最後に，NMR, MS, IR のスペクトルデータから未知化合物の化学構造を決定する演習を行う。 

 

In organic chemistry research, being able to determine the chemical structure of a reaction’s products is essential. In this 

lecture, students will learn the theory behind NMR, MS, IR, and other instrumental analysis methods, as well as how to interpret 

the spectra generated by them. 

After explaining the phenomenon of nuclear magnetic resonance, the necessary information on chemical shifts, integrated 

intensities, spin-spin coupling, and chemical equivalence required to analyze a 1H NMR spectrum will be explained. Students will 

then practice how to determine a chemical formula from NMR spectral data. 13C NMR will also be discussed, paying particular 

attention to its similarities and differences compared to 1H NMR, as well as how it can be used as a compliment to proton NMR. 

Following this, the theory behind various ionization methods and ion separation methods will be discussed. Students will then be 

taught how to interpret spectral data gathered via electron impact ionization mass spectrometry. 

The course will then move on to IR, whereupon molecular vibrational modes and selection rules will be discussed. Students will 

then be taught the absorption wavelengths of various functional groups through real examples, whereupon it will be explained 

how to interpret an IR spectrum. 

Finally, students will practice identifying the structure of unknown compounds through interpretation of NMR, MS, and IR 

spectral data. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 有機化学における機器分析，NMR の原理 

2. 1H NMR における化学シフト 

3. 1H NMR における積分強度 

4. 1H NMR におけるスピン結合 

5. 1H NMR における核の等価性 

6. 1H NMR スペクトルの帰属 

7. 13C NMR 

8. MS 

9. IR 

10. 各種スペクトルの帰属(1) 
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11. 各種スペクトルの帰属(2) 

12. 各種スペクトルによる未知化合物の化学構造決定(1) 

13. 各種スペクトルによる未知化合物の化学構造決定(2) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に学習した内容を復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業中に指示する提出物(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Silverstein 他著，岩澤他訳、2016、『有機化合物のスペクトルによる同定法』第 8 版、東京化学同人 (ISBN:9784807909162) 

授業中に資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書・プリント資料・視覚教材（スクリーン投影）を用いる。 

提出物（演習問題など）について授業中に解説し，フィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC115／天然物有機化学 

(Organic Chemistry of Natural Products) 

担当者名 

（Instructor） 
黒田 智明(KURODA CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身近な天然有機化合物の構造，性質について理解を深める。 

 

In this course, the aim is to deepen students’ understanding of the naturally occurring organic compounds present all around us. 

 

授業の内容（Course Contents） 

天然有機化合物の中で，糖，アミノ酸，テルペン，ステロイド，アルカロイド等に焦点をあて，それらの構造と性質について述べ

る。高校レベルの復習から最新の研究成果まで幅広く扱う。研究手法としての構造決定と合成についても触れる。 

 

Particularly, focus will be placed on sugars, amino acids, terpenes, steroids, and alkaloids. The structure and properties of these 

classes of molecules will be discussed. The course will have a wide scope, starting with a review of concepts introduced in high 

school and ending with results of the newest research. Structural determination methods and synthesis techniques used in 

research will also be touched upon. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 糖の基本的性質―構造 

2. 糖の基本的性質―反応（１） 

3. 糖の基本的性質―反応（２） 

4. 糖の合成 

5. いろいろな糖類 

6. アミノ酸，ペプチドの基本的性質―構造 

7. アミノ酸，ペプチドの基本的性質―反応 

8. アミノ酸，ペプチドの合成 

9. テルペン，ステロイド（１） 

10. テルペン，ステロイド（２） 

11. アルカロイド 

12. その他の天然有機化合物 

13. 天然有機化合物の構造決定 

14. 天然有機化合物の合成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「有機化学１，２」の内容を理解していることを前提とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ほぼ毎回行う小テスト(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用せず。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC116／有機合成化学 

(Organic Synthetic Chemistry) 

担当者名 

（Instructor） 
箕浦 真生(MINOURA MAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

有機化合物の諸性質の知識を基礎として，基本概念に対する理解を深め，目的とする化合物を合成するための方法論を系統的

に理解する。 

 

Using students’ fundamental knowledge of the various properties of organic compounds as a basis, this course aims to deepen 

their understanding of the fundamentals whilst enabling them to cultivate a systematic understanding of common synthesis 

methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

有機合成の基本反応形式と反応試薬を体系的に理解できるよう解説し，基本概念を理解できるようにすると共に，演習を行い反

応機構も含めた考察ができるようにする。板書による講義を中心とし，プリントによる解説と問題演習も併用する。講義内容の確

認と理解の定着を図るため，期末試験を含めて３回の試験を実施する。 

 

This course will discuss the fundamental reaction types and reagents encountered in organic synthesis. While gaining a 

systematic understanding of the fundamentals, students will practice using reaction mechanisms to analyze the outcomes of a 

reaction. Lectures will be mainly conducted on the blackboard, but important explanations and practice problems will be handed 

out in class. In order to ensure that students have completely understood the material covered in the lectures, three exams will 

be conducted (includes the final exam). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論：有機合成の方法論の進め方，反応を支配している因子 

2. 骨格形成変換反応-1：炭素-炭素結合形成反応；単結合 

3. 骨格形成変換反応-2：炭素-炭素結合形成反応；不飽和結合 

4. 骨格形成変換反応-3：骨格転位反応 

5. 中間テスト-1：講義 1-4 回のまとめ 

6. 骨格形成変換反応-4：付加環化反応；Diels-Alder 反応，Woodward-Hoffmann 則と反応選択性 

7. 官能基形成変換反応-1：置換反応；ハロゲン，酸素，窒素官能基の導入 

8. 官能基形成変換反応-2：脱離反応；脱離反応の選択性，付加反応：官能基導入と立体選択性 

9. 官能基形成変換反応-3：酸化，還元反応；酸化剤，還元剤と反応選択性 

10. 中間テスト-2：講義 6-9 回のまとめ 

11. 官能基形成変換反応-4：保護基による官能基制御：保護基の種類；官能基の保護，脱保護 

12. 多段階合成-1：典型元素試薬；新しい反応試剤を用いる有機合成 

13. 多段階合成-2：逆合成の方法，合成等価体，天然有機分子の実際の合成報告例の解析 

14. 多段階合成-3：合成戦略のたて方，医薬品，天然有機分子の実際の合成報告例の解析 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は必要としないが，講義中の配付資料を使って復習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/講義期間中の中間テスト（２回）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 奥山格・石井昭彦・箕浦真生、2016、『有機化学』改訂２版、丸善 (ISBN:978-4-621-08977-4) 

授業中に配付する資料を参照すること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CC148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC148／化学ゼミナ－ル 

(Seminar on Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自ら調べて学ぶ姿勢を育成します 

担当者名 

（Instructor） 
田渕 眞理(TABUCHI MARI)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

化学に対する幅広い視野を養い，自ら設定した課題に対して主体的に取り組みながら，問題解決能力を養っていきます。 

 

In order to cultivate a broad outlook with regards to the field of chemistry, students will sharpen their problem-solving abilities 

through independent study of a topic of their choice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当の教員に対して数名程度の少人数制で，各学生ごとに設定した化学に関連するテーマについて主体的に調査を進めます。

担当教員と相談しながら調査内容を深め，最終的には調査内容について口頭発表を行います。毎回の調査の進み具合や教員と

のディスカッションが，最終的な口頭発表の完成度を決めるため，能動的に設定課題に取り組んでいく姿勢が必要です。調査に

おいては，適切な原典やインターネット情報の引用について学びます。また口頭発表とレポート作成では，パワーポイントやワー

ドを適切に利用して行います。 

 

Each instructor will be in charge of a few students, who will each choose a subject within the field of chemistry to 

independently investigate. Students will consult with their assigned instructor to determine the specific contents of their 

independent study. At the end, students will give an oral presentation of their findings. Students will need to take an active 

approach towards the investigation of their chosen subject and make steady progress, as frequent discussions with their 

assigned instructor will play a large part in determining the quality of their final presentation. Students will learn how to 

reference information found in texts as well as on the internet for use in their investigations. While creating their presentation 

and reports, students will need to use Word and PowerPoint. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション及び情報リテラシー，発表のしかた（基礎） 

2. 図書館利用及び文献検索方法のガイダンス，個々の課題の検討と決定 

3. 設定課題の調査内容の進捗発表及びディスカッション（1) 

4. 設定課題の調査内容の進捗発表及びディスカッション（2） 

5. 設定課題の調査内容の進捗発表及びディスカッション（3） 

6. 設定課題の調査内容の進捗発表及びディスカッション（4）、口頭発表のしかた（応用） 

7. 中間発表による学生間の相互交流 

8. 設定課題の調査内容の進捗発表及びディスカッション（5） 

9. 設定課題の調査内容の進捗発表及びディスカッション（6） 

10. 設定課題の調査内容の進捗発表及びディスカッション（7） 

11. 設定課題の調査内容の進捗発表及びディスカッション（8） 

12. 設定課題の調査内容の進捗発表及びディスカッション（９）、レポートの書き方 

13. 最終口頭発表のための予行練習 

14. 最終口頭発表及び講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各自で設定したテーマについて調査・解析を行い，その内容を授業で発表しディスカッションをします。したがって，授業時間外

に多くの文献を読みまとめ，発表の準備をします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および授業への取り組み姿勢(50%)/口頭発表の内容(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

学生が主体的に調べることが目的なので，特に教材は特定しない。 

 

参考文献（Readings） 
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各課題に適切な文献を各自が選択する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第 1 回目は所定の部屋ですが，第２回目は図書館２Ｆの講習室１（要学生証）に集合します（第１回目の教室と異なります。第 3

回目以降のグループディスカッションの部屋は，第２回目の各人の決定した課題をもとにグループ分けして担当教員が決まりま

す。翌日以降に化学科掲示板にグループ分けと部屋を掲示しますので，必ずそれを見て，自分の部屋へ集合ください（注：第１回

目の教室と異なります）。３回目以降は各自が毎回発表しますので，発表用資料をご用意ください。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録/CC167／反応速度論 

(Reaction Kinetics) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 秀子(OYAMA HIDEKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者は科目コード登録（CC167） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物質の化学変化の速度を解析する方法や，化学反応のメカニズムを反応速度から予測する手法を学ぶ。 

 

In this course, students will learn methods of analyzing the rate of chemical change of a substance, as well as how to make 

predictions about reaction mechanisms based on the rate of reaction. 

 

授業の内容（Course Contents） 

化学反応論は，物質の化学組成が時間の関数としてどのように変化するのかを学ぶ分野である。まずは反応速度について定義

し，様々な化学反応の反応速度論を講述する。化学反応の速度が反応によって異なり，圧力や温度などの反応条件によっても

変化するのは何故であるかを解説する。そして，様々な化学反応の速度式と反応機構の関連や，反応速度論を用いる研究法を

議論する。 

 

Chemical reaction theory is a field in which one examines how the chemical composition of a substance changes as a function 

of time. The course will start by defining reaction rate and using this definition to discuss the kinetics of various chemical 

reactions. Students will learn why reaction rates vary from reaction to reaction, and why they change as a result of certain 

reaction conditions such as temperature and pressure. Additionally, the relation between a reaction’s rate equation and its 

mechanism will be discussed along with research methods that make use of reaction rate theory. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 化学反応の速度とは（微分方程式，1 次反応） 

2. 基本的速度式（反応速度，反応次数，速度定数，2 次反応） 

3. 反応速度の温度依存性（活性化エネルギー） 

4. 遷移状態理論 

5. 平衡反応・逐次反応 

6. 律速段階（複合反応と素反応） 

7. 演習問題 

8. 定常状態近似法・前駆平衡 

9. 可逆反応・並列反応 

10. 連鎖反応・重合反応 

11. 競争反応 

12. 吸着平衡・吸着等温式 

13. 表面反応（触媒反応） 

14. 酵素反応 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内小テストのために，前回授業の復習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内小テスト(25%)/授業内で出された課題(5%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. P. W. Atkins and J. de Paula、2009、『アトキンス 物理化学（下）』  第８版、東京化学同人 (ISBN:9784807906963) 

プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 慶伊富長、2001、『反応速度論』（第３版）、東京化学同人 (ISBN:4807905325) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CC173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC173／物性科学 

(Solid Materials Science) 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 健一(OZAWA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. 無機・有機材料の構成要素が理解できる。 

2. 材料が示す化学的・物理的諸物性の発現機構が説明できる。 

3. 材料物性の予測ができる。 

 

1. Students will learn to understand the components of inorganic and organic materials. 

2. Students will learn how to explain how the various chemical and physically properties of these materials manifest themselves. 

3. Students will learn how to predict a material’s properties. 

 

授業の内容（Course Contents） 

金属，半導体をはじめとする無機材料とエレクトロニクス有機材料を，原子・イオンの物理的性質，化学結合の性質，分子の形や

結晶構造とそれらに付随して決まる価電子構造に基づいて系統的に解説する。その上で，様々な材料が示す電気特性，熱特

性，光学特性，機械特性などの諸物性がどのような原理で発現しているのかを学び，材料物性を予測してそれを制御する指針が

立てられる知識を培う。 

 

This course will systematically explain the physical properties of the inorganic and organic materials such as metals and 

semiconductors for electronics on the basis of physical properties of atoms, ions, and nature of chemical bonds as well as 

molecular shape and crystal structure that determine their valence electronic structures. Moreover, students will learn from 

where various special properties related to electricity, heat, optics, and mechanisms exhibited by certain materials are 

originated. Students will learn the theory behind these phenomena while cultivating the ability to predict and control the 

properties of various materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 原子 

2. 周期律 

3. 化学結合と分子構造 

4. 分子軌道法 

5. 結晶構造 

6. バンド理論１；電子バンド構造の成り立ち 

7. バンド理論２；電子バンド構造の読み方 

8. 中間テスト 

9. 金属材料物性 

10. 無機半導体材料物性 

11. エレクトロニクス有機材料 

12. エレクトロニクス有機材料の利用 

13. 最新研究紹介 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習は，必要に応じて講義中に別途指示する。学習成果は，毎講義配付する出欠・質問カードに記述して提出して

もらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/授業内に指示した提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

購入すべきテキストはない。適宜，資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Nivaldo J. Tro. 2007. Chemistry ; A Molecular Approach. Pearson Education Limited (ISBN:978-1-2-9215238-7) 
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2. P. A. Cox. 1987. The Electronic Structure and Chemistry of Solids. Oxford University Press (ISBN:978-0198552055) 

3. Franky So. 2009. Organic Electronics: Materials, Processing, Devices and Applications. CRC Press (ISBN:978-1420072907) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC175／無機化学 ２ 

(Inorganic Chemistry 2) 

担当者名 

（Instructor） 
松下 信之(MATSUSHITA NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

s-ブロック元素と p-ブロック元素について，周期表の「族」や「周期」による類似性や系統的変化をふまえつつ，「元素」に立脚して

物質の性質や特徴を理解する。 

 

This course aims to give students an understanding of properties and characteristics of substances of the s-block and p-block 

elements of the periodic table, standing on "the elements", while taking account of the similarities and systematic changes 

depending on "groups" and "periods". 

 

授業の内容（Course Contents） 

無機化学は周期表上の全ての「元素」を対象とする学問である。多様で変化に富む元素とその化合物の性質は，原子軌道と分

子軌道に基づき，その大部分を合理的に理解できる。 

本講義では，s-ブロック元素, p-ブロック元素とその化合物の性質について，周期表の「族」や「周期」に着目して学んでいく。各論

的に元素の性質を覚えるのではなく，族ごとの元素の類似性と相違性を系統的に理解することを目的とする。 

「無機化学 1」で学んだ「水素」に続き，まず，多くの元素と化合物を形成する「酸素」について，元素の特徴，単体，化合物（酸化

物）について学ぶ。 

その後，「族」ごとに，「族」内の相似性，相違とその変化傾向，ならびに，「族」間の相違とその変化傾向などについて俯瞰的に学

んでいく。 

 

Inorganic chemistry is a field that deals with all elements found on the periodic table. Characters of diverse elements, and 

properties and bonds of compounds formed by combination of the elements can be logically understood based on atomic and 

molecular orbitals.  

In this lecture, students will learn about s-block and p-block elements and the properties and bonds of their compounds, while 

paying particular attention to the groups and periods of the periodic table. The course will not consist of memorizing the 

properties of each element one-by-one, but rather understanding the similarities and differences of each group of elements 

systematically. 

Continuing from Inorganic Chemistry 1, where students learned about hydrogen, the course will first cover oxygen, which forms 

compounds with almost of all elements. Students will learn about the character of oxygen as the element, and the properties 

and bonds of the compounds (oxides). 

Afterwards, students will learn about the similarities and differences exhibited by elements within each group on the periodic 

table. Trends of element’s periodicity within and across groups will be discussed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 酸素：元素，単体，製法，用途 

2. 酸素：第 2 周期と第 3 周期の酸化物，水 

3. 酸素：酸化物１ 

4. 酸素：酸化物２ 

5. 酸素：酸化物３ 

6. 16 族（カルコゲン）１：元素，単体，化合物 

7. 16 族（カルコゲン）２：元素，単体，化合物 

8. 17 族（ハロゲン）１：元素，単体，化合物 

9. 17 族（ハロゲン）２：元素，単体，化合物 

10. 18 族（貴ガス）：元素，単体，化合物 

11. 15 族：元素，単体，化合物 

12. 14 族：元素，単体，化合物 

13. 13 族：元素，単体，化合物 

14. 1，2 族：元素，単体，化合物 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『無機化学入門』と『無機化学 A』を復習しておくこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

独学・自習用テキストとして，シュライバー・アトキンス『無機化学 （上）／（下）』（東京化学同人 2008 4807906674／4807906682） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

復習を推進し，内容の理解を深めるため，復習課題を提供する。志あるものは取り組んでほしい。 

この復習課題は成績評価には含まれない。しかし，授業を受けて，間をおかずに復習し，毎回復習課題に取り組むことは，結果

的に期末試験の成績をより望ましいものにすることとなる。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC176／分析化学 ２ 

(Analytical Chemistry 2) 

担当者名 

（Instructor） 
板橋 豊(ITABASHI YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

分析化学の基礎となる定量的化学分析（定量分析）の原理を学びながら，分析の実際（実験，研究）に必要な知識と応用力を身

につける。 

 

This course aims to teach students the fundamental principles of quantitative chemical analysis, which forms the backbone of 

analytical chemistry. Students will pick up the necessary knowledge required to perform actual analysis (experiments, research). 

 

授業の内容（Course Contents） 

分析化学は理学，工学，医学，薬学，農水産学など諸分野の研究を支えているだけでなく，工業製品の品質評価，環境の評価，

病気の診断，犯罪捜査，食品の安全など我々の日常生活に密接に関わっている。分析化学は定性分析と定量分析の２つの基

本要素からなる。前者は試料（固体，液体，気体，あるいはこれらの混合物）中にどのような化学物質が存在するかを明らかに

し，後者はそれがどれだけ存在するかを決定する。定量分析は化学反応の理解を深める上でも役立つ。本講義では，「分析化学

入門」で学んだ定量分析の基礎を復習しながら，その応用として，錯生成反応とキレート滴定，沈殿反応と沈殿滴定，重量分析，

酸化還元反応と酸化還元滴定，及び分配反応について学ぶ。 

 

Analytical chemistry is critical to research conducted in the physical sciences, pharmaceutical sciences, medical sciences, 

agricultural sciences, and engineering. On top of this, it is used in the QA/QC of industrial goods, environmental surveys, 

medical diagnoses, criminal investigations, and food safety evaluations, among other things closely related to our everyday lives. 

Analytical chemistry is made up of two fundamental components: qualitative analysis and quantitative analysis. The former 

analysis takes a sample (solid, liquid, gas, or multi-phase) and determines exactly what kind of chemical substance(s) it contains. 

The latter determines how much of the substance is present in the sample, or what its concentration is. Quantitative analysis 

also helps deepen one’s understanding of chemical reactions. In this lecture, students will review the basics of quantitative 

analysis learned in Introduction to Analytical Chemistry. The applications of this knowledge will be discussed, including but not 

limited to: complex-forming reactions and chelatometric titrations, precipitation reactions and precipitation titrations, 

gravimetric analysis, oxidation-reduction reactions and titrations as well as partition equilibria. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「分析化学 ２」概説 

2. 定量分析の基礎 

3. 錯生成反応（１） 

4. 錯生成反応（２） 

5. キレート滴定 

6. 沈殿反応 

7. 重量分析 

8. 沈殿滴定 

9. 酸化還元反応（１） 

10. 酸化還元反応（２） 

11. 酸化還元滴定 

12. 分配反応（１） 

13. 分配反応（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：授業内容について教科書を一通り読んで理解し難い箇所を予め把握しておく。 

復習：配付プリントと教科書をよく読んで，予習や講義中に理解できなかったことが理解できたかどうか確認する。また，担当者が

指示する練習問題を自分で解いてみる。解答（プリント）を配付して解説するが，解けない場合はクラスの仲間と議論して解決す

るか，講義終了後に担当者に質問する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 



 - 312 - 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宗林由樹・向井 浩、2018、『基礎分析化学「新訂版」』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1418-3) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義には主にパワーポイントを使用するが，その内容を要約したプリントを毎回配付する。 

「分析化学入門」を履修しておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC179 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC179／物理化学３ 

(Physical Chemistry 3) 

担当者名 

（Instructor） 
枝元 一之(EDAMOTO KAZUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物質に光を入射し，その応答を見ることで，原理的にはその構造や性質を全て知ることができる。本講義は，分子を対象とする分

光学の原理を習得し，スペクトルと分子の性質の関連を理解することを目標とする。 

 

By shining light on a substance and examining its response, one is theoretically able to determine everything about its structure 

and properties. In this course, students will learn the principles behind spectroscopy as it relates to molecules, while gaining an 

understanding as to how spectral data is related to a molecule’s physical properties. 

 

授業の内容（Course Contents） 

分子と光の相互作用について解説し，分光学にとって重要な双極子近似について説明する。 

分子の回転スペクトル，振動スペクトルの原理を解説し，双極子近似にもとづいてそれらの選択則を導く。 

また，それらを観測する赤外線吸収分光，ラマン散乱分光について説明する。 

分子の対称性を記述する群論を紹介し，それらに基づき多原子分子の基準振動のうち赤外線吸収分光，ラマン散乱分光で観測

されるモードを判別する方法を述べる。 

分子の電子励起に基づく電子スペクトルの原理を解説し，さらに電子励起状態のたどる様々な過程について紹介する。 

 

Students will learn how light interacts with molecules, and the dipole approximation, a concept critical to spectroscopy, will be 

explained. 

The theory behind molecular rotation and vibration spectra will be discussed, and the applicable selection rules will be derived 

via the dipole approximation. 

Additionally, infrared absorption spectroscopy and Raman scattering spectroscopy, which can be used to observe these 

molecular rotations and vibrations, will be explained. 

Group theory, which can be used to describe molecular symmetry, will be introduced. Students will learn how to distinguish the 

normal vibrational modes of polyatomic molecules observed by infrared absorption spectroscopy and Raman scattering 

spectroscopy from others. 

In addition, students will learn about the concept of electron excitation, which forms the basis for electron spectroscopy. The 

various processes undergone by electrons that enter an excited state will also be discussed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 物質の光吸収，光放出 

2. 分子と光の相互作用 

3. 電気双極子遷移と選択則 

4. 分子の回転 

5. 二原子分子の振動 

6. 多原子分子の振動 

7. 赤外線吸収分光とラマン散乱分光 

8. 振動スペクトルと群論（分子の対称性、既約表現） 

9. 振動スペクトルと群論（基準振動と対称性） 

10. 振動スペクトルと群論（赤外活性モードとラマン活性モード） 

11. 二原子分子の電子スペクトル 

12. 多原子分子の電子スペクトル 

13. 電子励起状態の緩和 

14. レーザーと放射光 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修にあたっては，物理化学 2の復習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/数次のレポート(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Peter Atkins, Julio de Paula、2017、『物理化学（上）』、東京化学同人 (ISBN:978-4-8079-0908-7) 

2. Peter Atkins, Julio de Paula、2017、『物理化学（下）』、東京化学同人 (ISBN:978-4-8079-0909-4) 

 

参考文献（Readings） 

適宜、補助資料を配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC180 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC180／分子軌道論 

(Molecular Orbital Theory) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
分子軌道法の数学的な側面を知る 

担当者名 

（Instructor） 
望月 祐志(MOCHIZUKI YUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

GAUSSIAN プログラムなどで手軽に利用出来るようになっている分子軌道計算の基礎を学ぶ。 

 

Students will learn the fundamentals of molecular orbital calculations available with such as the GAUSSIAN program. 

 

授業の内容（Course Contents） 

電子の波動方程式であるシュレディンガー方程式を数値的に求める分子軌道計算における基本的な近似は， 多電子波動関数

をスレーター行列式の単一配置で記述する制約の下，平均場の考え方に基づいて軌道を求めるハートリー・フォック（HF）法であ

る。この授業では，まず HF近似の基本的な考え方と数学的な表現をまとめ，次いでコンピュータを使って実際に HFの解を得る

ためのプロトコルを述べる。さらに，電子相関，密度汎関数，分子構造最適化，量子コンピュータについてもふれる。総論として

は，「化学実験 B/C」での GAUSSIAN プログラムを使った実習の理論的な背景を復習的に自習する目的に適していると言える。 

 

The Hartree-Fock (HF) method is considered as a starting point toward more sophisticated molecular orbital methods providing 

numerical solutions of the Schrodinger equation for electrons. The HF wavefunction is of single determinant type, and the 

electron-electron interactions are approximated in an averaged way with self-consistency. In this course, the fundamental 

concept and associated mathematical representations of HF are briefed, and then the protocols for computational processing to 

obtain the HF solution are described. Furthermore, several topics of electron correlated treatment, density functional theories, 

geometry optimization, and even quantum computer will be addressed as well. As a general statement, this course will be 

beneficial as a suitable review of theoretical backgrounds in the practices using the GAUSSIAN program in the course of 

Chemistry experiments B and C. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 線形代数の基礎 

2. 変分法 

3. 多電子系ハミルトニアンとスピン 

4. 平均場とハートリー・フォック近似 

5. ハミルトニアンの行列要素 

6. ハートリー・フォックのエネルギー 

7. ハートリー・フォック方程式の導出 

8. クープマンスの定理 

9. 平均場からのズレと電子相関 

10. 基底関数の導入 

11. 自己無撞着場（SCF）の手続きと Gauss 型基底関数 

12. 開殻系の扱い、密度汎関数法 

13. 量子コンピュータによる量子化学、エネルギー微分と構造最適化 

14. 要点の復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

線形代数などの基礎的な数学を復習し，数式の操作に慣れておくことが望ましい。特に，行列やベクトルの確かな操作が科目習

得の基本となるので，当該内容に不慣れな諸君は事前に確認・準備した上で履修することを強く薦める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業期間中に指示する数回のレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ザボ・オストランド 著 大野公男・阪井健男・望月祐志 共訳、1987、『新しい量子化学（上）』、東京大学出版会 (ISBN:4-13-

062111-4) 

 



 - 316 - 

参考文献（Readings） 

1. 平尾公彦・永瀬茂 共著、2002、『分子理論の展開』、岩波書店 (ISBN:4-00-011047-0) 

2. ザボ・オストランド、1988、『新しい量子化学（下）』、東京大学出版会 (ISBN:4-13-062112-2) 

3. 藤永茂、1990、『入門分子軌道法』、講談社 (ISBN:4-06-153325-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

補助資料のプリントを適宜配付する予定（特に後半）。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC182／高分子化学 

(Polymer Chemistry) 

担当者名 

（Instructor） 
手塚 育志(TEZUKA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高分子化学の基礎，特に高分子化合物および高分子材料の特徴と性質，および高分子合成反応の基本となる有機化学を理解

することを目標とする。 

 

This course will cover the fundamentals of polymer chemistry, specifically focusing on the nature and properties of high-

molecular compounds and materials. The fundamentals of polymer synthesis will also be discussed in order to develop an 

understanding of organic chemistry as it relates to polymers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

高分子化合物は，広範な生命活動に不可欠なものであり，さらに現代社会の基盤となる産業素材としても重要な役割を担ってい

る。この授業では，高分子化合物の特徴と性質を，低分子化合物との対比によって明らかにするとともに，広範な用途に供される

高分子材料がどのような化学反応に基づいて合成されるかを解説する。具体的には，モノマーをポリマーに効率よく変換する化

学反応プロセス（重合反応）とその機構について説明するとともに，高分子合成化学分野の先端的研究の成果，および，近年活

発な研究が進められているエレクトロニクス，フォトニクス，バイオメディカル等の高機能性高分子材料の現状と展望について紹

介する。 

 

Polymers have many important uses in biological processes necessary for life and many key applications in various industries 

critical for modern society. In this course, the nature and properties of polymers will be discussed, paying close attention to 

how they differ from smaller molecules. In addition, students will learn what chemical reactions are used to synthesize various 

useful polymeric materials. More specifically, students will learn about chemical reactions that convert monomers into polymers 

with high efficiency (polymerization reactions) together with their mechanisms. Moreover, students will learn about cutting-edge 

research in the field of polymer chemistry, along with the current state and future outlook of high-performance polymeric 

materials used in electronics, photonics, biomedicals, and other fields. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 高分子物質の特徴と現代社会での役割 

2. 合成高分子と天然高分子 

3. 高分子合成化学（重合反応）の基礎 

4. ラジカルの有機化学 

5. ラジカル重合の化学 

6. ラジカル重合の速度論 

7. ラジカル共重合 

8. イオン重合とリビング重合 

9. 金属錯体による重合（立体規則性重合） 

10. 開環重合 

11. 重縮合と重付加 

12. ブロック共重合とグラフト共重合 

13. 高分子反応と架橋反応 

14. 高分子化学の最前線 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

有機化学の基礎を学習していることが望ましい。また，後期開講の高分子物性も併せて受講することを勧め 

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/出席態度(20%) 

単位修得のためには 75%以上の出席を必要 とする 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使用しない。授業にはスライドやプリントを併用する。 
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参考文献（Readings） 

1. 井上祥平、『高分子合成反応』、裳華房 

2. 鶴田禎二、『新訂 高分子合成反応』、日刊工業新聞 

3. 高分子学会編、『基礎高分子科学』、東京化学同人 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC183／高分子物性 

(Physical Properties of Polymers) 

担当者名 

（Instructor） 
野島 修一(NOJIMA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高分子物質に特徴的な構造や物性の理解を目的とし、孤立高分子鎖の形と挙動、高分子溶液の性質、高分子集合体の構造と

機能、および、高分子材料の諸物性等について学ぶ。 

 

The purpose of this course is for students to gain a deeper understanding of the structures and properties characteristic of 

polymers. They will learn about the shape and behavior of isolated polymer chains, the nature of polymer solutions, and the 

structure and functions of polymer aggregates, along with the various general properties of polymeric materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

孤立高分子鎖（１本の高分子鎖）の形と挙動、高分子希薄溶液・濃厚溶液の性質、高分子ブレンドの構造と物性、高分子集合体

中での構造形成、および、高分子材料の諸物性について解説する。これらより、高分子物質が示す様々な巨視的性質を微視的

構造や挙動と関連づけて理解することを目指す。さらには、高分子集合体中に形成する各種構造の測定方法についても説明す

る。 

 

This course will cover the shape and behavior of isolated polymer chains (single polymer chains), the properties of dilute and 

concentrated polymer solutions, as well as the structure and properties of polymer blends. Additionally, the formation and 

structure of polymer aggregates will be discussed along with the various general properties of polymeric materials. With this 

knowledge, this course aims to show students how to relate the macroscopic properties exhibited by polymers to their 

microscopic structure and behavior. Lastly, the various structures formed within polymer aggregates and the methods to 

elucidate them will be discussed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 高分子とは？高分子性発現の起源、高分子研究の流れ 

2. 高分子の一次構造と高次構造 

3. 孤立高分子鎖の形と挙動 

4. 高分子希薄溶液・準希薄溶液 

5. 高分子濃厚溶液・ブレンド 

6. 高分子集合体の高次構造と構造形成１ 

7. 高分子集合体の高次構造と構造形成２ 

8. 高分子集合体の高次構造と物性 

9. 高分子集合体中の高次構造測定法 1. 直接法 

10. 高分子集合体中の高次構造測定法 2. 間接法 

11. 高分子集合体（高分子材料）の諸物性 1. 熱的性質 

12. 高分子集合体（高分子材料）の諸物性 2 電気的性質 

13. 高分子集合体（高分子材料）の諸物性 3. 力学的性質 

14. 高分子集合体（高分子材料）の諸物性 4. その他の性質 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

春学期開講の高分子化学を受講していることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席態度(30%)/中間テスト(35%)/最終テスト(Final Test)(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。講義にはパワーポイントを使用するので、そのコピーを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 高分子学会編、2006、『基礎高分子科学』、東京科学同人 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CC187 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC187／化学の最前線 

(Frontier of Chemistry) 

担当者名 

（Instructor） 
箕浦 真生(MINOURA MAO)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各専門分野の最新の研究内容を聞くことによって，研究とはどのようなものか，どのように進展していくかについて学ぶ。 

 

By hearing about the contents of the latest research in various specialized fields, students will learn exactly what research is 

and what it entails. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各教員の専門分野における最新の研究内容について，その背景や関連研究も含めて講義する。授業担当者が各 1 回ずつ行う。

「研究実験」の関係科目でもあるので，「研究実験」を履修希望者は，是非聴講願いたい。また，「卒業研究」研究課題にも関連す

るので，「卒業研究」履修予定の学生も本講義科目を履修することが望ましい。 

 

Each professor will discuss the latest research in their respective fields of specialization, including the background information 

and related research. This course is related to “Research Experiments,” and as such, those who wish to take that course in the 

future are urged to register for this course. In addition, this course is related to the Graduation Research, thus students who 

plan to register for that course should optimally take this course as well. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 化学の最前線の学び 

2. 有機元素化学の最前線 

3. 解析分離化学（ソフトマターが関わる分子間相互作用の動力学） 

4. 新物質相としての表面 

5. エネルギー変換に挑戦する錯体化学 

6. 非相溶系高分子の界面制御技術 

7. 光機能分子材料 

8. フラグメント分子軌道法の開発と応用   

9. 色が変わる金属錯体・光る金属錯体 

10. 植物の化学成分と進化 

11. 高機能分子触媒の最前線 

12. 1 分子計測で解き明かすナノ物質の光物理化学 

13. ナノテクノロジーとナノバイオ計測 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各教員より配付される資料を使って予習・復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各教員から提示される課題の合計点(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。適宜資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各回の日程・内容等については、掲示するので必ず確認をすること。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC191／有機化学演習 

(Exercises in Organic Chemistry) 

担当者名 

（Instructor） 

黒田 智明(KURODA CHIAKI) 

堤 亮祐(TSUTSUMI RYOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

問題演習によって有機化学の基礎学力を習得する。 

 

In this course, students will learn the fundamentals of organic chemistry through various practice problems and exercises. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「有機化学１」および「有機化学２」で学んだことを理解し，それらの知識を問題演習を通して身につける。有機化学反応の基本的

な原理や考え方の理解を深め，反応機構を中心に問題演習を行う。 

 

Students will gain a deeper understanding of the knowledge acquired from Organic Chemistry 1 and 2, solidifying it through the 

act of problem solving. They will gain a deeper understanding of the basic principles that drive organic reactions through various 

practice exercises focusing on reaction mechanisms. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 電子構造の基礎，巻き矢印の書き方（１） 

2. 電子構造の基礎，巻き矢印の書き方（２） 

3. 酸と塩基，共鳴効果と誘起効果（１） 

4. 酸と塩基，共鳴効果と誘起効果（２） 

5. 求核置換反応、協奏反応（１） 

6. 求核置換反応、協奏反応（２） 

7. 求核付加反応（１） 

8. 求核付加反応（２） 

9. 縮合反応（１） 

10. 縮合反応（２） 

11. その他の反応（１） 

12. その他の反応（２） 

13. 有機合成と逆合成解析（１） 

14. 有機合成と逆合成解析（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「有機化学１」および「有機化学２」で学習したことについて復習しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回行う小テスト(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

奥山格他『有機化学』（丸善 2008 4621079393） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC192 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC192／物理化学演習 

(Exercises in Physical Chemistry) 

担当者名 

（Instructor） 
三井 正明(MITSUI MASAAKI)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

問題演習を通じて、物理化学（量子論、熱力学、反応速度論）の基礎（物理化学入門、物理化学１、物理化学２、反応速度論で学

んだ内容）に関する理解を深めることを目標とする。 

 

This course aims to deepen students’ understanding of the fundamentals of physical chemistry learned in Introduction to 

Physical Chemistry, Physical Chemistry 1 and 2, and Reaction Kinetics (quantum theory, thermodynamics, reaction kinetics) 

through problem solving. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1-5 回は「物理化学 1」で学んだ内容（熱力学第一法則，熱力学第二法則，ギブズエネルギー，化学ポテンシャルなど）、6-10 回

は「反応速度論」で学んだ内容（1 次反応、２次反応、平衡反応、定常状態近似など）、11-14 回は「物理化学２」で学んだ内容（シ

ュレーディンガー方程式、波動関数、原子の電子構造など）に関する問題演習を行う。 

 

Lectures 1-5 will cover the material learned in Physical Chemistry 1 (first and second laws of thermodynamics, Gibbs free 

energy, chemical potential, etc.). Lectures 6-10 will discuss material learned in Reaction Kinetics (first and second order 

reactions, equilibrium reactions, steady state approximations, etc.). Lastly, lectures 11-14 will cover material learned in Physical 

Chemistry 2 (Schrodinger equation, wave functions, electron structure, etc.). Students will solve problems related to these 

topics in order to deepen their understanding of the subject. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 熱力学第一法則：熱化学  

2. 熱力学第二法則：エントロピー  

3. ギブズエネルギーと化学ポテンシャル  

4. 相平衡  

5. 化学平衡 

6. 一次反応、二次反応 

7. 平衡反応、逐次反応 

8. ラブラス変換 

9. 定常状態近似 

10. 活性化エネルギー 

11. 固有方程式、波動関数、確率密度、期待値、不確定性原理  

12. 並進運動、回転運動のシュレーディンガー方程式 

13. 水素類似原子の電子構造  

14. 多電子原子の電子構造と項記号  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「物理化学入門」、「物理化学 1」、「物理化学 2」および「反応速度論」の復習をしておくこと  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

演習の結果を採点し、それを集計する。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業の進行にあわせて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CC196 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC196／基礎物理学 

(Basic Physics) 

担当者名 

（Instructor） 
島野 誠大(SHIMANO MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE1910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学において化学を学んでいくうえで必須となる基礎的な物理学を修得することを目的とする。 

 

This course aims to teach students the fundamental physics knowledge necessary to study chemistry at the collegiate level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

物質の性質，化学反応，あるいは生命現象を原子・分子のレベルで理解していくためには，ある程度の物理学の素養を必要とす

る。 

この講義では，大学で化学を学んでいくうえで必須となる基礎的な物理学の中から，力学分野と電磁気学分野を中心とし，高等

学校レベルの物理から出発して，大学初年度レベルの物理学へとつなぐ部分をカバーする。 

高等学校で物理を履修してこなかった学生にとっては必要不可欠な講座である。また，高等学校レベルの物理（物理基礎，物理）

の理解に不安を持つ学生も本講座を履修することが望ましい。なお，講義の中では問題演習などの課題を数回行う予定である。 

なお，新入生に対する本講座履修に関する諸注意があるので，それらの指示に従うこと。 

 

In order to understand the nature of matter, chemical reactions, or even biological phenomena at the molecular and atomic 

level, students will need a solid grounding in physics. 

In this course, students will acquire the fundamentals physics knowledge necessary to study chemistry at the collegiate level. 

Primarily focusing on classical mechanics and electromagnetism, this course bridges the gap between the physics learned in 

high school and first year university physics. 

This course is essential to students who did not take physics in high school. Also, students who doubt their understanding of 

high school level physics classes (Physics Fundamentals, Physics) should ideally take this course. Students will solve practice 

problems during the lecture a few times throughout the duration of the course. 

Additionally, various tips and pointers aimed at incoming students on how to pass this course will be given during the lectures. 

Following these pieces of advice will be beneficial to one’s success in this course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 力のつりあい 

2. 様々な運動の表し方 

3. 力と運動の関係性 

4. 力と運動の関係性Ⅱ 

5. 仕事とエネルギー 

6. 力学的エネルギー保存則 

7. 運動量保存則 

8. 静電気と電場 

9. 電位と電流 

10. 磁場と電流 

11. ローレンツ力 

12. 電磁誘導の法則 

13. 前期量子論 

14. ボーア半径 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内に配付されたプリントについては必ず復習を行うこと。 

また，「高校物理」といったキーワードで検索するとインターネット上でも沢山のサイトを見ることができる。良質なサイトもあるの

で，自分に合ったものを１つ見つけて習熟するすることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/レポート(20%)/小テスト(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 326 - 

テキストについては，授業内に指示する。 

適宜，プリント等を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原康夫、2012、『基礎物理学』、学術図書出版 (ISBN:4780603005) 

2. ハリディ・レスニック・ウォーカー、2002、『物理学の基礎 （１）力学／（３）電磁気学』、培風館 (4563022551／4563022578) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC202／情報科学（化） 

(Computer and Information Science for Chemistry Students) 

担当者名 

（Instructor） 

望月 祐志(MOCHIZUKI YUJI) 

古明地 勇人(KOMEIJI YUUTO) 

山本 詠士(YAMAMOTO EIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用，化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の情報科学と計算機プログラミング技法の概略を学ぶ。 

 

This course will give an outline of modern-day computer science and computer programming techniques. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  

情報処理の重要性があらゆる分野で高まっており，人工知能(Artificial Intelligence，AI)やモノのインターネット（Internet of 

Things，IoT)などのキーワードも身近になってきた。この講義では，情報処理に関する基礎的な知識（情報リテラシー）を学び，さら

に計算機プログラミング技術を実習する。 

プログラミングとは，計算機プログラム，つまり「情報処理手順を記述した，計算機に対する命令書」を作成することを言い，情報

処理の中核的技術である。化学の研究でも，GAUSSIAN，GAMESS，AMBER など数多くの分子計算プログラムが利用されてい

る。本講義では，Fortran と Python の二つの計算機言語を使ってプログラミングを学ぶ。Fortran は歴史のある言語で (1957 年

登場），数値計算の分野で広く使われている。一方，Python は新しい言語で(1991 年登場）、広い汎用性を持ち，特に自然言語

（人間の言葉）や AIの研究に欠かせない。これら二つの性格の異なる計算機言語を通して，プログラミングの基本を身に着け

る。 

ここで学ぶ情報処理の基礎的な知識や技術は，今後の学生生活の中はもちろん，社会に出てからも有用となるであろう。 

なお，この科目は基本的に「実習」であるから，毎回出席して作業を行うこと。 

（注意：下記の授業計画は，順番が多少前後する可能性がある。）  

 

The importance of data processing has risen sharply in all fields, and terms like artificial intelligence (AI) and internet of things 

(IoT) have become very familiar. In this course, students will learn fundamental knowledge related to data processing 

(information literacy), as well as various computer programming technologies.  Programming refers to writing a computer 

program, namely a discrete list of data processing commands for the computer to follow. Computer programming has become a 

central part of data processing. Even in chemistry research, programs like Gaussian, GAMESS, and Amber are used to run large 

molecular computations. Two programming languages are taught in this class: Fortran and Python. Fortran has a lengthy history 

(created in 1957) and has been used to perform arithmetic operations in a wide variety of fields. In contrast, Python is a 

relatively new language (created in 1991).  It is extremely versatile and is particularly essential to the research of natural 

language (human languages) and AI. Using these two fairly different languages, students will learn the basics of computer 

programming. They learn the fundamental data processing knowledge and techniques that will pay dividends throughout the rest 

of their time in school and will surely prove useful in the working world. This course consists primarily of hands-on practice, and 

hence it is important to attend every lecture. (Note: The syllabus is subject to change based on the needs of the class.) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 情報リテラシー(1) 基礎となる前提知識 （望月） 

2. Fortran (1) プログラムの作成と実行 （山本） 

3. Fortran (2) 四則演算と変数 （山本） 

4. Fortran (3) 標準入力と条件分岐 （山本） 

5. Fortran (4) 反復計算 （山本） 

6. 情報リテラシー(2) スーパーコンピュータとシミュレーション （望月） 

7. Python (1) プログラムの作成と実行、基礎文法 (古明地） 

8. Python (2) 組み込み関数・リスト・モジュール・メソッド・日本語 （古明地） 

9. Python (3) 関数の定義、グラフィクス （古明地） 

10. Python (4) 行列演算 （古明地） 

11. Python (5) matplotlib によるグラフ作成 （古明地） 

12. 情報リテラシー(3) AIや IoTなど最近の話題 （望月） 

13. Python (6) ファイルの読み込み (古明地） 

14. Python (7) 最終課題 （古明地） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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授業時間外に，充分時間を掛けて，課題作成作業に取り組む必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ほぼ 2 回に 1 度の課題レポート(70%)/出席態度(30%) 

未提出レポートが 3 件以上の学生は，自動的に D 判定（不可）。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 平田浩一、2018、『情報リテラシー2018 年版』、日経 BP (ISBN:4822292290) 

2. 富田博之・斎藤泰洋、2011、『Fortran90/95 プログラミング改定新版』、培風館 (ISBN:4563015873) 

3. 柴田淳、2017、『みんなの Python 第 4 版』、ソフトバンククリエイティブ (ISBN:479738946X) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 329 - 

■CC203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC203／錯体化学 １ 

(Coordination Chemistry 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
遷移金属錯体の基本物性の理解 

担当者名 

（Instructor） 
和田 亨(WADA TOHRU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 遷移金属錯体の性質を系統的・論理的に理解する。結晶場理論と配位子場理論を用いて遷移金属錯体の構造と電子状態状

態の関係性，および光吸収（電子吸収スペクトルと振動スペクトル）の原理を修得する。 

 

This course aims to give students a logical and systematic understanding of transition metal complexes. Through the use of 

crystal field theory and ligand field theory, students will learn of the relation between the structure of transition metal 

complexes and their electronic state. Photochemical properties of transition meta complexes and the theory of electronic 

absorption and vibration spectra will also be discussed. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 金属錯体とは金属イオンに他の分子やイオンが配位子として結合した化合物であり，同じ金属イオンであっても配位子の種類

や立体構造により金属錯体の性質は大きく異なる。工業的には合成用触媒やセンサーなど機能性材料として用いられ，生体内

でも多くの酵素は遷移金属錯体を活性中心として含んでいる。その多様な機能は，中心金属と配位子との相互作用から生み出さ

れる。精密に分子設計することにより，狙った機能を発現させるが可能である。 

 本講義では，遷移金属錯体の電子状態と構造，物性の関係性について系統的・論理的に理解することを目的とする。金属錯体

の性質を説明する重要な二つの理論「結晶場理論」と「配位子場理論」について解説する。これらの理論を用いて錯体の物性，そ

の中でもこの講義では特に，錯体の重要な性質の一つである光吸収（電子吸収スペクトルと振動スペクトル）について学ぶ。 

 また，本講義は「化学実験 C無機化学実験」を理解するために必要な理論について学ぶため，ぜひ積極的に履修して欲しい。 

 

Metal complexes are compounds consisting of a central metal ion with molecules or other ions bonded to it as ligands. 

Compounds with the same metal ion can exhibit very different properties depending on the type and arrangement of the ligands 

attached to it. In industry, transition metal complexes are widely used as catalysts in various synthesis methods; they also can 

function as sensors in some contexts. In addition, many enzymes in the body contain transition metal complexes as their 

reaction active sites. These diverse functionalities arise from the interactions between the central metal ion and the ligands. It 

is possible to express a desired functionality by the precise design of complex molecules. 

 This course aims to give students a systematic and logical understanding of the relation between electronic and physical 

structures of transition metal complexes. The two theories crucial to understanding the nature of metal complexes will be 

discussed: crystal field theory and ligand field theory. Using these theories, students will learn about the properties of metal 

complexes, particularly their photochemical properties (electron absorption and vibration spectra). 

 This course covers the theory necessary to understand Standard Experiments in Chemistry C: Inorganic Chemistry 

Experiments. As such, it is recommended to be proactive in attending this course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 遷移元素の基礎〜電子配置と性質〜 

2. 金属錯体の構造と命名法 

3. 結晶場理論（１）〜六配位正八面体型錯体の結晶場分裂〜 

4. 結晶場理論（２）〜結晶場安定化エネルギーと分光化学系列〜 

5. 結晶場理論（３）〜錯体の光吸収〜 

6. 結晶場理論（４）〜四配位錯体の結晶場分裂とヤン・テラー効果〜 

7. 中間テスト 

8. 分子の対称性と配位子場理論（１）〜対称操作と点群〜 

9. 分子の対称性と配位子場理論（２）〜指標表と軌道の対称適合線形結合〜 

10. 分子の対称性と配位子場理論（３）〜六配位正八面体型の分子軌道〜 

11. 錯体の光吸収（１）〜電子吸収スペクトル〜 

12. 錯体の光吸収（２）〜d-d遷移と CT遷移に由来する光吸収〜 

13. 錯体の光吸収（３）〜錯体のルミネッセンス〜 

14. 錯体の光吸収（４）〜振動スペクトル〜 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 テキストを一読してから講義に臨むこと。予習で分からないことろを確認した上で授業に臨むと，授業の理解度が格段に上が

る。授業後にもう一度，ノートと資料，テキストを見直すと知識の定着につながる。また、複数回の課題（宿題）を提示する。こちら

は成績には反映されないが，授業内容の理解に大いに役立つので，積極的に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/中間テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. M.Weller 他、2016、『シュライバー・アトキンス 無機化学（上）』、東京化学同人 (ISBN:978-4-8079-0898-1) 

2. M.Weller 他、2017、『シュライバー・アトキンス 無機化学（下）』、東京化学同人 (ISBN:978-4-8079-0899-8) 

講義では図表等はプロジェクターで投影し，プリントとして配付する。しかし，教科書で予習・復習しないと完全に理解することは困

難である。必ず教科書を購入すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 荻野博・飛田博実・岡崎雅明、2016、『基本無機化学』、東京化学同人 (ISBN:978-4807909001) 

2. 佐々木陽一・柘植清志、2009、『錯体化学』、裳華房 (ISBN:978-4785332242) 

3. バソロ・ジョンソン、1987、『配位化学―金属錯体の化学ー』、化学同人 (ISBN:978-4759801682) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は板書と補足資料をスクリーン投影しながら進める。自宅学習用の演習課題を行い，次の授業で解説する。自分が間違え

た部分をしっかりと理解することは，期末試験で良い結果につながる。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC204／分析化学 ３ 

(Analytical Chemistry 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

機器分析化学の基礎から応用まで学びます。データ処理の基礎を学びます。また、実際

に社会でどのように利用されているかを学びます。 

担当者名 

（Instructor） 
田渕 眞理(TABUCHI MARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降学者適用 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各種機器分析法について、基本的な原理、特徴から応用まで、及び、データの処理法について理解することを目標とします。 

 

This course aims to teach students the fundamental theory, characteristics, and applications of various instrumental analysis 

methods. Relevant data processing techniques will also be covered. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年、機器分析法は、定性分析、定量分析、構造解析、状態分析等において、幅広く利用され、重要な分析法となっています。本

講義では、代表的な各種機器分析法の原理、特徴を学びます。また、測定値の扱いについて、誤差の計算について学びます。さ

らに、機器分析の実際について学び、分析化学が実際の社会でどのように利用されているかを学びます。練習問題を実際に解き

ながら、より理解を深めます（関数電卓を持参してください）。 

 

A wide variety of instrumental analysis methods are used in order to gain qualitative and quantitative data on various analytes. 

Additionally, instruments can be used for structural analysis, state analysis, and the determination of an analyte’s physical 

properties, among many other things. In this course, students will learn the theory and characteristics of various important 

instrumental analysis methods. In addition, they will learn how to treat data as well as how to calculate measurement error. 

Furthermore, students will learn about the diverse applications of various instrumental analysis methods, gaining insight into how 

analytical chemistry is actually used in the real world. By solving practice problems, students will deepen their understanding of 

the material (each student must bring a scientific calculator). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 機器分析基礎 

2. 食品分析基礎 

3. 食品分析応用 

4. 食品分析実際 

5. 紫外・可視分光分析と蛍光分光分析の基礎 

6. 紫外・可視分光分析と蛍光分光分析の応用 

7. 分光分析装置の実際 

8. 状態分析基礎 

9. 状態分析応用 

10. マックスウェル‐ボルツマン分布則 

11. 原子発光分析・フレーム原子吸光分析 

12. 蛍光Ｘ線・Ｘ線回折、Ｘ線吸収 

13. データ処理の基礎 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

分析化学入門 or 分析化学１、分析化学２はよく復習して授業に臨んでください。 

各回の練習問題の復習と課題は必ず行ってください。各回、課題提出があります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

・ただし、毎回出席して課題を提出していることが前提となります。・関数電卓を持参してください。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態は、板書、パワーポイント、口頭で、講義形式＋演習形式です。 

講義では、随時、視聴覚教材、映像資料を取り入れます。 

アクティブラーニングを取り入れ、演習を適宜行います。 

授業，筆記試験とも、関数電卓を持参してください。 

尚、携帯電話、スマートフォン、ＰＣ等の電子機器の使用は認めません。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC205／光物理化学 

(Photophysical Chemistry) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
分子の励起状態の化学 

担当者名 

（Instructor） 
三井 正明(MITSUI MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

光（電磁波）の性質、分子と光の相互作用、分子の電子励起状態の性質や緩和過程に関する基礎的事項を理解することを目指

す。 

 

This course aims to teach students about the nature of light (electromagnetic waves) and the interactions between molecules 

and light. Furthermore, it aims to explain the nature of electrons in excited energy states as well as their relaxation 

mechanisms. 

 

授業の内容（Course Contents） 

物質の電子励起状態は、自然界では光合成や生物発光で重要な役割を果たしており、我々の暮らしの中では、発光素子やレー

ザーなどのオプトエレクトロニクス、太陽電池、光触媒などに活用されています。本講義では、光（電磁波）の基本的な性質の理解

からスタートし、分子がなぜ光と相互作用するのか？分子が光を吸収して励起状態が生成するとどのようなことが起こるのか？

などについて解説する。 

 

Electronic excited states play a major role in photosynthesis and bioluminescence and are also practically used in fiber optics, 

lasers, optoelectronics, solar cells, and photocatalysts. In this course, students will begin by learning the fundamental nature of 

light (electromagnetic waves). The course will proceed by answering the questions of why molecules interact with light as well 

as what happens when electronic excited states of molecules are formed by absorbing photons. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 光の性質１：波動性と粒子性、波動方程式 

2. 光の性質２：偏光、強度、干渉 

3. 光と物質の相互作用の古典力学的描像１ 

4. 光と物質の相互作用の古典力学的描像２ 

5. 分子のエネルギー準位の階層性とボルツマン分布 

6. 光と物質の相互作用１：Lambert-Beer の法則 

7. 光と物質の相互作用２：状態間遷移、Einstein の A係数，B 係数 

8. 光と物質の相互作用の量子力学的描像：遷移双極子モーメント、振動子強度 

9. 光と物質の相互作用：物理量の実測値と理論値の関係 

10. 励起状態の緩和過程：Jablonskiダイアグラム、項間交差、内部転換 

11. 電子遷移の選択律と群論１ 

12. 電子遷移の選択律と群論２ 

13. 電子遷移の選択律と群論３ 

14. 電子遷移の選択律と群論４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修にあたっては、「物理化学入門」、「物理化学２」、「反応速度論」を復習しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

なお、単位取得のためには、11回以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 千原秀昭、中村亘男、2009、『アトキンス 物理化学（上） 第 8 版』、東京化学同人 (ISBN:978-4-8079-0695-6) 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺嶋正秀、馬場正昭、松本吉泰、2015、『現代物理化学』、化学同人 (ISBN:978-4-7598-1809-3) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CC207／錯体化学 ２ 

(Coordination Chemistry 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
遷移金属錯体の化学反応 

担当者名 

（Instructor） 

和田 亨(WADA TOHRU) 

中薗 孝志(NAKAZONO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

結晶場理論や配位子場理論に基づき、遷移金属錯体の反応性について論理的に理解する。さらに有機合成反応に欠かすこと

の出来ない有機金属錯体の合成と反応性について学ぶ。 

 

In this course, students will gain a better understanding of the reactivity of transition metal complexes through the use of 

crystal field theory and ligand field theory. Furthermore, students will acquire important knowledge concerning the synthesis and 

reactivity of organic metal complexes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では遷移金属錯体の反応について解説する。遷移金属錯体は、多くの有機合成反応の触媒として用いられているばか

りではなく、生体内酵素の活性部位や、様々な機能性材料であることが知られている。錯体化学、有機化学、生物化学など多分

野で、遷移金属錯体の基本的な反応性を理解することが重要である。前半は、錯体化学的な見地から、遷移金属錯体の置換反

応、酸化還元反応、光化学反応を取り扱う。後半は金属と炭素の直接結合を有する有機金属錯体の基本的な反応と触媒反応に

ついて講義する。本授業では結晶場理論と配位子場理論に基づいて解説をする。「遷移元素の化学」もしくは「錯体化学１」で学

んだの授業内容は理解している前提で授業を進める。 

 

In this lecture, reactivity of transition metal complexes will be discussed. Transition metal complexes are not only used as 

catalysts in organic synthesis reactions, but are also found in the active sites of many enzymes in the human body. They are 

widely understood to be materials with a broad range of diverse uses. In coordination chemistry, organic chemistry, 

biochemistry, and many other fields, understanding the reactivity of transition metal complexes is critical. In the first half of the 

course, students will learn substitution reactions, oxidation-reduction reactions, and photochemical reactions from the 

viewpoint of coordination chemistry. In the latter half, basic reactions involving organic metal complexes, which contain at least 

one metal-carbon bond, will be discussed. Catalytic reactions using metal complexes will also be covered. The concepts taught 

in this course are grounded in crystal field theory and ligand field theory.  It is desireble for students who take this class to be 

familiar with the material covered in Transition Element Chemistry and Complex Chemistry 1. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 遷移金属錯体の反応〜配位子置換反応（１）〜 

2. 遷移金属錯体の反応〜配位子置換反応（２）〜 

3. 遷移金属錯体の反応〜酸化還元反応（１）〜 

4. 遷移金属錯体の反応〜酸化還元反応（２）〜 

5. 遷移金属錯体の反応〜光化学反応（１）〜 

6. 遷移金属錯体の反応〜光化学反応（2）〜 

7. 中間テスト 

8. 有機金属化学〜構造と 18 電子則〜 

9. 有機金属化学〜有機金属錯体の結合〜 

10. 有機金属化学〜基本的反応（１）〜 

11. 有機金属化学〜基本的反応（２）〜 

12. 有機金属化学〜触媒反応（１）〜 

13. 有機金属化学〜触媒反応（２）〜 

14. 有機金属化学〜触媒反応（3）〜 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義を受講するに当たり、必ず「遷移元素の化学」または「錯体化学１」の復習を行うこと。また、必ず教科書を購入し、毎回の

授業前には該当箇所を一読してから授業の臨むこと。そうすることで授業の理解度が大きく向上する。授業後には、授業ノートと

教科書を照らし合わせて復習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. M.Weller 他、2017、『シュライバー・アトキンス 無機化学（下）』、東京化学同人 (ISBN:978-4-8079-0899-8) 

2. 佐々木陽一・柘植清志、2009、『錯体化学』、裳華房 (ISBN:978-4-7853-3224-2) 

3. 山本明夫、2015、『有機金属化学』、東京化学同人 (ISBN:978-4-8079-0857-8) 

講義では図表等はプロジェクターで投影し、プリントとして配付する。しかし、教科書で予習・復習しないと完全に理解することは困

難である。必ず教科書を購入すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中澤浩・小坂田耕太郎、2014、『有機金属化学』、三共出版 (ISBN:978-4-7827-0707-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は板書と補足資料をスクリーン投影しながら進める。自宅学習用の演習課題を行い、次の授業で解説する。自分が間違え

た部分をしっかりと理解することは、期末試験で良い結果につながる。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／物理学実験（化） 

(Experiments in Physics for Chemistry Students) 

担当者名 

（Instructor） 

中野 祐司(NAKANO YUJI) 

椎名 陽子(SHIINA YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用，化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物理学実験の全般にわたる基礎知識と実験手法を習得し，実験に対する素養を得ることを目的とする。 

 

The goal is to acquire basic knowledge and learn experimental methods spanning across the entirety of physics experiments in 

order to obtain a sturdy foundation for experiments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初回にガイダンスを行う。ガイダンスでは，実験指針・スケジュール表などを配付し，実験を行うにあたっての注意事項やレポート

などについて説明するので必ず出席すること。 

実験専用のノートをを準備すること。事前に実験指針をよく読み，実験の目的・内容を把握した上で実験を始めること。事故を起こ

さないためにも実験中は必ず担当教員の指示に従うこと。 

実験によってはグラフ用紙，関数電卓などが必要であるので各自適切なものを持参すること。 

いくつかの実験では誤差の統計処理が必要である。 

 

I will be providing a guidance initially. Students will need to attend this guidance session, as I will distribute guidelines for 

experiments, the schedule, etc., and explain about precautions for experiments , reports, and other similar things. 

Students should also prepare a dedicated notebook for experiments. They should read the experiment guidelines carefully 

before each experiment so that they can understand the purpose and the contents of each experiment. To prevent an accident 

from occurring, always follow the instructions of the teacher when performing an experiment. 

Depending on the experiment, graph paper, a scientific calculator, etc., may be required, so be sure to bring the appropriate 

items to each experiment. 

Some experiments will also require statistical processing of errors. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 基礎測定 

3. 計算機１ 

4. 計算機２ 

5. ヤング率１ 

6. ヤング率２ 

7. 分光１ 

8. 分光２ 

9. 電流の熱作用１ 

10. 電流の熱作用２ 

11. 放射線１ 

12. 放射線２ 

13. 報告書作成法 

14. 報告書作成法 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ガイダンス時に配付するテキストの「レポートの作成」部分を事前に熟読し，理解しておくことを強く勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度とレポートによる総合評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

物理学実験指針 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の実験ガイダンスに班分けを行う。実験課題の順番は班ごとに異なる。 

また，初回の実験ガイダンスとは別に，7 月中旬～下旬に化学科としての履修ガイダンスを行います。 

本授業は選択科目であるため，科目の目的の理解や履修に当たっての心構えが重要です。 

ゆえに，必ずこの履修ガイダンスに出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／生物学実験（化） 

(Experiments in Biology for Chemistry Students) 

担当者名 

（Instructor） 

向井 崇人(MUKAI TAKAHITO) 

赤沼 元気(AKANUMA GENKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用，化学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生物学実験の全般にわたる基礎知識と実験手法を習得し、生物学の実験に対する素養を得ることを目的とする。 

 

This course aims to enable students to learn the fundamental knowledge and experimental methods for overall biological 

experimentation and to provide students with experimental sophistication in biology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初回に行うガイダンスでは、本実習のテキストとなる生物学実験指針・スケジュール表・名札などを配付し、レポートの方針などに

ついて説明するので、必ず出席すること。 

以後は、実験指針に基づき以下のように「生物学実験」を行う。  

「動物の解剖」では、カエルの解剖を行い、各臓器について学ぶ。 

「顕微鏡観察」では、分裂中のタマネギ細胞の染色体を観察し、体細胞分裂について学ぶ。 

「PCR/電気泳動」では、ヒトの遺伝子型判定を行い、その全体像を理解する。 

「細胞の生理的適応」では、ｌａｃオペロンについて学び、大腸菌の生理的適応の仕組みを理解する。 

 

In the beginning of the course, students will receive firm guidance. The Guidelines of Biological Experimentation, which will be 

the main text used in this course, will be handed out along with a schedule and name tags. The guidelines for writing reports will 

also be explained, so attendance during this part of the course is required. 

From there on after, various “Biological Experiments” will be conducted using the course text as a reference.  

In “Animal Dissection,” students will dissect a frog and learn about its internal organs. 

In “Microscope Observations,” students will observe the chromosomes of onion cells undergoing division while learning about 

somatic cell division. 

In “PCR/Electrophoresis,” students will assess a person’s genotype while gaining a better understanding of the big picture. 

In “The Physiological Adaptations of Cells,” students will learn about the lac operon while gaining an understanding of the 

physiological adaptation 

mechanisms of E. coli. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 基本的な実験の説明 

3. 動物の解剖(１) 

4. 動物の解剖(２) 

5. 顕微鏡観察(１) 

6. 顕微鏡観察(２) 

7. PCR(１) 

8. PCR(２) 

9. 電気泳動法による DNAの解析(１) 

10. 電気泳動法による DNAの解析(２) 

11. 細胞の生理的適応(１) 

12. 細胞の生理的適応(２) 

13. 再実験予備日(１) 

14. 再実験予備日(２) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ガイダンス時に配付するテキストの「レポートの作成」部分を事前に熟読し，理解しておくことを強く勧める。実験専用のノートを準

備すること。 また，動物の解剖に関しては予習課題がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート（25% x 4）(100%) 

全ての回についての出席及びレポート提出を前提として評価する。 
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テキスト（Textbooks） 

「生物学実験指針」を初回に配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の実験ガイダンスとは別に，7 月中旬～下旬に化学科としての履修ガイダンスを行います。 

本授業は選択科目であるため，科目の目的の理解や履修に当たっての心構えが重要です。 

ゆえに，必ずこの履修ガイダンスに出席すること。  

 

注意事項（Notice） 
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■CC210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究実験 １ 

(Research Experiments 1) 

担当者名 

（Instructor） 
化学科全専任教員 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 各研究室の研究に近いテーマで実験を行い，それぞれの実験技術を習得するとともに，実験に関する文献を読みながら研究の

意義や背景を理解することを目的とする。基礎的な原理，法則，理論を理解し，研究の考え方・進め方を学習する。 

 

In this course, students will conduct experiments related to each laboratory’s specialization and learn from their respective 

experimental techniques. While reading literature related to their experiments, students will understand the background and 

significance of their research. Through understanding the fundamental principles, laws, and theories at play, students will gain 

insight into the mindset needed to conduct and make progress in chemical research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「化学実験 A」～「化学実験 C」では必ず答えの出るテーマが与えられていた。即ち，指示されたとおりに正確に実験を行えば，予

定されていた結果が得られる「授業」であったといえる。しかし，４年次の「卒業研究」では未知の分野を探究するため，答えが用

意されていない「研究」を行うことになる。「研究実験１」の目的は，これまで履修した実験科目と「卒業研究」との橋渡しをすること

にある。担当教員の指導のもと，指定された研究テーマに従って実験を行う。教員とのディスカッションを通じて，それぞれの実験

操作だけでなく研究テーマの意義や背景についても理解することを目指す。また，実験結果を解析して統合的にまとめ，研究成

果を報告をする手法についても学ぶ。 

 

In Standard Experiments in Chemistry A-C, the experiments conducted always had a pre-planned “answer,” so to speak. That 

is, if students conducted the experiments exactly as directed, it was a “class” where they would always be able to attain the 

desired end result. However, during their 4th year Graduation Research, students will be required to conduct “research,” where 

there is no pre-planned answer awaiting them. The goal of Research Experiments 1 is to bridge the gap between the lab 

courses students have taken thus far and the Graduation Research. Students will conduct experiments according to the 

research theme and guidance provided by the instructor. Through discussions with the instructor, the goal is not only for the 

students to manage their own experiments, but for them to understand their background and significance as well. Furthermore, 

students will analyze and organize their experimental results, cultivating the ability to accurately and concisely report the 

results of their research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，実験１ 

2. 実験２ 

3. 実験３ 

4. 実験４ 

5. 実験５ 

6. 実験６ 

7. 実験７ 

8. 実験８ 

9. 実験９ 

10. 実験１０ 

11. 実験１１ 

12. 実験１２ 

13. 実験１３ 

14. 実験１４，まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜，担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度，実験への取り組み姿勢，レポートなど(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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教材等は担当教員が用意する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜，担当教員が用意する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当教員の指導の下，試薬・ガラス器具・計測機器などを用いる実験や，コンピュータを用いた実験，データ解析を行う。その都

度，実験の進め方や得られた結果について指導教員と議論し，その内容をフィードバックする。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究実験 ２ 

(Research Experiments 2) 

担当者名 

（Instructor） 
化学科全専任教員 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 各研究室の研究に近いテーマで実験を行い，それぞれの実験技術を習得するとともに，実験に関する文献を読みながら研究の

意義や背景を理解することを目的とする。基礎的な原理，法則，理論を理解し，研究の考え方・進め方を学習する。 

 

In this course, students will conduct experiments related to each laboratory’s specialization and learn from their respective 

experimental techniques. While reading literature related to their experiments, students will understand the background and 

significance of their research. Through understanding the fundamental principles, laws, and theories at play, students will gain 

insight into the mindset needed to conduct and make progress in chemical research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「化学実験 A」～「化学実験 C」では必ず答えの出るテーマが与えられていた。即ち，指示されたとおりに正確に実験を行えば，予

定されていた結果が得られる「授業」であったといえる。しかし，４年次の「卒業研究」では未知の分野を探究するため，答えが用

意されていない「研究」を行うことになる。「研究実験２」の目的は，これまで履修した実験科目と「卒業研究」との橋渡しをすること

にある。担当教員の指導のもと，指定された研究テーマに従って実験を行う。教員とのディスカッションを通じて，それぞれの実験

操作だけでなく研究テーマの意義や背景についても理解することを目指す。また，実験結果を解析して統合的にまとめ，研究成

果を報告をする手法についても学ぶ。 

 

In Standard Experiments in Chemistry A-C, the experiments conducted always had a pre-planned “answer,” so to speak. That 

is, if students conducted the experiments exactly as directed, it was a “class” where they would always be able to attain the 

desired end result. However, during their 4th year Graduation Research, students will be required to conduct “research,” where 

there is no pre-planned answer awaiting them. The goal of Research Experiments 2 is to bridge the gap between the lab 

courses students have taken thus far and the Graduation Research. Students will conduct experiments according to the 

research theme and guidance provided by the instructor. Through discussions with the instructor, the goal is not only for the 

students to manage their own experiments, but for them to understand their background and significance as well. Furthermore, 

students will analyze and organize their experimental results, cultivating the ability to accurately and concisely report the 

results of their research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，実験１ 

2. 実験２ 

3. 実験３ 

4. 実験４ 

5. 実験５ 

6. 実験６ 

7. 実験７ 

8. 実験８ 

9. 実験９ 

10. 実験１０ 

11. 実験１１ 

12. 実験１２ 

13. 実験１３ 

14. 実験１４，まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜，担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度，実験への取り組み姿勢，レポートなど(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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教材等は担当教員が用意する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜，担当教員が用意する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当教員の指導の下，試薬・ガラス器具・計測機器などを用いる実験や，コンピュータを用いた実験，データ解析を行う。その都

度，実験の進め方や得られた結果について指導教員と議論し，その内容をフィードバックする。 

 

注意事項（Notice） 
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■CC301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／輪講 

(Colloquium) 

担当者名 

（Instructor） 
化学科全専任教員 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE4900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業研究の研究分野に関連する文献を精読し，理解した内容を発表することにより，研究遂行上必要な知識を得るとともに，文

献の読解力やプレゼンテーションの能力を養うことを目標とする。 

 

In this course, students will intensely study literature related to the field of their Graduation Research and present the 

information they have learned. In addition to acquiring the knowledge necessary to complete their Graduation Research, this 

course aims to help students sharpen their literature reading comprehension skills along with their presentation skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業研究の研究分野に関連する文献（専門書籍や学術論文）を精読する。理解した内容や卒業研究の進捗状況についてまとめ

て発表を行い，教員や研究室メンバーとの活発なグループ・ディスカッションを通して，各研究分野の知識，論理的な考え方，プレ

ゼンテーション能力を養う。 

 

In this course, students will intensely study literature (specialized publications and academic papers) related to the field of their 

Graduation Research. Students will present the information they have learned along with progress updates on their research 

project. Through lively group discussions with the instructor and other lab members, students will acquire knowledge in various 

fields of research while sharpening their presentation skills and cultivating a logical way of thinking. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

2. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

3. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

4. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

5. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

6. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

7. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

8. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

9. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

10. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

11. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

12. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

13. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

14. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

15. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

16. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

17. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

18. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

19. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

20. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

21. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

22. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

23. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

24. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

25. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

26. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

27. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

28. 卒業研究の進捗状況，関連した文献や論文について報告，紹介，討論を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪講は卒業研究と一体のものである。授業時間外の学習については，各研究指導教員より適宜指示がある。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

文献内容の理解度(60%)/プレゼンテーション能力と取り組み姿勢(20%)/議論への参加の積極性(20%) 

上記の結果に基づき，総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

各研究指導教員が適宜指定する。 

 

参考文献（Readings） 

各研究指導教員が適宜指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CC351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業研究 

(Research Experiments) 

担当者名 

（Instructor） 
化学科全専任教員 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
８単位(8 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHE4100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究課題について自ら研究計画を立案し，試行錯誤しながら主体的に取り組む。また，得られた研究成果をまとめること

により，研究に対する姿勢，課題解決能力，論理的な思考を養うことを目標とする。 

 

Each student will draft their own research plan relating to their topic, proceeding independently using trial and error. 

Furthermore, through analyzing and organizing their own research results, this course aims to endow students with the mindset, 

problem-solving abilities, and logical way of thinking needed to conduct research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究室に所属し，指導教員より与えられた研究課題（もしくは指導教員と相談して設定された研究課題）に取り組む。研究とは，

教科書には記載されていない未知の領域に挑戦することであり，当該分野の最前線となる課題であることも稀ではない。教員，

研究室メンバーと協同しながらも，研究背景の理解から研究計画の立案，研究手法・結果の考察に至るまで，試行錯誤を繰り返

しながら主体的に進めることが重要である。得られた成果について，年度途中の中間報告会，学年末に業績報告会において口

頭発表を行い，さらに卒業論文を作成して提出する。これまでの学びの集大成として，世界で初めての発見を自身でつかみ取る

ような充実した研究となることを期待する。 

 

Students will belong a laboratory and independently tackle their own research theme under guidance from their supervisor. 

Research is to delve into uncharted territory untouched by textbooks and their research themes are often on the reading edge 

of the research field. It is important for students to proceed the research independently through the trial and error attempts 

from comprehending their research background to consideration of results, with cooperation of their supervisor and lab 

members. Students will give an oral presentation of their results at the Interim Meeting and the Year End Meeting. Furthermore, 

they will prepare and submit a graduation thesis. As a compilation of all of the student’s efforts thus far, we hope that they will 

have fulfilling research life. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導教員の指導の下で各自が研究計画を立案する。 

2. 指導教員の指導の下で各自が研究計画を立案する。 

3. 指導教員の指導の下で各自が研究計画を立案する。 

4. 指導教員の指導の下で各自が研究計画を立案する。 

5. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

6. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

7. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

8. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

9. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

10. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

11. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

12. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

13. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

14. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

15. 秋季授業開始前に研究の進捗について，いくつかの研究グループ（あるいは分野）ごとに中間報告会などを行う。 

16. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

17. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

18. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

19. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

20. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

21. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

22. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

23. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

24. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

25. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

26. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 



 - 348 - 

27. 研究結果について指導教員と議論し，その後の展開等について相談する。 

28. 得られた成果について，学年末に口頭発表を行い，卒業論文を作成して提出する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

卒業研究は，化学科４年間を総合する重要な科目として位置づけられている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

卒業論文の内容(100%) 

業績報告会における研究発表を参考に，化学科全教員で総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

各研究指導教員が適宜指定する。 

 

参考文献（Readings） 

各研究指導教員が適宜指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CD005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生物化学１ 

(Biochemistry 1) 

担当者名 

（Instructor） 
松山 伸一(MATSUYAMA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生体高分子の構造，化学的性質，生理的役割，生合成機構などについて学び，生物を分子レベルで理解するための基礎を修得

する。 

 

In this course, students will learn about the structures of biological macromolecules along with their chemical properties and 

biological roles. They will also gain an understanding of their biosynthesis mechanisms as they acquire the fundamental 

knowledge required to understand life at the molecular level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

細菌からヒトまですべての生物は水素，炭素，窒素，酸素，リン，および硫黄のわずか６つの元素からできている。これらの元素

によってアミノ酸，ヌクレオチド，脂肪酸，単糖などが構成され，タンパク質，核酸，脂質，多糖類などの生体高分子の材料になっ

ている。細胞はこれらの生体高分子によってつくられ，細胞が階層的に集合することによって多細胞生物が形づくられている。 

生命を分子レベルで理解するために，本授業では生体高分子とその構成成分の構造，化学的性質，生理的役割，生合成機構な

どについて学ぶ。生命理学科のあらゆる授業や実験の基礎となる最も重要な授業のひとつである。 

PowerPoint を用いて授業を行う。授業中の要点などの書き込み用に PowerPointの原稿はプリントして配付する。配付する練習

問題は復習をかねて解答すること。生命理学を学ぶ学生が常識として身につけるべき基礎的内容なので，修得できない場合に

は２年次以降の学習に支障が出る。 

 

All life, from bacteria to humans, is constructed from a mere six elements: hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, phosphorus, and 

sulfur. From these elements, amino acids, nucleotides, fatty acids, and simple sugars are constructed. These molecules are the 

building blocks of biological macromolecules like proteins, nucleic acids, lipids, and polysaccharides. Cells are formed from these 

classes of macromolecules, and multicellular organisms take shape as these cells specialize and organize based on their 

function. 

In order to understand life at the molecular level, students will learn about the structures and components of these 

macromolecules along with their chemical properties, biological roles, and biosynthesis mechanisms. This course is one of the 

essentials that provides important fundamental information upon which many of the other lectures and labs offered by the 

Department of Life Science are built. 

The lectures will be conducted using PowerPoint. Copies of the PowerPoints will be handed out in the lectures for students to 

use to take notes. Practice problems will also be handed out and solved, which will help students review the material. This 

course contains fundamental knowledge necessary to students studying the life sciences. In the event that one does not learn 

the information presented in this course, it will likely cause difficulties in their studies from their second year and onward. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「１．生化学入門」 

2. 「２．水」 

3. 「３．アミノ酸とタンパク質の一次構造」① 

4. 「３．アミノ酸とタンパク質の一次構造」② 

5. 「４．タンパク質：三次構造と機能」① 

6. 「４．タンパク質：三次構造と機能」② 

7. アミノ酸とタンパク質のまとめ 

8. 「８．糖質」① 

9. 「８．糖質」② 

10. 「９．脂質と生体膜」① 

11. 「９．脂質と生体膜」② 

12. 「１９．核酸」 

13. 「７．補酵素とビタミン」 

14. まとめ（演習問題の解説） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書を一読してから授業に臨むこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鈴木紘一監訳、2013、『ホートン生化学（第５版）』、東京化学同人 (ISBN:4807908349) 

第３版や第４版でもよい 

 

参考文献（Readings） 

1. 今堀和友・山川民夫監修、2007、『生化学事典（第４版）』、東京化学同人 (ISBN:4807906704) 

2. 中村桂子・松原謙一監訳、2016、『Essential 細胞生物学（第４版）』、南江堂 (ISBN:4524261994) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語などの迷惑行為者は退室させる。 

15 分以上の遅刻者は原則入室させない。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生物物理学１ 

(Biophysics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康之(YAMADA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

エネルギーの概念を理解し，生物におけるエネルギーの流れ，収支を理解する。反応の起こる条件，速度について理解する。 

 

In this course, students will learn the concept of energy, the flow of energy in biological systems, as well as how energy is 

acquired and expended. Students will gain an understanding regarding what conditions must be fulfilled for a reaction to occur. 

Reaction rate will also be discussed. 

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめにエネルギーと仕事の考え方，エネルギー保存則（熱力学第一法則）について講義する。 

つぎに，エントロピーの概念を講義する（熱力学第二法則）。 

これから化学反応がどちらに進むのかを判断する事，反応からどの程度エネルギーを取り出すことができるかを求める事ができ

るようになる事を目指す（反応ギブスエネルギー変化）。 

これらの考え方を用いて，生物における様々な反応におけるエネルギーの収支を解説する。 

生物のエネルギー代謝において重要な概念である，イオンの電気化学ポテンシャル差について講義する。 

化学反応，酵素反応の起こる速度をどのように考えればよいかを講義する。 

 

To begin the course, the concepts of energy and work will be introduced, and The Law of Energy Conservation (The First Law 

of Thermodynamics) will be explained. 

Next, the concept of entropy will be introduced (The Second Law of Thermodynamics). 

The goal is to enable students to determine which direction chemical reactions are likely to proceed and to find out how much 

energy they expend or produce (net change in Gibbs energy). 

Utilizing this way of thinking, the energy acquisitions and expenditures resulting from various biological reactions will be 

discussed. 

Next, the concept of electrochemical potential difference of ions will be discussed, which is one of the key concepts of 

bioenergetics. 

Students will also learn about the rates of chemical reactions as well as the enzyme reactions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. エネルギーとは 

2. 熱力学第一法則 

3. 熱力学第二法則 

4. ギブスエネルギー変化 

5. 標準反応ギブスエネルギー変化と化学平衡 

6. 酸化還元反応の反応ギブスエネルギー変化 

7. 化学浸透圧説１ 

8. 化学浸透圧説２ 

9. 光のエネルギーとその利用 

10. 化学反応速度論１ 

11. 化学反応速度論２ 

12. 酵素反応速度論１ 

13. 酵素反応速度論２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに習ってきた考え方をより深く理解し，定量的な取り扱いをすることになるので，関連する内容についてあらかじめよく復

習をしておくこと。各回の授業の予復習は極めて重要である。 

練習問題を配付するので，実際に手を動かして考え方を身につける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

必要に応じて資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Raymond Chang、2006、『生命科学系のための物理化学』、東京化学同人 (ISBN:4-8079-0645-3) 

2. Tinoco ら、2004、『バイオサイエンスのための物理化学』、東京化学同人 (ISBN:4-8079-0582-1) 

3. Atkins ら、2008、『アトキンス生命科学のための物理化学』、東京化学同人 (ISBN:978-4-8079-0673-4) 

4. 松本孝芳、2005、『バイオサイエンスのための物理化学入門』、丸善 (ISBN:4-621-07581-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各回の授業で，リアクションペーパーに対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／分子生物学１ 

(Molecular Biology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
塩見 大輔(SHIOMI DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生命の基本となる遺伝子とは何か？遺伝子の構造，遺伝情報の伝達機構について学ぶ。生命科学を理解する上で最も基礎とな

る原理や概念を理解することを目標とする。 

 

In this course, students will learn about the structure of genes and mechanisms for the gene expression. The goal of this course 

is for students to gain an understanding of the most fundamental principles and concepts necessary to studying the life science. 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々な生命現象を「分子」という言葉を使って理解することを目指して発展してきた「分子生物学」の最も基本的な原理や概念を

理解する。すなわち，生命の基本である遺伝子の構造や情報伝達機構を分子レベルで理解する。授業では，遺伝子の概念や構

造を学ぶ。原核生物，ファージをモデルにして，DNA と RNAの構造，転写およびその制御機構，染色体の複製とその制御機構を

講義する。また，分子生物学の歴史的背景などにも言及し，分子生物学全般および個々の現象についてより深く理解できるよう

にする。講義は，ワトソンらの『遺伝子の分子生物学』などを参考にしながら進める。 

 

This course will give students an understanding of the basic principles and concepts that make up the field "Molecular Biology". 

Specifically, students will learn about the structure of genes and mechanisms for gene expression and replication of genetic 

materials on the molecular level. To begin the course, students will be introduced to the concept and structure of genes. Next, 

the structure of DNA and RNA will be discussed, using mainly prokaryotes and bacteriophages as a model. Students will learn 

about the transcription  and the replication of gene and genomic DNA, as well the mechanisms that regulate these processes. 

The course will make references to the historical background of molecular biology, and enable students to cultivate a deeper 

understanding of the phenomena studied by the field as a whole. This course will proceed using “Molecular Biology of the Gene,” 

by Watson et al. as a reference. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 分子生物学とは？（イントロ） 

2. 遺伝子とは何か？ 

3. DNAの構造 

4. RNAの構造 

5. DNAの複製 1（DNA合成の化学・DNAポリメラーゼ） 

6. DNAの複製 2（複製フォーク） 

7. DNAの複製 3（DNA複製開始の制御） 

8. DNAの複製 4（複製の終了） 

9. 原核生物の転写とその制御 1（転写の概要、RNAポリメラーゼ） 

10. 原核生物の転写とその制御 2（転写開始・終結） 

11. 原核生物の転写とその制御 3（転写開始の制御１） 

12. 原核生物の転写とその制御 4（転写開始の制御２） 

13. バクテリオファージにおける転写とその制御 

14. 分子生物学の実験法 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献の当該分野を読んで予習・復習することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(72%)/リアクションペーパーの内容，授業内小テスト(28%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. ワトソンら（中村桂子監訳）、2017、『遺伝子の分子生物学（第７版）』、東京電機大学出版会 (ISBN:4501630302) 
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2. アルバーツら（中村桂子・松原謙一監訳）、2016、『Essential 細胞生物学(第 4 版)』、南江堂 (ISBN:4524261990) 

3. アルバーツら（中村桂子・松原謙一監訳）、2017、『細胞の分子生物学（第 6 版）』、Newton Press (ISBN:4315520624) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを用いた講義形式で行う。授業内小テストの講評は,次回の授業時に行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD009 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／分子生物学 ２ 

(Molecular Biology 2) 

担当者名 

（Instructor） 
関根 靖彦(SEKINE YASUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

分子生物学の基本的な概念，法則，考え方を学ぶ。さらに，ここで学んだ考え方を通して，生命現象をより深く理解できるようにな

ることを目指す。 

 

In this course, students will learn the fundamental concepts, principles, and approach necessary to the study of molecular 

biology. Furthermore, through the approach learned in this course, students will be able to cultivate a deeper understanding of 

biological phenomena. 

 

授業の内容（Course Contents） 

分子生物学は生命現象を分子の言葉で説明することを目指す学問である。細胞の中で個々の分子がどのように振る舞い，その

結果どのような生命現象が紡ぎだされるか？生命体という１つの精緻なシステムが様々な分子の協調によっていかに形作られ，

維持されるのか？ 本講義では，「分子生物学１」で学んだ内容を踏まえて，タンパク質の生合成機構，DNAの修復機構に関し

て，バクテリアの例を中心にして解説する。 

本講義は，細かい知識の列挙よりも分子生物学の基本的な概念や考え方の理解に重点をおいて進めていく。板書を写すだけで

はなく，講義中に投げかけられた問題点をその場で，自分の頭で考える積極性をもって臨んでほしい。現象の裏に隠れている原

理など，教科書を読むだけでは理解しにくい箇所についても説明するので，必ず授業に出席してほしい。 

 

Molecular biology aims to explain biological phenomena through the various molecules involved. How do individual molecules 

behave within cells, and, as a result, what biological phenomena does occur? How is a delicate system like a living organism 

created and maintained by the cooperation of these various molecules? This course will build upon the material students 

learned in Molecular Biology 1, and will cover protein synthesis mechanisms and DNA repair mechanisms, focusing on examples 

found in bacteria. 

Rather than simply listing fact after fact, this course will place importance on understanding the fundamental concepts and 

principles at play. Students should come prepared to not merely copy what is written on the blackboard, but to use their heads 

to proactively grapple with the concepts discussed in the lecture. Various phenomena will be covered that are difficult to 

comprehend simply through reading the textbook. Thorough explanations of these phenomena will be given during the lectures, 

so attendance is essential. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. DNAの構造，遺伝子，ゲノム (「分子生物学１」の復習） 

2. DNA複製, 転写 

3. 遺伝子発現の流れ 

4. コドン 

5. tRNAの構造と機能 

6. リボソームの構造と機能 

7. 翻訳の開始段階の機構 

8. 翻訳の伸長段階の機構 

9. 翻訳の終結段階の機構 

10. 真核生物の翻訳 

11. DNA変異の種類とその影響 

12. DNA損傷の原因とその生成機構 

13. DNA修復機構 

14. DNA修復機構 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションぺーパー(25%)/小レポート(5%) 

毎回，授業の最後に講義を聴いて生じた疑問点を書いてもらいます。授業内容に深く踏み込んだ疑問を高く評価します。また，そ
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の日の授業内容に関連した課題を課します。課題の解答もリアクションペーパーに書いてください。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用せず。必要に応じて資料を配る。 

 

参考文献（Readings） 

1. J.D.Watson ら，中村桂子監訳、2010、『ワトソン遺伝子の分子生物学（第６版）』、東京電機大学出版局 (ISBN:978-4-501-

62570-2) 

2. J.D.Watson ら，中村桂子監訳、2017、『ワトソン遺伝子の分子生物学（第 7 版）』、東京電機大学出版局 (ISBN:978-4-501-

630300) 

3. B. Albert ら，中村桂子・松原謙一監訳、2016、『Essential 細胞生物学(第 4 版)』、南江堂 (ISBN:978-4-524-26199-4) 

4. B. Albert ら，中村桂子・松原謙一監訳、2011、『Essential 細胞生物学(第 3 版)』、南江堂 (ISBN:978-4-524-26214-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書を中心に，配付した資料の図を併用して授業を進めます。テキストは指定しませんが，参考文献にあげた本の内容を中心に

した授業を行います。授業時間内に内容を理解できるように，集中力を保って授業に臨んでください。大切なのは事柄を暗記する

ことではなく，自分の頭で考えて生命の原理を理解することです。 

課題に対するフィードバックは，授業または Blackboard を通じて行います。また，個別のフィードバック指導にも応じます。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD010 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生物化学 ２ 

(Biochemistry 2) 

担当者名 

（Instructor） 
向井 崇人(MUKAI TAKAHITO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

細胞は代謝における化学反応を通じて，エネルギーを産生したり，生体分子を合成・分解したりする。この仕組みについて理解す

る。 

 

Cells produce energy through metabolic reactions, using it to assemble or disassemble various molecules used in biological 

processes. This course will teach students how this process works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

代謝とは生きている細胞で行われる化学反応の動的なネットワークである。バクテリアからヒトに至るまで全ての生物で，その基

本的な仕組みは共通している。代謝を通じて，細胞は，生体高分子を合成・分解する事ができ，またエネルギーを産生する事が

できる。ではどのようにしてこのような高度なイベントを成し遂げられるのか？ 

この問いに対して，次の項目ごとに具体的に学んでいく。１）糖質を分解して，生命活動に必要なエネルギーを得る機構，２）光合

成により植物がエネルギーを作り出す機構，３）脂質やアミノ酸，ヌクレオチドといった生体分子を合成・分解するための機構。 

 

A cell’s metabolism is a dynamic network of chemical reactions that occur in all living cells. From bacteria all the way to 

humans, all types of life share this fundamental process. Through their metabolism, cells produce energy, enabling them to both 

assemble and disassemble various biological macromolecules. Just how do cells manage to pull off such a sophisticated array of 

processes? 

Students will learn the answer to this question through the study of the following topics: 1. The mechanism of how cells 

metabolize sugars, producing the energy they need to sustain life. 

2. The mechanism of photosynthesis, through which plant cells produce energy. 

3. The mechanisms through which cells assemble and disassemble various biological molecules, such as lipids, amino acids, and 

nucleotides. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 代謝序論  

2. 解糖系１  

3. 解糖系２ 

4. クエン酸回路１ 

5. クエン酸回路２ 

6. 糖新生，ペントースリン酸経路 

7. 電子伝達系と ATP合成１ 

8. 電子伝達系と ATP合成２ 

9. 光合成１ 

10. 光合成２ 

11. 脂質代謝 

12. アミノ酸代謝 

13. ヌクレオチド代謝 

14. 演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書にそって授業を進めます。授業で取り上げた内容について，何度も教科書に目を通して復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業中に行う小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ホートン、2013、『ホートン生化学(第 5 版)』第Ⅲ部 代謝と生体エネルギー論、東京化学同人 (ISBN:9784807908349) 

ホートンら著ホートン（東京化学同人 2008 4807906720） 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

事前に Blackboardに講義内容をアップします。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD011／生物物理学 ２ 

(Biophysics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
構造生物学 

担当者名 

（Instructor） 
花井 亮(HANAI RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生命現象を演出している中心的存在はタンパク質分子や核酸分子である。これらの分子の機能が，立体構造から，物理化学的

な「力」を経由して，実現していることを，理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

タンパク質分子や核酸分子の立体構造や機能が，イオン結合，水素結合，ファンデルワールス力，疎水性効果によって実現して

いることを，具体例によって説明する。その具体例には，分子生物学ですでに学んできた，馴染みのあるシステムをとりあげる。 

生物を構成する分子といえども，分子は分子なので，オカルト的なことはない。言わば「死んだ」分子から生命が演出されているこ

とを，繰り返し，しつこいほど，説明していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロ 

2. DNA とタンパク質の結合 

3. 分子間力 

4. タンパク質の立体構造 

5. 疎水性効果 

6. DNA とタンパク質の結合の調節 

7. 二重らせん構造 

8. 一本鎖核酸構造 

9. リボスイッチ 

10. 酵素反応速度 

11. DNAポリメラーゼの合成精度 

12. DNAポリメラーゼによる校正 

13. RNAポリメラーゼによる校正 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

タンパク質と核酸の構造について，生化学の復習をすること。 

複製，転写，翻訳，遺伝子発現制御について，分子生物学の復習をすること。 

酵素反応速度について、生物物理学の復習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(61%)/リアクションペーパー（内容のないものは０点）(39%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料を配付する 

 

参考文献（Readings） 

分子生物学や生化学で使った教科書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義は，板書，OHC をもちいた資料への書き込み，PC での CG を併用して行う。 

リアクションペーパーへのフィードバックは次回授業で行い，試験の講評は Blackboard を通じて行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD014／生命倫理 

(Bioethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命科学研究および先端医療技術における倫理的社会的諸問題の現状と展望 

担当者名 

（Instructor） 
溝口 元(MIZOGUCHI HAJIME) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヒトと関係した生命科学的知識や医療技術の現代社会への影響が具体的にイメージできる。人間生物学的観点から生命倫理の

基本課題と科学的背景を理解し基礎知識を身に付け，議論の場で自ら考えを発信できる。これらが目標である。 

 

The goals of this course are as follows. One is to allow students to concretely imagine the effects of human-related life science 

knowledge and medical technology on modern society. The other is to have students acquire basic knowledge, understanding 

basic issues and the scientific background of bioethics from the viewpoint of human biology, therefore allowing them to express 

their own thoughts and ideas in discussions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生物学的知識がどのように医学や医療に関連付けられているか，あるいは，先端医療技術の自然科学的基盤はどこに置かれて

いるか等，について解説する。例えば，生殖生物学，発生生物学，細胞生物学と不妊治療，再生医療，ヒトクローン。遺伝学，ゲ

ノム科学，進化学と遺伝子治療，優生学。神経生物学，免疫学と疼痛治療，臓器移植などである。科学的知識が現代社会へ急

速に浸透し，研究者の予想を超えた社会的影響を与えている現実を浮き彫りにしていく。また，自然科学の研究者，技術者であ

っても一市民として，場合によっては，自身や親族の身体状況と倫理問題を含めて直面せざるを得ない場合が生じる。こうした場

合の研究レベルと臨床レベルの相違も具体的に知らなければならなくなる。生命倫理に関わる場面で，自ら考えていく素材の提

供を目指すと共に，命や人生に対する捉え方の見直しにつながる機会となることを目指す。講義形式。人数によっては,討論形式,

意見交換なども行う。以下のような話題を取り上げていく。 

 

In this lecture-based class, the lecturer will explain how biological knowledge is related to medicine and medical care, where the 

natural scientific basis of advanced medical technology is placed, etc. Some examples of topics this touches on include 

reproductive biology, developmental biology, cell biology and infertility treatments, regenerative medicine, human cloning, 

genetics, genomics, evolutionary biology and gene therapy, eugenics, neurobiology, immunology and pain therapy, organ 

transplants. The fact will be highlighted that scientific knowledge rapidly permeates throughout modern society, which has social 

impacts beyond what researchers may expect. Additionally, even if you are a natural science researcher or engineer, in some 

cases as a citizen you will have to face bioethics, whether that be related to the physical condition of yourself or a family 

member, ethical dilemmas, etc. In such cases you will need to know the specifics regarding the differences between research 

level and clinical level. The aim is to provide the materials that will lead to you thinking on your own in the context of bioethics 

and hope that will create opportunities leading to a review of how you perceive life, and more specifically, human life. Depending 

on the number of students, discussions and free talks will also be held. We will discuss the following topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体概要 

2. 不妊の原因と治療 

3. 生殖補助技術 

4. 試験管ベビーの問題点 

5. クローン技術・再生医療 

6. 出生前診断の方法と問題点 

7. 染色体異常の諸相 

8. 遺伝病・代謝異常症 

9. ゲノム編集・遺伝子治療 

10. 優生学・優生思想 

11. 難病告知・終末期医療 

12. 脳死と臓器移植 

13. 安楽死と尊厳死 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/毎回のコメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 溝口元、2016、『生命倫理と人間福祉』、アイケイコーポレーション (87492-225-2) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者の関心，理解度に応じて，一つの話題であっても繰り返し説明することもあれば，発展的に拡げて関連，隣接する領域に

踏み込んでいく場合もある。必ずしも生物学の基礎知識を習得していることを前提としない。コメントぺーパーを活用し，各時間内

に内容の的確な理解と現実問題への対応力を養っていきたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD019 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／分子生物学 ３ 

(Molecular Biology 3) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 聡(GOTO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

最先端の医学や生物学を理解するには、分子生物学の基本的知識が無いと、非常に難しい時代になっている。本講義では、分

子生物学の基本的知識を身に付けることを目標とする。 

 

In recent years, it has become very difficult to fully understand cutting edge advancements in medicine and biology if one lacks 

basic fundamental knowledge of molecular biology. The aim of this course is to understand this fundamental mechanisms of 

gene expression in eukaryotes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

セントラルドグマと呼ばれる、転写、RNAプロセシング、翻訳など、遺伝子発現の基本的なメカニズムを理解するとともに、エピジ

ェネティクスと呼ばれる様々な遺伝子発現調節機構が、胚発生、細胞分化、形態形成などの生命現象にどのように関わっている

のか、分かり易く講義する。 

 

The aim of this course is to understand the fundamental mechanisms underlying gene expression such as transcriptional and 

translational regulation in eukaryotes. Non-coding RNA-mediated control of gene expression and development will be lectured 

as well. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 染色体とヒストンコード 

3. ヒストンによる転写制御 

4. エピジェネティクスによる遺伝子発現調節 

5. ゲノム上での転写調節 

6. RNAレベルでの制御（スプライシングなど） 

7. 細胞分化と遺伝子発現 

8. 胚発生と遺伝子発現制御 

9. ホメオティック遺伝子とその発現制御 

10. シグナル伝達経路における転写の制御 

11. non-coding RNAs （shRNA, miRNA など）による遺伝子発現制御 

12. ヒトの遺伝学 

13. 遺伝子改変動物 

14. 演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内において課題を示す。課題の解答の作成をもって、授業時間外の学習とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内で示す課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義は、パワーポイントを使用した講義形式で行いながら、学生への質問も活発に行うので、積極的な発言が期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD021／生物化学 ３ 

(Biochemistry 3) 

担当者名 

（Instructor） 
榊原 恵子(SAKAKIBARA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2013 年度以前入学者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

植物の持つ生化学、生理学的特性を分子、細胞、組織、個体、他の生物や環境との関わりで理解する。 

 

Students will learn the biochemical and physiological features of plants at molecular, cellular, tissue, individual, inter-organism, 

and environmental level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

植物は現在の地球環境の成立に大きく寄与しており、その維持においても大きな役割を担っている。それは、植物が生態系にお

ける生産を担い、地球環境における酸素の供給源であるためである。これらの役割をはたす上で重要な植物の持つ生化学、生

理学的特性を分子、細胞、組織、個体、他の生物との関わりの中で解説する。 

 

Plants contribute the establishment of current global environment largely and have a crucial role in environmental maintenance, 

because plants are a source of oxygen in the global environment. In this lecture, the biochemical and physiological features of 

plants will be lectured at molecular, cellular, tissues, individuals, and the biological interaction with other organisms and the 

environment.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 植物と植物細胞の構造 

2. 植物の遺伝子構造と遺伝子発現 

3. 植物と水 

4. 植物と無機栄養 

5. 植物と物質輸送 

6. 植物の光合成（１） 

7. 植物の光合成（２） 

8. 気孔の生物学 

9. 植物の呼吸と脂質代謝 

10. 植物と無機栄養素の同化 

11. 植物と細胞壁 

12. 植物と光シグナル 

13. 植物の生物間相互作用 

14. 植物の非生物的ストレス 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に資料を Blackboard にアップします。 各自でダウンロードして授業にのぞんで下さい。 

参考図書を読むと講義内容の理解の助けになります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業中に行うリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 西谷和彦、2011、『植物の成長』、裳華房 (ISBN:978-4-7853-5845-7) 

2. 寺島一郎、2013、『植物の生態』、裳華房 (ISBN:978-4-7853-5855-6) 

3. テイツ／ザイガー、2017、『植物生理学・発生学 原著第 6 版』、講談社 (ISBN:978-4-06-153896-2) 

4. 伊藤元巳、2012、『植物の系統と進化』、裳華房 (ISBN:978-4785358525) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CD022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎情報科学 

(Introductory Informatics) 

担当者名 

（Instructor） 

山田 康之(YAMADA YASUYUKI) 

眞島 恵介(MASHIMA KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

生命理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生命理学におけるさまざまな問題解決のために最低限必要なアプリケーションソフトの基礎的な使い方を習得し，実験結果など

を整理発表できるようにする。 

 

In this course, students will learn how to use the computer software used in the life sciences. This knowledge will enable them 

to better organize and present experimental data and so on. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生命理学におけるさまざまな問題を解決するには，コンピュータを利用したデータ処理が不可欠であり，アプリケーションソフトを

必要に応じて上手に使いこなすことが必要である。 

本講義では，今後の専門科目を学ぶ際に必要と思われる知識や技術を，一人一人がコンピュータを使用し， 実際にソフトウエア

を操作することによって身につけてもらう。 

具体的には，Windows 環境でのメールの送受信，文書作成，表計算ソフト（Excel）によるデータ処理を行う。 

さらに，PowerPointを用いたプレゼンテーションの作成・発表を行う。また，PDB データを利用したタンパク質・DNAなどの立体構

造表示ソフトの使い方についても学ぶ。 

講義に続いて講義内容に対する演習を行い，演習レポートを提出してもらう。レポート提出，質問などは，Blackboard で実施す

る。実際にコンピュータを使った演習時間をできるだけ多く設けるつもりである。 

 

In order to solve various problems in the life sciences, the assistance of data processing applications is indispensable.  

In this course, students will acquire knowledge and skills necessary in their future specialized coursework through getting 

hands-on experience using various kinds of software. 

Specifically, students will use programs for e-mail, document writing, and spreadsheet calculations (Excel) in a Windows 

environment. 

Additionally, students will use PowerPoint to create and give presentations. Furthermore, students will learn how to use 

software to visualize 3D structures of proteins and DNA using PDB data. 

Following lectures, students will complete various exercises related to the material covered, on which they will then write and 

submit a report. Report submissions and questions will all be handled via Blackboard system. In the class, students will have as 

much practice time with an actual computer as possible. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（クラス分け，アンケート），メール（SPIRIT Mail）の設定 

2. コンピュータのしくみ，インターネットの利用 

3. Wordの使い方１ 

4. Wordの使い方２ 

5. Excel の使い方１ 

6. Excel の使い方２ 

7. Excel の使い方３ 

8. Excel の使い方４ 

9. PowerPointの使い方１ 

10. PowerPointの使い方２ 

11. 生命科学関連データベースの検索法 

12. タンパク質，DNAなど立体構造表示法 

13. 総合演習（課題発表）１ 

14. 総合演習（課題発表）２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

宿題という形で授業時間外に取り組んでもらう課題もある。 

自宅にコンピュータが無い場合には，PC 教室，貸出 PCなどを活用し，取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



 - 366 - 

授業における参加態度(50%)/授業内に指示した課題(50%) 

実習に準ずる科目であるので，原則遅刻は認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に用いない。適宜，授業中にファイル、プリント等を配付して補足する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業時間中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業で，習熟度によるクラス分けを行う予定である。 

課題に対するフィードバックは，授業内および Blackboard にて行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD028 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生命理学実験 １ 

(Laboratory Experiments in Life Science 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
DNA と遺伝子を中心とした分子生物学実験 

担当者名 

（Instructor） 
関根 靖彦(SEKINE YASUHIKO)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
５単位(5 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
生命理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

DNA と RNAの操作は，理学のみならず，医学，農学，薬学，工学等の広範な生物科学分野で，多種多様な場面で重要な役割を

果たしている。DNA と RNAの実験操作の基礎技術を習得するとともに，実験結果の解釈のし方やレポートの書き方などを身に

つける。 

 

DNA and RNA manipulation have a wide variety of uses in a diverse array of fields. They play an important role in medicine, 

agricultural science, pharmaceuticals, and engineering, among other fields. In this course, students will learn the fundamental 

techniques necessary to manage experiments with DNA and RNA. In addition, they will learn how to interpret data and write 

reports. 

 

授業の内容（Course Contents） 

DNA と RNAの抽出と精製，核酸の各種酵素による反応，アガロースゲル電気泳動による解析を中心に，分子生物学・分子遺伝

学の基礎的実験を行い，講義科目で学んだことを実地に理解する。 

 

Focusing on DNA and RNA extraction and purification, reactions of nucleic acids with various enzymes, and analysis via agarose 

gel electrophoresis, students will conduct fundamental experiments in molecular biology and molecular genetics, applying the 

knowledge they have acquired from their lecture courses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 共通技術の習得： 試薬の量りかた，溶液の作り方，pH の合わせ方 

2. 分子生物学実験Ⅰ 

(1) アガロースゲル電気泳動 

3. (2) PCR 

4. (3) コンピュータを使った塩基配列の解析 

5. (4) サザンハイブリダイゼーション・まとめ 

6. 分子生物学実験Ⅱ 

(1) 大腸菌へのプラスミド DNAの導入（形質転換） 

7. (2) 大腸菌からのプラスミド DNAの精製 

8. (3) DNAのアガロースゲルからの回収とライゲーション 

9. (4) ゲル電気泳動によるライゲーション産物の解析 

10. (5) 形質転換体からのライゲーション産物の解析・まとめ 

11. 分子生物学実験Ⅲ 

(1) ショウジョウバエの遺伝子領域の解析 

12. (2) 遺伝子発現の解析 

13. (3) 遺伝子発現パターンの解析 

14. (4) 遺伝子機能の解析・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実験指針を必ず予習し，手順を流れ図にまとめ直してくること。ノートは指定のものを購入して用いること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実験Ⅰ、Ⅱ、Ⅲそれぞれのレポート（計３本、各 100%/3）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実験科目であり指針の予習が安全のためにも必須である。 

病気などでやむをえず欠席する場合は，かならず実験技術員まで電話連絡すること。 

レポートに対するフィードバックは，授業または Blackboard を通じて行う。また，個別のフィードバック指導にも応じる。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD029 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生命理学実験 ２ 

(Laboratory Experiments in Life Science 2) 

担当者名 

（Instructor） 
松山 伸一(MATSUYAMA SHINICHI)他 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
------- 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

2015 年度以前入学者適用，生命理学科学生限定 

CD040 生命理学実験２B も参照すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生命理学研究に広く利用されている基礎技術を習得し，データの読解，レポートの書き方などを学ぶ。また，実験を通して授業で

学んできた生命理学の理論的背景を深く理解する。 

 

In this course, students will learn fundamental techniques used in life science research, while sharpening their data 

comprehension and report writing skills. Furthermore, through conducting experiments, they will build upon the theoretical 

background knowledge they have acquired in their lecture courses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

【2019 年 3 月 28 日付変更（変更理由：授業内容・計画の一部変更のため）】 

「生命理学実験１」に引き続き，生命科学の研究に共通して広く利用されている基礎技術の習得を目的とし，生物化学と生物物理

学の各実験を順次行う。具体的な実験内容は，（１）生物化学；タンパク質の精製法，ウエスタンブロッティング，タンパク質間相互

作用の解析など（２）生物物理学；F1-ATPase の回転１分子観察と反応速度論的解析などである。DNA複製研究における研究倫

理についても学ぶ。 

 

【変更以前の記載内容】 

「生命理学実験１」に引き続き，生命科学の研究に共通して広く利用されている基礎技術の習得を目的とし，生物化学と生物物理

学の各実験を順次行う。具体的な実験内容は，（１）生物化学；タンパク質の精製法，ウエスタンブロッティングなど，（２）生物物理

学；ＤＮＡトポイソメラーゼによるＤＮＡトポロジーの変化の追跡，F1-ATPase の回転１分子観察と反応速度論的解析，DNA とタン

パク質の相互作用などの解析である。DNA複製研究における研究倫理についても学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

イオン交換クロマトグラフィーを用いたタンパク質の精製① 

2. イオン交換クロマトグラフィーを用いたタンパク質の精製② 

3. イオン交換クロマトグラフィーを用いたタンパク質の精製③ 

4. イオン交換クロマトグラフィーを用いたタンパク質の精製④ 

5. 【2019 年 3 月 28 日付変更（変更理由：授業内容・計画の一部変更のため）】 

タンパク質間相互作用の解析① 

 

【変更以前の記載内容】 

ＤＮＡトポイソメラーゼによるＤＮＡトポロジーの変化の追跡，DNA とタンパク質の相互作用① 

6. 【2019 年 3 月 28 日付変更（変更理由：授業内容・計画の一部変更のため）】 

タンパク質間相互作用の解析② 

 

【変更以前の記載内容】 

ＤＮＡトポイソメラーゼによるＤＮＡトポロジーの変化の追跡，DNA とタンパク質の相互作用② 

7. 【2019 年 3 月 28 日付変更（変更理由：授業内容・計画の一部変更のため）】 

タンパク質間相互作用の解析③ 

 

【変更以前の記載内容】 

ＤＮＡトポイソメラーゼによるＤＮＡトポロジーの変化の追跡，DNA とタンパク質の相互作用③ 

8. 【2019 年 3 月 28 日付変更（変更理由：授業内容・計画の一部変更のため）】 

タンパク質間相互作用の解析④ 

 

【変更以前の記載内容】 

ＤＮＡトポイソメラーゼによるＤＮＡトポロジーの変化の追跡，DNA とタンパク質の相互作用④ 

9. F1-ATPase の回転１分子観察と反応速度論的解析① 

10. F1-ATPase の回転１分子観察と反応速度論的解析② 

11. F1-ATPase の回転１分子観察と反応速度論的解析③ 

12. F1-ATPase の回転１分子観察と反応速度論的解析④ 
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13. 組換え DNA① 

14. 組換え DNA② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実験指針は前もって必ず読んでおくこと。必要に応じて，プロトコールを書いて実験に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実験への取り組み，小テスト，実験ノート（松山）(33%)/レポート（眞島）(33%)/レポート（山田，毛谷村）(34%) 

【2019 年 3 月 28 日付変更（変更理由：授業内容・計画の一部変更のため）】【変更以前の記載内容】実験への取り組み，小テス

ト，実験ノート（松山）(33%)、レポート（花井）(33%)、レポート（山田，倉田）(34%) 

 

テキスト（Textbooks） 

それぞれの分野の実験がはじまる前週までに，実験指針を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

①ガイダンスおよび実験には遅刻せずに必ず出席のこと。 

②実験には危険を伴う場合があるので，担当者の指示に従うこと。 

③レポートの提出方法や期限についても各分野の担当教員の指示に従うこと。 

④成績評価の内訳と割合は各教員によって異なる。 

⑤レポートに対するフィードバックは，授業または Blackboard を通じて行う。また，個別のフィードバック指導にも応じる。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生命理学概論 

(Introduction to Life Science) 

担当者名 

（Instructor） 

木下 勉(KINOSHITA TSUTOMU) 

榊原 恵子(SAKAKIBARA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
生命理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生命の基本単位である「細胞」を出発点として，多細胞生物の成り立ちの概要を理解する。 

 

Students will learn the outline of life science, what is the cell, the basic unit of life, as a starting point and how multicellular 

organisms have developed. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在，生命現象に関する知識が分子レベルで急速に蓄積されつつある。本学生命理学科のカリキュラムにおいては様々な生命

現象を分子レベルで理解するために，基礎から専門に及ぶ多くの授業科目が組まれている。これらの授業内容を理解するため

には，生命の基本単位である「細胞」に関する基礎知識を十分修得しておく必要がある。本講義の前半では，『Essential 細胞生

物学』第１章〜第４章を中心に細胞の基本的構造と機能について，後半では７章，８章に加え，多細胞生物の成り立ちについて

概説する。 

 

In the present day, knowledge of biological phenomena at the molecular level has been rapidly accumulated. The curriculum in 

Department of Life Science at this university offer a wide variety of courses that cover from the basics to the special 

knowledge to understand the biological phenomena at the molecular level. Students will learn the basic knowledge of cells, the 

basic unit of life, enough to understand our curriculum through the lecture. In the first half of this lecture, chapters 1-4 in 

“Essential Cell Biology” will be covered, focusing on the basic structure and functions of a cell. In the latter half, chapters 7 and 

8 will be covered, along with the outline how multicellular organisms have developed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生命科学の進歩 

2. 生物を構成する基本分子 

3. エネルギーと酵素 

4. 細胞の構造と複製 

5. DNA と遺伝子 

6. 遺伝子とタンパク質 

7. 中間テスト 

8. タンパク質の構造と機能 

9. 生物の多様性とクローン 

10. 生殖細胞と体細胞 

11. 多細胞生物 

12. 品質管理と修復 

13. ゲノムの改変 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に Blackboard から教材資料をダウンロードする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の小テスト(30%)/中間テスト(35%)/最終テスト(Final Test)(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. B. Alberts ら、2016 年、『Essential 細胞生物学 第４版』、南江堂 (ISBN:ISBN/978-4-524-26199-4) 

 

参考文献（Readings） 

授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 



 - 372 - 

 

注意事項（Notice） 
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■CD032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生命理学基礎実験 

(Basic Experiments in Life Science) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康之(YAMADA YASUYUKI)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
生命理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生き物に慣れ親しむと共に，生命科学実験の基本的操作を学ぶ。 

 

In this course, students will learn basic techniques for the experiments in the life sciences while becoming familiar with living 

things. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的な実験であるが，実際の生物材料を対象にしての実験の心構え，正しい観察眼を養う出発点となる実験である。 

具体的には，動物の解剖，顕微鏡の取り扱い方と動植物の組織・細胞・染色体等の観察，ＤＮＡの制限酵素による切断と電気泳

動法による解析，PCR 法による DNAの増幅，タンパク質の定量分析，細胞の生理的適応の確認，植物の遺伝などを行う。 

 

Through performing basic experiments using actual living things, students will learn the correct frame of mind necessary to 

carry out experiments while sharpening their observation skills. 

Specifically, students will conduct the following experiments; animal dissections, microscopic observation of  plant and animal 

cells, tissue, and chromosomes, DNA analysis by using restriction enzyme and electrophoresis, PCR, protein quantitation, the 

physiological adaptations of cells, and the genetics of plants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（安全講習） 

2. 動物の解剖 

3. 顕微鏡観察１ 

4. プラスミド DNAの抽出 

5. 電気泳動法による DNAの解析 

6. PCR 法による DNAの増幅１ 

7. PCR 法による DNAの増幅２ 

8. タンパク質の定量分析 

9. 顕微鏡観察２ 

10. 遺伝１ 

11. 細胞の生理的適応１ 

12. 細胞の生理的適応２ 

13. 遺伝２ 

14. 顕微鏡観察３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

あらかじめ実験指導書を熟読し，実験の内容を把握してから実験に臨む事。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート（9 回）(100%) 

欠席した実験，レポートを提出しない実験はゼロ点になる。 

 

テキスト（Textbooks） 

各実験について実験指導書を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・病気などでやむをえず欠席する場合は，かならず実験技術員まで電話連絡すること。 

・レポートに対するフィードバックは，授業または Blackboard を通じて行う。また、個別のフィードバック指導にも応じる。 
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注意事項（Notice） 
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■CD033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／分子細胞学 １ 

(Molecular Cytology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
堀口 吾朗(HORIGUCHI GOROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生物が持つ遺伝情報が細胞増殖や生殖により受け継がれる仕組みを，細胞内の様々な分子装置の働きから理解する。 

 

The genetic material possessed by living things is passed on via mitosis and reproduction. This course aims to teach students 

about these processes on the molecular level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「生物学序論」と「生命理学概論」からさらに発展する形で，遺伝子としての DNAが親から子へどのように受け継がれて

行くのかを紹介する。まず，なぜ DNAが遺伝情報を担う分子たり得るのかを復習する。次に，DNA の複製・修復，細胞の増殖と

死の仕組みについて，これらの過程を制御するタンパク質に注目して説明する。最後に，メンデル遺伝の法則と原理について，生

物の生殖過程と対応づけて紹介する。 

 

Building on the material taught in Introduction to Biology and Introduction to Life Science in the spring semester, students will 

learn exactly how genes in the form of DNA are passed from parent to child. First, the lecture will review why DNA molecules 

alone are sufficient as a means of storing genetic information. Next, students will learn about DNA replication and repair, along 

with cellular reproduction and cell death. Particular attention will be given to the proteins that regulate these processes. Finally, 

Mendel’s Laws of Heredity will be discussed along with the principles behind them. The lecture will also cover how living things 

reproduce as well as how organisms cope with reproduction. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. DNAの構造と機能 

2. DNAの遺伝分子としての機能の証明 

3. 染色体の構造と機能 

4. DNAの複製 

5. 突然変異と DNAの修復 

6. 相同組換え 

7. 細胞周期の概要 

8. サイクリン依存性キナーゼの働き 

9. 細胞外シグナルと細胞増殖 

10. 細胞死の役割と仕組み 

11. 細胞周期の M 期の概要 

12. 紡錘体の形成と機能 

13. メンデル遺伝 

14. 実験手段としての遺伝学 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義前に教科書を熟読し，予習・復習を行うこと。宿題を Blackborad からダウンロードし，プリントアウトのうえ講義開始時に提出

すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/宿題の提出と内容(20%)/リアクションペーパーの提出と内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中村桂子，松原謙一、2016、『Essential 細胞生物学(第 4 版)』、南江堂 (ISBN:978-4-524-26199-4) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義に用いるレジメは Blackboard を通じて配付する。 
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注意事項（Notice） 
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■CD034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎化学 １ 

(Fundamental Chemistry 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生物のための有機化学 

担当者名 

（Instructor） 
鎌田 勝彦(KAMADA KATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 複雑な生命現象も，微視的には有機化合物の連続した反応によって成り立っており，これらはすべて、化学や物理の法則に従

う。このような有機化学の反応則を理解することによって、生体分子の特性や，その複雑で多様な反応系を学ぶための基礎を確

立させる。 

 

Even the phenomenon that is complex life is made up of microscopic organic compounds and continuous reactions, all of which 

follow the laws of chemistry and physics. By understanding the laws of reaction for organic chemistry, you can establish a basis 

for learning the characteristics of biomolecules and their complex and diverse reactionary systems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 生物は有機分子からなる一つの集合体と捉える事ができる。そして無数の有機化合物が作用し合うことによって，複雑な生命

現象を実現できている。生命を真に理解しようとするならば，分子のレベルまで掘り下げて、「有機化合物の特性」とそれが織りな

す「化学反応」を知る事が不可欠となる。 

 本講義前半では、生化学反応を説明するために必要な幾つかの有機化学の基礎的事項を学ぶ。この基本法則を身につけるこ

とによって，生体成分の特性やその化学反応を論理的に説明することができる。後半は、身近な生物学の話題を交えながら、次

年度に続く生化学の基礎項目について、前半に学んだ化学反応を当てはめて紹介する。 

 

Organisms can be regarded as a collection of organic molecules. The complex life phenomenon is achieved through the actions 

of countless organic compounds. In order to truly understand life, we must dive down to the molecular level and learn about the 

characteristics of organic compounds and the chemical reactions weaved by those compounds. 

The first half of these lectures will focus on the basics of organic chemistry necessary to explain biochemical reactions. By 

acquiring these basics, we can logically explain the characteristics of biological components and their chemical reactions. The 

second half will introduce the basics of biochemistry that will be followed up on in the next semester, applying those chemical 

reactions we learned about in the first half while discussing familiar biological topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （序論） 生命と化学 化学英語 

2. 分子のなりたち 

3. 分子のかたちと電子の広がり 

4. 有機化合物の構造 

5. 有機化合物の構造と命名法 

6. 酸と塩基（共鳴と誘起効果） 

7. 立体化学 

8. 酸化還元 

9. 求核置換、脱離、求電子付加 

10. カルボニル化合物の反応 

11. 糖と核酸  

12. アミノ酸、脂質、補酵素 

13. 生化学反応の有機化学的解釈 

14. 演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Blackboard に掲載した資料の内容に沿って，教科書等をもちいながら理解する。 

化合物名やその構造は、自分で書いて理解する必要があります。必ず自筆のノートを作ってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業中に行う小テスト(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 奥山格、2011、『ショートコース有機化学ー有機反応からのアプローチ』、丸善 (ISBN:462108447X) 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉村成弘、2015、『大学で学ぶ 身近な生物学』、羊土社 (ISBN:978-4-7581-2060-9) 

2. 赤路健一 福田常彦、2008、『生命系の基礎有機化学』、化学同人 (ISBN:9784759811575) 

3. H.Robert Horton その他、2013、『ホートン生化学（第５版）6 章，7 章』、東京化学同人 (ISBN:4807908340) 

プログラム ACD/ChemSketch を使っての有機分子の説明  

https://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

事前に Blackboardに講義内容をアップします。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎化学 ２ 

(Fundamental Chemistry 2) 

担当者名 

（Instructor） 
花井 亮(HANAI RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生化学反応や，生体分子の構造や機能を考えるうえで必要な，物理化学的な概念の理解を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

化学平衡，エネルギー，熱化学というような巨視的な現象・概念にまず慣れてもらう。その後に，電子軌道を基本として，共鳴・芳

香族性・電気陰性度というような概念によって，分子の性質が説明されることを学ぶ。 

演習の時間をとる。問題の解答は，毎回の授業の冒頭に学生さんに板書して説明してもらう予定である。積極的に解答して欲し

い。 

化学も，現象（謎）が先にあり，それをどういう理論・概念によって説明するか，という側面がある。説明したい事実（現象）が何で

あるかを明確に意識しないと混乱するので，注意が必要である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 基本事項 

2. 化学平衡と反応の方向 

3. 酸と塩基 

4. 緩衝液 

5. エネルギー 

6. 電子配置と軌道 

7. 共有結合と結合のエネルギー 

光と光子 

8. 分子の形と軌道 

9. 配位結合 

電気陰性度 

10. 共鳴 

芳香族性 

11. 有機物の酸と塩基 

12. 酸化と還元 

13. ラジカル 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義資料を予習し，必要ならば高校の化学の復習をしてくること。 

章末問題を解いてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(35%)/小テスト(30%)/小テスト(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義資料（自作テキスト）を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Raymond Chang、2006、『生命科学系のための物理化学』、東京化学同人 (ISBN:978-4807906451) 

2. Tinoco ら、2015、『バイオサイエンスのための物理化学』、東京化学同人 (ISBN:978-4807908806) 

3. Atkins, de Paula、2014、『アトキンス生命科学のための物理化学』、東京化学同人 (978-48007908387) 

4. Weller ら、2016、『シュライバー・アトキンス無機化学（上）』、東京化学同人 (ISBN:978-4807908981) 

5. Weller ら、2017、『シュライバー・アトキンス無機化学（下）』、東京化学同人 (ISBN:978-4807908998) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストを予習してあることを前提として，講義する。DVD 補助教材を用い，また，演習の時間を設ける。 

小テストに対するフィードバックは，授業または Blackboard を用いて行うが，個人的なフィードバックにも応じる。 
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注意事項（Notice） 
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■CD036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／分子細胞学 ２ 

(Molecular Cytology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
細胞の構造と細胞小器官の機能について 

担当者名 

（Instructor） 
山野 晃史(YAMANO KOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

細胞の構造と細胞小器官の機能について分子レベルで理解する。 

 

To gain an understanding of the molecular basis of cell structure and organellar functions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では下記の３つの項目を中心に講義する。 

１．生体膜の構造 

２．生体膜を介したイオン・物質の輸送のしくみ 

３．細胞内の膜で囲まれた区画（細胞内小器官）の役割とそれらを繋ぐ物質輸送のしくみ 

講義は，テキスト『Essential 細胞生物学』の 11, 12, 15 章についての以下の内容を中心に進める。細胞を構成している生体膜の

構造と，それを介した物質の輸送が担う役割について分子レベルで解説する。この講義を通して，細胞を構成している微細構造

の巧みさと，その緻密に制御された機能を学んでほしい。講義に用いる図や表は，PDF ファイルとして配付する。 

 

Lectures in this class will focus on the following three items. 

1. The structure of biological membrane. 

2. The mechanism underlying transport of ions and other substances across biological membranes. 

3. The roles of intracellular compartments, called organelles, and the molecular mechanism of transport of proteins and lipids 

between organelles. 

The lectures will focus on the following content found in Chapters 11,12, and 15 of the textbook "Essential Cell Biology". It will 

be explained that the structure of the biological membranes that make up cells and the role of transporting substances across 

membranes. Through these lectures, my hope is that you will learn about the ingenuity and fine details with which cells are 

structured, as well as the precisely controlled functions that keep them operating. Diagrams and tables used in the lectures will 

be distributed as PDF files. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 11 章 生体膜 生体膜の基本構造とその構成要素（脂質と膜タンパク質について） 

2. 11 章 生体膜 生体膜の基本構造とその構成要素（脂質二重層について） 

3. 11 章 生体膜 生体膜の性質（膜の流動性について） 

4. 11 章 生体膜 生体膜の性質（細胞膜に見られる特殊な構造と機能について） 

5. 12 章 膜輸送 生体膜を隔てた物質の拡散と輸送（単純拡散と促進拡散について） 

6. 12 章 膜輸送 生体膜を隔てた物質の拡散と輸送（静止膜電位と活動電位の発生について） 

7. 12 章 膜輸送 生体膜を隔てた物質の拡散と輸送（神経におけるシグナルの伝達について） 

8. 中間テスト 

9. 15 章 細胞内の膜区画と物質輸送 細胞小器官とタンパク輸送（シグナル配列の役割について） 

10. 15 章 細胞内の膜区画と物質輸送 細胞小器官とタンパク輸送（小胞体の機能について） 

11. 15 章 細胞内の膜区画と物質輸送 細胞小器官とタンパク輸送（タンパク質の品質管理について） 

12. 15 章 細胞内の膜区画と物質輸送 細胞内の小胞輸送（分泌経路について） 

13. 15 章 細胞内の膜区画と物質輸送 細胞内の小胞輸送（輸送小胞を介した物質輸送について） 

14. 15 章 細胞内の膜区画と物質輸送 細胞内の小胞輸送（エンドサイトーシスとエキソサイトーシスについて） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義は PowerPointを用いて行う。事前に，Black boardにアップしてある講義の原稿(PDF ファイル)に目を通してから臨んでほし

い。また講義内容を十分に理解するために，テキスト本で予習してから講義に臨んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間テスト(30%)/授業への取り組み(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 中村・松原 監訳、2016、『Essential 細胞生物学』（原書第 4版）、南江堂 (ISBN:4524261990) 

 

参考文献（Readings） 

1. 石浦他（訳）、2016、『分子細胞生物学（第 7 版）』、東京化学同人 (ISBN:9784807908899) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CD037 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／物理学実験（生） 

(Experiments in Physics for Life Science Students) 

担当者名 

（Instructor） 
中野 祐司(NAKANO YUJI)他 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用，生命理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物理学実験の全般にわたる基礎知識と実験手法を習得し，実験に対する素養を得ることを目的とする。  

 

The goal is to acquire basic knowledge and learn experimental methods spanning across the entirety of physics experiments in 

order to obtain a sturdy foundation for experiments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初回にガイダンスを行う。ガイダンスでは，実験指針・スケジュール表などを配付し，実験を行うにあたっての注意事項やレポート

などについて説明するので必ず出席すること。 

実験専用のノートを準備すること。事前に実験指針をよく読み，実験の目的・内容を把握した上で実験を始めること。事故を起こさ

ないためにも実験中は必ず担当教員の指示に従うこと。 

実験によってはグラフ用紙，関数電卓などが必要であるので各自適切なものを持参すること。 

いくつかの実験では誤差の統計処理が必要である。  

 

I will be providing a guidance initially. Students will need to attend this guidance session, as I will distribute guidelines for 

experiments, the schedule, etc., and explain about precautions for experiments , reports, and other similar things. 

Students should also prepare a dedicated notebook for experiments. They should read the experiment guidelines carefully 

before each experiment so that they can understand the purpose and the contents of each experiment. To prevent an accident 

from occurring, always follow the instructions of the teacher when performing an experiment. 

Depending on the experiment, graph paper, a scientific calculator, etc., may be required, so be sure to bring the appropriate 

items to each experiment. 

Some experiments will also require statistical processing of errors. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 基礎測定  

3. 計算機１ 

4. 計算機２  

5. ヤング率１ 

6. ヤング率２ 

7. 分光１  

8. 分光２  

9. 電流の熱作用１ 

10. 電流の熱作用２ 

11. 放射線１ 

12. 放射線２  

13. 報告書作成法  

14. 再実験  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ガイダンス時に配付するテキストの「レポートの作成」部分を事前に熟読し，理解しておくことを強く勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度とレポートによる総合評価(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

理学実験指針 

 

参考文献（Readings） 

 



 - 384 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回に班分けを行う。実験課題の順番は班ごとに異なる。  

 

注意事項（Notice） 
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■CD038 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／化学実験（生） 

(Experiments in Chemistry for Life Science Students) 

担当者名 

（Instructor） 

田渕 眞理(TABUCHI MARI) 

橋元 親夫(HASHIMOTO CHIKAO) 

渡邉 永治(WATANABE EIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用，生命理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

化学実験の全般にわたる基礎知識と実験手法を習得し，実験に対する素養を得ることを目的とする。 

 

This course aims to enable students to learn the fundamental knowledge and experimental methods for overall chemical 

experimentation and to provide students with experimental sophistication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初回にガイダンスを行う。ガイダンスでは，実験指針・スケジュール表などを配付し，実験を行うにあたっての注意事項・安全教育

やノートやレポートの書き方などについて説明するので必ず出席すること。実験専用のノートをを準備すること。事前に実験指針

をよく読み，実験の目的・内容を把握した上で実験を始めること。事故を起こさないためにも実験中は必ず担当教員の指示に従う

こと。 

実験によっては関数電卓などが必要であるので各自適切なものを持参すること。 

 

In the first class, students will receive initial guidance. In the guidance, experimental guidelines and schedules will be distributed. 

Important notices and safety information before starting experiments, as well as how to take notes and write reports, will be 

explained. Class attendance for the guidance is a must. Bring a lab notebook to be used solely for experiments. One must read 

the experimental guidelines thoroughly and comprehend both its goals and contents before starting the experiment. In order to 

prevent accidents, it is crucial for students to obey the instructions of the instructor in charge whilst conducting an experiment. 

A scientific calculator will be necessary to conduct experiments in this course. Each individual is required to bring their own 

calculator. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 化学実験に関する安全教育 

3. pH メーターの基本的取り扱い 

4. pH 測定による酢酸の酸解離定数（Ka）と電離定数（α）の決定 

5. トリス（オキサラト）コバルト(III)酸カリウム三水和物の合成１（１） 

6. トリス（オキサラト）コバルト(III)酸カリウム三水和物の合成１（２） 

7. トリス（オキサラト）コバルト(III)酸カリウム三水和物の合成２（１） 

8. トリス（オキサラト）コバルト(III)酸カリウム三水和物の合成２（２） 

9. トリス（オキサラト）コバルト(III)酸カリウム三水和物の可視・紫外吸収スペクトル測定１ 

10. トリス（オキサラト）コバルト(III)酸カリウム三水和物の可視・紫外吸収スペクトル測定２ 

11. シュウ酸の溶解度の温度依存性と溶解熱１ 

12. シュウ酸の溶解度の温度依存性と溶解熱２ 

13. アセトアニリドの合成 

14. アニリンの検出反応 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ガイダンス時に配付するテキストを熟読し，ノートを作成する（ノートの書き方は１回目に指導する）。予習のノートができていない

場合には、当日の実験に入れない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度とレポートによる総合評価(100%) 

ガイダンスには必ず出席すること（ガイダンスを受講しないと本実験が受けられない）。遅刻や適切な服装でないと、当日の実験

が受けられないこともあるので注意すること（詳細はガイダンスで説明する）。 

 

テキスト（Textbooks） 

化学実験指針 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初日のガイダンス、安全教育を受講しないと、安全上たいへん危険であるため、本実験に入れない。（初日の遅刻、欠席は、必ず

事前に所定の担当者へ連絡をするように）。 

各回、予習（実験ノート）ができていないと、実験に入れない。 

実験を行うにふさわしい服装でないと、実験に入れない。 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CD039 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生命理学実験２Ａ 

(Laboratory Experiments in Life Science 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
松山 伸一(MATSUYAMA SHINICHI)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
５単位(5 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用，生命理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生命理学研究に広く利用されている基礎技術を習得し，データの読解，レポートの書き方などを学ぶ。また，実験を通して授業で

学んできた生命理学の理論的背景を深く理解する。 

 

In this course, students will learn fundamental techniques used in life science research, while sharpening their data 

comprehension and report writing skills. Furthermore, through conducting experiments, they will build upon the theoretical 

background knowledge they have acquired in their lecture courses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

【2019 年 3 月 28 日付変更（変更理由：授業内容・計画の一部変更のため）】 

「生命理学実験１」に引き続き，生命科学の研究に共通して広く利用されている基礎技術の習得を目的とし，生物化学と生物物理

学の各実験を順次行う。具体的な実験内容は，（１）生物化学；タンパク質の精製法，ウエスタンブロッティング，タンパク質間相互

作用の解析など（２）生物物理学；F1-ATPase の回転１分子観察と反応速度論的解析などである。DNA複製研究における研究倫

理についても学ぶ。 

 

【変更以前の記載内容】 

「生命理学実験１」に引き続き，生命科学の研究に共通して広く利用されている基礎技術の習得を目的とし，生物化学と生物物理

学の各実験を順次行う。具体的な実験内容は，（１）生物化学；タンパク質の精製法，ウエスタンブロッティングなど，（２）生物物理

学；ＤＮＡトポイソメラーゼによるＤＮＡトポロジーの変化の追跡，F1-ATPase の回転１分子観察と反応速度論的解析，DNA とタン

パク質の相互作用などの解析である。DNA複製研究における研究倫理についても学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

イオン交換クロマトグラフィーを用いたタンパク質の精製① 

2. イオン交換クロマトグラフィーを用いたタンパク質の精製② 

3. イオン交換クロマトグラフィーを用いたタンパク質の精製③ 

4. イオン交換クロマトグラフィーを用いたタンパク質の精製④ 

5. 【2019 年 3 月 28 日付変更（変更理由：授業内容・計画の一部変更のため）】 

タンパク質間相互作用の解析① 

 

【変更以前の記載内容】 

ＤＮＡトポイソメラーゼによるＤＮＡトポロジーの変化の追跡，DNA とタンパク質の相互作用① 

6. 【2019 年 3 月 28 日付変更（変更理由：授業内容・計画の一部変更のため）】 

タンパク質間相互作用の解析② 

 

【変更以前の記載内容】 

ＤＮＡトポイソメラーゼによるＤＮＡトポロジーの変化の追跡，DNA とタンパク質の相互作用② 

7. 【2019 年 3 月 28 日付変更（変更理由：授業内容・計画の一部変更のため）】 

タンパク質間相互作用の解析③ 

 

【変更以前の記載内容】 

ＤＮＡトポイソメラーゼによるＤＮＡトポロジーの変化の追跡，DNA とタンパク質の相互作用③ 

8. 【2019 年 3 月 28 日付変更（変更理由：授業内容・計画の一部変更のため）】 

タンパク質間相互作用の解析④ 

 

【変更以前の記載内容】 

ＤＮＡトポイソメラーゼによるＤＮＡトポロジーの変化の追跡，DNA とタンパク質の相互作用④ 

9. F1-ATPase の回転１分子観察と反応速度論的解析① 

10. F1-ATPase の回転１分子観察と反応速度論的解析② 

11. F1-ATPase の回転１分子観察と反応速度論的解析③ 

12. F1-ATPase の回転１分子観察と反応速度論的解析④ 
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13. 組換え DNA① 

14. 組換え DNA② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実験指針は前もって必ず読んでおくこと。必要に応じて，プロトコールを書いて実験に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実験への取り組み，小テスト，実験ノート（松山）(33%)/レポート（眞島）(33%)/レポート（山田，毛谷村）(34%) 

【2019 年 3 月 28 日付変更（変更理由：授業内容・計画の一部変更のため）】【変更以前の記載内容】実験への取り組み，小テス

ト，実験ノート（松山）(33%)、レポート（花井）(33%)、レポート（山田，倉田）(34%) 

 

テキスト（Textbooks） 

それぞれの分野の実験がはじまる前週までに，実験指針を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

①ガイダンスおよび実験には遅刻せずに必ず出席のこと。 

②実験には危険を伴う場合があるので，担当者の指示に従うこと。 

③レポートの提出方法や期限についても各分野の担当教員の指示に従うこと。 

④成績評価の内訳と割合は各教員によって異なる。 

⑤レポートに対するフィードバックは，授業または Blackboard を通じて行う。また，個別のフィードバック指導にも応じる。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD040 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生命理学実験２Ｂ 

(Laboratory Experiments in Life Science 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
分子細胞生物学分野の実験 

担当者名 

（Instructor） 
堀口 吾朗(HORIGUCHI GOROU)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
５単位(5 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者適用，生命理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

分子細胞生物学は細胞の機能を分子レベルで理解することにより、その役割を組織、器官、個体レベルで明らかにする分野であ

る。生命理学実験１、２Ａで身につけた分子レベルでの実験技術に加え、細胞生物学的実験技術も新たに習得する。実験によっ

て得られたデータの解釈や論理的考察、レポートの書き方についても引き続き学ぶとともに、講義で学んだ知識の理論的な背景

の理解を深める。 

 

Molecular cell biology is a field that aims to understand cellular functions at the molecular level and their roles in the context of 

tissues, organs, and organisms. Students will learn various experimental techniques commonly used in cell biology in addition to 

those learned in Laboratory Experiments in Life Science 1 and 2A. They will hone their skills in data handling and interpretation, 

logical reasoning, and report writing. They will also deepen their understanding of the theoretical background learned in lecture 

courses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

【2019 年 3 月 28 日付変更（変更理由：授業内容・計画の一部変更のため）】 

多細胞モデル動物・植物などを用いて、生命理学実験１、２Ａで身につけた実験技術の応用や、細胞生物学的実験技術の習得を

行う。具体的には、I. DNA とタンパク質の相互作用解析、II. シロイヌナズナを用いた発生遺伝学、III. 動物組織の構造とタンパク

質発現の検出を行う。 

 

【変更以前の記載内容】 

多細胞モデル動物・培養細胞・植物を用いて、生命理学実験１、２Ａで身につけた実験技術の応用や、細胞生物学的実験技術の

習得を行う。具体的には、I. タンパク質間相互作用の解析、II. シロイヌナズナを用いた発生遺伝学、III. 動物組織の構造とタン

パク質発現の検出を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【2019 年 3 月 28 日付変更（変更理由：授業内容・計画の一部変更のため）】 

実験 I. ＤＮＡトポイソメラーゼによるＤＮＡトポロジーの変化の追跡，DNA とタンパク質の相互作用① 

 

【変更以前の記載内容】 

実験 I. タンパク質間相互作用の解析①  

2. 【2019 年 3 月 28 日付変更（変更理由：授業内容・計画の一部変更のため）】 

実験 I. ＤＮＡトポイソメラーゼによるＤＮＡトポロジーの変化の追跡，DNA とタンパク質の相互作用② 

 

【変更以前の記載内容】 

実験 I. タンパク質間相互作用の解析② 

3. 【2019 年 3 月 28 日付変更（変更理由：授業内容・計画の一部変更のため）】 

実験 I. ＤＮＡトポイソメラーゼによるＤＮＡトポロジーの変化の追跡，DNA とタンパク質の相互作用③ 

 

【変更以前の記載内容】 

実験 I. タンパク質間相互作用の解析③ 

4. 【2019 年 3 月 28 日付変更（変更理由：授業内容・計画の一部変更のため）】 

実験 I. ＤＮＡトポイソメラーゼによるＤＮＡトポロジーの変化の追跡，DNA とタンパク質の相互作用④ 

 

【変更以前の記載内容】 

実験 I. タンパク質間相互作用の解析④ 

5. 実験 II. シロイヌナズナを用いた発生遺伝学①  

6. 実験 II. シロイヌナズナを用いた発生遺伝学② 

7. 実験 II. シロイヌナズナを用いた発生遺伝学③ 

8. 実験 II. シロイヌナズナを用いた発生遺伝学④ 

9. 実験 III. 動物組織の構造とタンパク質発現の検出①  
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10. 実験 III. 動物組織の構造とタンパク質発現の検出② 

11. 実験 III. 動物組織の構造とタンパク質発現の検出③ 

12. 実験 III. 動物組織の構造とタンパク質発現の検出④ 

13. 組換え DNA① 

14. 組換え DNA② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実験指針は前もって必ず読んでおくこと。必要に応じて，プロトコールを書いて実験に臨むこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実験Ⅰ、Ⅱ、Ⅲそれぞれのレポート（計３本、各 100%/3）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

①実験には遅刻せずに必ず出席のこと。 

②実験には危険を伴う場合があるので，担当者の指示に従うこと。 

③レポートの提出方法や期限についても各分野の担当教員の指示に従うこと。 

④ノートは指定のものを用いること。 

⑤レポートに対するフィードバックは、授業または Blackboard を通じて行う。また、個別のフィードバック指導にも応じる。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／輪講 

(Colloquium) 

担当者名 

（Instructor） 
生命理学科全専任教員 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS4800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各研究分野に関連する論文・総説等の精読や，卒業研究の進捗状況報告を行うことで，プレゼンテーション能力を養うと共に各

研究分野に対する理解を深める。 

 

In this course, students will engage in intensive reading of the literature of specific fields of research, which is relate to their 

own Graduation Research, while giving reports on the progress of their Graduation Research. In doing so, they will sharpen their 

presentation skills while deepening their knowledge of various fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

輪講は生命理学科における教育の最終年度において，卒業研究と表裏一体で行われるものである。そのため輪講では，卒業研

究の遂行に必要な，各研究分野に関する知識や論理的な考え方の習得，さらには発表能力の育成などを目的として，各指導教

員が個別に授業計画を設定し，その計画に従い，1 年間を通じて行う。 

 

This course should be taken in one’s final year studying in the Department of Life Science, and is supposed to be taken in 

conjunction with one’s Graduation Research. During this course, students are to obtain knowledge from various fields necessary 

to complete their Graduation Research while honing their ability to think in a logical manner. Students will also be able to 

sharpen their presentation skills. Each individual will be given a plan of study from a supervisor, which they are to follow over 

the course of the year. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文紹介・研究進捗状況報告 

2. 論文紹介・研究進捗状況報告 

3. 論文紹介・研究進捗状況報告 

4. 論文紹介・研究進捗状況報告 

5. 論文紹介・研究進捗状況報告 

6. 論文紹介・研究進捗状況報告 

7. 論文紹介・研究進捗状況報告 

8. 論文紹介・研究進捗状況報告 

9. 論文紹介・研究進捗状況報告 

10. 論文紹介・研究進捗状況報告 

11. 論文紹介・研究進捗状況報告 

12. 論文紹介・研究進捗状況報告 

13. 論文紹介・研究進捗状況報告 

14. 論文紹介・研究進捗状況報告 

15. 論文紹介・研究進捗状況報告 

16. 論文紹介・研究進捗状況報告 

17. 論文紹介・研究進捗状況報告 

18. 論文紹介・研究進捗状況報告 

19. 論文紹介・研究進捗状況報告 

20. 論文紹介・研究進捗状況報告 

21. 論文紹介・研究進捗状況報告 

22. 論文紹介・研究進捗状況報告 

23. 論文紹介・研究進捗状況報告 

24. 論文紹介・研究進捗状況報告 

25. 論文紹介・研究進捗状況報告 

26. 論文紹介・研究進捗状況報告 

27. 論文紹介・研究進捗状況報告 

28. 論文紹介・研究進捗状況報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された文献は必ず読んでくること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

各研究分野に関する論文の読解力，発表能力，研究に対する取り組み姿勢等を各研究指導教員が総合的に評価。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教材等は指導教員が用意する。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員が別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CD071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業研究 

(Research Experiments) 

担当者名 

（Instructor） 
生命理学科全専任教員 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
８単位(8 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS4800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各指導教員の研究室に所属し，設定した研究課題について一年間を通じ研究を行い，その成果を卒業論文として提出すること

で，未知なる知見の発見を目指す自然科学研究について理解を深める。 

 

Students will join the lab of their supervisor, conducting research on an assigned topic over the course of the year. They will 

present their findings in the form of a graduation thesis, deepening their understanding of what it means to conduct research in 

the natural sciences, which aims to discover yet unknown phenomenon. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業研究は生命理学科における教育の集大成としての意味を持っている。卒業研究論文として最終的にまとめられる研究成果

は，現時点では教科書にもインターネットの web ページ上にも記載されておらず，さらには指導教員ですら知らない新たな発見と

なる。そのため，卒業研究の遂行には，研究背景の理解や実験手法の習得，論理的思考や問題解決能力の獲得など，が必要

不可欠であり，一年間を通じて各人が自主的かつ責任を持って研究に取り組む姿勢が重要である。指導教員という共同研究者と

ともに，世界の誰も知らない生命の神秘を紐解く知的興奮を，卒業研究を通じて体験できることを期待する。 

 

The Graduation Research serves as the culmination of one’s time studying in the Department of Life Science. The final results 

of the research, presented as a graduation thesis, represent a completely new discovery that cannot be found in any textbook 

or any webpage; knowledge unknown even to the supervisor. For that reason, completing the Graduation Research will enable 

students to learn various methods of conducting research and managing experiments, while sharpening their ability to think 

logically and solve complex problems. As such, the Graduation Research is an indispensable part of each student’s education. 

Thus, it is important for each student to actively and independently grapple with their research over the course of the year. The 

hope is for students to experience great intellectual stimulation as they collaborate with their supervisor to uncover a fragment 

of one of the many mysteries of life. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究テーマの設定 

2. 実験・観察・解析 

3. 実験・観察・解析 

4. 実験・観察・解析 

5. 実験・観察・解析 

6. 実験・観察・解析 

7. 実験・観察・解析 

8. 実験・観察・解析 

9. 実験・観察・解析 

10. 実験・観察・解析 

11. 実験・観察・解析 

12. 実験・観察・解析 

13. 実験・観察・解析 

14. 中間まとめ 

15. 実験・観察・解析 

16. 実験・観察・解析 

17. 実験・観察・解析 

18. 実験・観察・解析 

19. 実験・観察・解析 

20. 実験・観察・解析 

21. 実験・観察・解析 

22. 実験・観察・解析 

23. 実験・観察・解析 

24. 実験・観察・解析 

25. 卒業論文の執筆・プレゼンテーションの準備 

26. 卒業論文の執筆・プレゼンテーションの準備 
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27. 卒業論文の執筆・プレゼンテーションの準備 

28. 卒業論文の執筆・プレゼンテーションの準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

それまでの結果をもとに，次になにをやるべきかを考えてくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究に対する取組み姿勢と卒業論文で各研究指導教員が総合的に評価。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教材等は指導教員が用意する。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員が別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CD109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD109／バイオテクノロジー 

(Biotechnology) 

担当者名 

（Instructor） 
花井 亮(HANAI RYO)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS3020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

バイオテクノロジーの様々な現場で活躍する方たちの話を聞くことで，いま大学で学んでいることがバイオテクノロジーの基礎に

なっていることを理解し，今後のキャリア選択の判断材料とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

新聞やテレビで「再生医療」や「バイオ燃料」について，頻繁に見聞きします。それらの基本には，分子生物学や生物化学で積み

上げられた知見の蓄積があります。現代社会では，バイオテクノロジーは様々な分野に広がっています。例えば，発酵は人類出

現以来の長い歴史をもつバイオテクノロジーであり，現在でも有用物質の生産には欠かせない技術であります。そして，洗剤に入

っている酵素が象徴するように，分子の機能もバイオテクノロジーによって向上することできます。 

この講義ではバイオテクノロジーの現場で活躍している方たちにお願いして，バイオテクノロジーの実際の現場・現状について，

お話してもらいます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「化粧品とバイオテクノロジー」１ 

中村 善貞 （富士フイルム(株)・R＆D 統括本部） 

2. 「化粧品とバイオテクノロジー」２ 

中村 善貞 （富士フイルム(株)・R＆D 統括本部） 

3. 「日本発のテクノロジー」 

花井 亮 

4. 「タンパク質の三次元構造をもとに機能をデザインする」１ 

西田 洋一 （日立製作所・中央研究所） 

5. 「タンパク質の三次元構造をもとに機能をデザインする」２ 

西田 洋一 （日立製作所・中央研究所） 

6. 「創薬科学におけるバイオテクノロジー」１ 

瀬戸 孝一 （ゼリア新薬工業・中央研究所） 

7. 「創薬科学におけるバイオテクノロジー」２ 

瀬戸 孝一 （ゼリア新薬工業・中央研究所） 

8. 「洗剤酵素のバイオテクノロジー」１ 

萩原 浩 （花王（株）・研究開発部門 研究戦略・企画部） 

9. 「洗剤酵素のバイオテクノロジー」２ 

萩原 浩 （花王（株）・研究開発部門 研究戦略・企画部） 

10. 「微生物醗酵を用いた有用物質生産」１ 

吉田 聡 （キリン株式会社・ワイン技術研究所）  

11. 「微生物醗酵を用いた有用物質生産」２ 

吉田 聡 （キリン株式会社・ワイン技術研究所）  

12. 「微生物によるアミノ酸・核酸の工業生産」１ 

朝倉 陽子 （味の素・研究開発企画部 バイオ・ファイングループ） 

13. 「微生物によるアミノ酸・核酸の工業生産」２ 

朝倉 陽子 （味の素・研究開発企画部 バイオ・ファイングループ） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

生化学・分子生物学・細胞生物学の教科書で関連分野を予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/各回のリアクションペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義はオムニバス講義形式である。 

講師の方たちは，企業に勤務しておられ，お休みの土曜日を使い講義に来て下さっています。それなのに，もし話を聞かせてもら

う側が遅刻したら，それは大変に失礼です。また，私語も礼を欠いています。この講義での遅刻と私語は厳禁です。 

フィードバックは Blackboard を通じて行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD113／多様性の生物学 

(Biology of Diversity) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生物の進化・系統・分類 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 元己(ITO MOTOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
集中講義：日程は理学部掲示板を確認すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生物において，多様性の生じるプロセスとメカニズムの理解 

 

To understand  the processes and mechanisms that give rise to diversity in organisms. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生物は共通性と同時に多様性を持つことが特徴である。本講義では生物の持つ多様性について，現在の生物多様性とその歴史

である系統の理解，多様性が生じるメカニズム，および現在，危機にさらされている生物多様性の保全と持続的利用について，

最新の研究成果を紹介しながら解説する。（集中講義のため，授業内容を羅列しますが，必ずしもこの順序で行うとは限りませ

ん。また，所要時間も各項目が同じではありません） 

 

Organisms are characterized by having universality and at the same time,  diversity. The lectures will cover a wide range of 

topics with regard to the diversity of organisms, including current biodiversity on the earth and the their phylogeny, the 

mechanisms through which diversity give rise, and conservation and sustainable use of biodiversity currently at risk, while 

introducing the latest research results. (Since this is an intensive course, the contents of the class are listed. However, the 

order shown will not necessarily be followed and the time spend on each will not be equal.) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生物の多様性と共通性 

2. 生物の系統と分類 

3. 系統の再構築 1：分岐学 

4. 系統の再構築 2：分子系統学 

5. ３ドメイン体系と五界説 

6. 植物の系統と進化 

7. 「種」とは何だろうか？ 

8. 種分化のメカニズム 

9. 雑種形成による進化 

10. 島嶼の生物と適応放散 

11. 系統地理学 1：日本の系統地理学 

12. 系統地理学 2：ゴンドワナ大陸と系統地理 

13. 生物多様性情報学 1：生物の分布情報とその利用 

14. 生物多様性情報学 2：DNAバーコード 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義は参考図書の「植物分類学」にそって進めます。前もって目を通しておくと理解が深まります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/小テスト(35%)/口頭試問等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊藤元己、2013、『植物分類学』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130622219) 

2. 伊藤元己、2012、『植物の系統と進化』、裳華房 (ISBN:978-4785358525) 

3. キャンベル他、2013、『キャンベル生物学 原書 9 版』、丸善出版 (ISBN:978-4621085608) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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研究室 URL; http://www.itolab.net/ 

 

注意事項（Notice） 
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■CD120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD120／植物科学 

(Botany) 

担当者名 

（Instructor） 
堀口 吾朗(HORIGUCHI GOROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

植物が持つ様々な特徴を，遺伝子，タンパク質，細胞，器官，個体，環境レベルで学ぶことで植物特有の「生き方」を理解する。 

 

Through examining the characteristics of plants at the level of genes, proteins, cells, organs, organisms, and environment, this 

course will give students an understanding of how plants live. 

 

授業の内容（Course Contents） 

植物は動物とは大いに異なる体制を進化させ，繁栄してきた。人類にとって現在のような地球環境の維持は重要な問題である

が，そのような環境が実現したのは植物の働きに依るところが大きい。また，農業生産上も植物の理解と有効利用は重要な課題

である。植物は，炭素同化を行う光合成，移動性を持たない細胞，環境に柔軟に応答した体作り，他の生物との相互作用など幾

つもの特徴を持つ。分子生物学の発展により，このような特徴が遺伝子や分子レベルで深く理解されるようになった。本講義で

は，植物の基本的成り立ちを細胞，組織，器官レベルで解説する。それを踏まえ，それらの役割を進化・適応，環境応答，発生・

分化，生物間相互作用といった視点で捉え直す。さらにその中から，遺伝子レベルでの理解が十分進んでいる例を取り上げ，最

新の研究結果についても触れる。また，植物における遺伝子組換え技術についても解説する。 

 

Plants have evolved to possess structures and systems that differ greatly from those found in animals, enabling them to thrive. 

Preservation of the current global environment is a major problem currently facing humanity; however the environment exists as 

it does in the first place largely due to the work of plants. Furthermore, for the sake of agricultural production, understanding 

plants and their effective uses is a subject of great importance. Plants carry out carbon assimilation in the form of 

photosynthesis, have cells that are immobile, and possess a flexible physical structure that adapts to its environment. They also 

have a few distinct characteristics regarding their interactions with other forms of life. With the advent of molecular biology, 

these characteristics are now able to be understood at both the genetic and molecular level. In this course, students will learn 

about how plants are organized on the level of their cells, tissue, and organs. With this foundation, the roles of the various 

structures and systems found in plants will be reexamined from the point of view of evolution, adaptation, environmental 

response, development, and differentiation. They will also be examined in the context of how plants interact with other living 

things. Specific examples which are already well understood on the molecular level will be discussed, and results of the latest 

research in the field will be touched upon. Lastly, genetic recombination techniques in plants will be discussed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 植物研究と科学の発展 

2. 遺伝子組換え植物 

3. 植物細胞の特徴 

4. 種子と発芽 

5. 屈性 

6. 分裂組織と栄養成長 

7. 組織分化 

8. 葉の発生 

9. 根と花の発生 

10. 花成 

11. 胚発生 

12. 植物ホルモン１ 

13. 植物ホルモン２ 

14. 環境応答 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考図書を読むと，より講義内容が理解できる。毎回，Blackboard を通じて宿題を配付するので，プリントアウトの上，次回の講

義開始時に提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/宿題の提出と内容(20%)/リアクションペーパーの提出と内容(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 西谷和彦、2011、『植物の生長』、裳華房 (ISBN:978-4-7853-5845-7) 

2. テイツ／ザイガー、2017、『植物生理学・発生学』、講談社 (ISBN:978-4-06-153896-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

レジメは Blackboard を通じて配付する。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD123／バイオインフォマティクス 

(Bioinformatics) 

担当者名 

（Instructor） 
内古閑 伸之(UCHIKOGA NOBUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS3020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 生命科学において多くの現象に対して大量の実験データが得られています。一方でそれらのデータを解析し生命現象を理解す

るためには情報解析について経験することが必要です。バイオインフォマティクスはその名の通り「生命科学」と「情報科学」の融

合分野で、今後、生命科学の発展には不可欠な分野となっています。 

 本講義では情報科学の視点や概念を用いることで生命科学を理解し，生命を構成する遺伝子やゲノム，タンパク質等の具体的

な情報を，コンピュータを使って整理・解析するための基礎的な手法を修得します。本講義では基本的な生命情報の最低限のデ

ータベースやツールの操作を扱いますが、本講義で得た知識と経験をふまえれば発展的な分野にも対応できるようになることを

目標とします。 

 

Today's life science is producing massive data on various phenomena. Making out the biology of these data requires some 

experience of information processing. Bioinformatics is a multi-diciplinary field combining biology and informatics, as the name 

suggests, and it has already become essential to the development of life science. The course deals with the very basics of 

bioinformatics; however, the knowledge and experience gained in this course should prepare students for more advanced stages 

of the field and let them know what bioinfomatics can offer in their future scientific persuit. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 生命科学において，実験・測定手法の進展によって急速に増え続けている生命情報（遺伝子やタンパク質に関するあらゆる情

報）を，実験のみならず情報科学的な手法によってさまざまな生命現象のメカニズムを明らかにすることは重要な課題です。 

 本講義では，これまでに蓄積された配列等の情報や，それらを解析するために役立つツールがインターネット上で利用できるこ

とを知り，これらのリソースの基本的な利用方法を紹介・解説します。またそれらを用いて積極的に手を動かして実習に取り組

み，将来的に各自が生命現象解明のために何を提示できるのかについて考え理解を深めていくための足がかりを提供します。 

 各回実習の時間を設けますが，時間が足らない場合もあるので配付資料などを利用して復習することを推奨します。 

 

In this course, students will learn basic techniques to organize and analyze information on genes, genomes, proteins, etc, that 

constitute living organisms through using analysis tools on the Internet. It is recommended that students also run applications 

described in hand-outs outside class 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. バイオインフォマティクス概論 

2. 医学・生物学のための文献検索，キーワード検索 

3. 核酸配列情報の解析１（キーワードによる配列検索） 

4. 核酸配列情報の解析２（類似配列検索） 

5. 核酸配列情報の解析３（ゲノムブラウズ） 

6. タンパク質配列情報の解析（類似配列検索・アラインメント作成） 

7. タンパク質配列情報の解析（アラインメントからの機能情報抽出－サイトレベル－） 

8. タンパク質配列情報の解析（アラインメントからの機能情報抽出－分子系統樹の利用－） 

9. タンパク質立体構造情報の解析（データベースと可視化ツール） 

10. タンパク質立体構造情報の解析（構造比較と構造分類） 

11. タンパク質立体構造情報の解析（立体構造予測） 

12. 遺伝子発現情報の解析（発現プロファイル解析） 

13. パスウェイ情報の解析 

14. バイオインフォマティクスの実際 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Blackboard を参照 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(75%)/レポート(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 広川貴次，美宅成樹、2013、『Webで実践 生物学情報リテラシー』、中山書店 (ISBN:4521737722) 

2. 内藤雄樹/編、2014、『今日から使える！データベース・ウェブツール』、羊土社 (ISBN:978-4-7581-0343-5) 

3. 門川俊明、美宅成樹、2006、『バイオ研究がぐんぐん進むコンピュータ活用ガイド』、羊土社 (ISBN:978-4-89706-922-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CD124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD124／分子神経学 

(Molecular Neurobiology) 

担当者名 

（Instructor） 
鳥海 和也(TORIUMI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

我々の脳機能に関して、分子・細胞・組織・個体、社会といった様々なレベルで理解をすることが目的です。 

 

The goal of this course is to understand the functioning of our brain at the levels of molecule, cell, tissue, organism, and society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

神経系の成り立ちや分子メカニズムから、我々がどのように世界を知覚し、対応しているのか、脳高次機能の発現に至るまで、

最新の知見を交えながら授業を行い、さらに精神・神経疾患発症に関わる分子メカニズムとその研究手法についても紹介しま

す。授業は interactive に行いたいので、積極的な姿勢を期待します。 

 

The course will cover topics from the organization and the molecular mechanisms of the nervous system to the expression of 

higher-order functions of the brain, such as our perception of and resposes to the outside world, sometimes referring to latest 

findings. It will also discuss the molecular mechanisms and research methodologies of psychiatric and neuro-degenerative 

disorders. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 神経系の成り立ち 

2. 神経系の細胞と構造 

3. 神経伝達の仕組み 

4. 神経伝達物質 

5. 神経発生 

6. 学習と記憶 

7. 視覚 

8. その他の感覚 

9. 運動の制御・神経変性疾患 

10. 摂食行動・生殖行動 

11. 睡眠 

12. 依存症 

13. 情動・うつ病 

14. 統合失調症 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特になし 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. Neil R.Carlson (著)他、2013、『カールソン神経科学テキスト 脳と行動』、丸善出版 (ISBN:4621086707) 

2. Eric R. Kandel (編集)他、2014、『カンデル神経科学』、メディカルサイエンスインターナショナル (ISBN:4895927717) 

3. Mark F. Bear (著)他、2007、『神経科学―脳の探求』、西村書店 (ISBN:4890133569) 

4. Liqun Luo (著)他、2017、『スタンフォード神経生物学』、メディカルサイエンスインターナショナル (ISBN:4895928888) 

5. 渡辺 雅彦  (著)、2008、『みる見るわかる脳・神経科学入門講座 改訂版（前編）ーはじめて学ぶ，脳の構成細胞と情報伝達

の基盤』、羊土社 (ISBN:4758107297) 

6. 渡辺 雅彦  (著)、2008、『みる見るわかる脳・神経科学入門講座 改訂版（後編）―はじめて学ぶ、情報伝達の制御と脳の機

能システム』、羊土社 (ISBN:4758107300) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CD125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD125／分子免疫学 

(Molecular Immunology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生体機能の乱れと調和 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 秀人(KATO HIDEHITO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

秩序の乱れを病気とすると，乱れを調和するのが免疫である。自分以外を認識してそれを排除する免疫のシステムを学習するこ

とにより，生命の神秘，他の生命との関わり合いにおける調和の重要性，更には人生の意味さえも理解する｡ 

 

When we define confusion as disease, immunity is to restore confusion. By learning the immune system that excludes non-self, 

we can gain an understanding of the mysteries of life, the importance of harmony in relationships with other life, and even the 

meaning of life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

免疫とは自分以外 (非自己) を区別してそれを排除するシステムである｡ 排除の方法は殺戮である｡ 愛の結晶である自分の子

供でさえ生体は異物としてしか認識せず受胎してすぐに排除しにかかる｡ ではなぜ胎児は排除されないのか？区別とは差別で

あり，非自己を認識してそれを排除するシステムの延長線上に戦争やいじめがあるのでは？ 

また，O 型の赤血球はすべての血液型の人に輸血できるのに AB 型の赤血球は AB 型以外の人には輸血できない｡ それは生

体内に自分の血液型以外の抗血液型抗体が存在する為だが，過去に輸血をされたわけでもないのにどうしてそのような抗体が

存在するのか？このような身近な疑問を提示しその答を分子レベルまで深く掘り下げ，最近の知見（ノーベル賞を受賞した本庶

先生の業績等）を交えながらその知識がどのように病気の治療に役立っているのか解説する｡ 

免疫の仕組みを深く学ぶと戦争やいじめを無くす方法が見つかるかもしれない｡ 

 

Immunity is a system that eliminates non-self. This method of elimination is killing. The mother recognizes her child as non-self 

and starts to excluded soon after she conceives, so why is the fetus not excluded? Differentiation is discrimination. I think that 

war or bullying may be caused by a system that eliminates non-self. Additionally, while type O red blood cells can be transfused 

to people of any blood type, type AB red blood cells can't be transfused to anyone without type AB blood. This is due to the 

presence of antibodies in a person's blood that attack other type than one's own blood type. But why are antibodies present 

even though there has been no transfusion in the past? These kinds of own questions are presented, and we dive down to the 

molecular level to find the answer. I'll explain how that knowledge is useful for the treatment of illnesses while sharing recent 

findings (such as the achievements of Dr. Honjo, who has received a Nobel prize). 

If you gain a deep understanding of the mechanisms of immunity, maybe you can find a way to eliminate war and bullying as well. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 免疫系の進化と概要 ： 太古の昔は生活環境が厳しかったので生き物は助け合わないと生きて行けなかった(共生進化)｡ 

環境が穏やかになるにつれ，生き残るために集団(種)を維持するシステムが進化した｡ そのシステムは自分以外を攻撃し

て排除するというものである｡ 免疫担当細胞の異物排除法にはどのような方法があるのだろう｡ 

2. 自然免疫, 補体 ： ハエと同じような免疫系が人間にもある｡ 抗原特異的な獲得免疫が進化する以前の免疫システムは，

獲得免疫にどのような影響を与えるのだろうか。 

3. 抗原 (抗原の種類)，抗体(遺伝子再編成) ： O 型の赤血球はすべての血液型の人に輸血できるのに AB 型の赤血球は

AB 型以外の人には輸血できない｡ それは生体内に自分の血液型以外の抗血液型抗体が存在する為だが，過去に輸血を

されたわけでもないのにどうしてそのような抗体が存在するのだろう｡ 無数にある抗原に対応する抗体の多様性の獲得の

仕組みとは？ 

 Rh-の母体が Rh+の胎児を身ごもった場合，第１子は正常に出産できるのに第２子目は流産してしまう｡ 

4. 細胞性免疫，MHC 拘束性 ： インフルエンザにかかって回復した友達のキラー細胞を保存しておいて，自分がインフルエン

ザに罹った時に注射してもインフルエンザは治らない｡ 

5. 免疫システムの具体例 ： インフルエンザウイルス感染を例にとり免疫システムのメカニズムを解説する。2015 年，インフ

ルエンザワクチンは効かない旨の論文が相次いで発表された。効率の良いワクチンを作成するにはどのような工夫が必要

だろうか？ 

6. 移植免疫, 腫瘍免疫, 自己免疫疾患, 免疫寛容 ： 胎児は生体にとって異物であるのに妊娠はなぜ維持されるのか？腸

内や表皮に常在する細菌も生体にとって異物であるが，排除されない｡なぜ共生する必要があるのか。その仕組みは？ 

7. アレルギー ： 免疫の暴走は制御できるか？ 

8. サイトカインネットワーク ： 免疫細胞同士は，生理活性物質により機能が調節される。 

9. 感染症 ： 感染とは，外来生物が宿主と共生しようとする現象である｡そのため，細菌やウイルスは巧妙な手段で生体の攻
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撃を免れる｡その結果，宿主を死に至らしめることがある｡ 

10. 免疫寛容と寛容の破綻 ： 免疫システムは、自己と非自己をどのようにして区別しているのか。自己が誤って非自己として

認識された時（寛容の破綻）、自己免疫疾患が発症する。 

11. フローサイトメトリー(FCM)とスーパー抗原 

12. 最近のトピックス：肥満は免疫異常の結果である。免疫システムは、神経系によっても制御される。免疫チェックポイントと

は。等 

13. 免疫システムのまとめ 

14. 筆記試験を行う｡ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Blackboard に関連動画や関連論文等, 講義内容の理解に役立つ資料を upload しておきますので頻繁にアクセスして, 免疫理論

を理解するよう努力してください｡ また, 質問や要望も大歓迎ですので Blackboard を十分に活用しましょう｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/第 1 回レポート(10%)/第 2 回レポート(10%)/第 3 回レポート(10%)/第 4 回レポート(10%)/最終レポ

ート(Final Report)(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は特に指定しない｡ 

 

参考文献（Readings） 

1. Peter Parham 笹月 健彦 監訳、2016、『エッセンシャル免疫学 (第 3 版) 』、メディカル・サイエンス・インターナショナル 

(ISBN:978-4-89592-651-5) 

2. 審良静男/黒崎知博、2016、『新しい免疫入門』（ブルーバックス）、講談社 (ISBN:978-4-06-257896-7) 

3. 谷口 克 監修、2013、『標準免疫学(第３版)』、医学書院 (ISBN:978-4-260-00932-4) 

4. Kenneth Murphy 笹月 健彦 監訳、2012、『免疫生物学』、南江堂 (ISBN:978-4-524-25319-7) 

5. 熊ノ郷淳編集、2017、『免疫ペディア』、羊土社 (ISBN:978-4-7581-2080-7) 

免疫学の入門書としては『エッセンシャル免疫学 (第２版) 』, 専門書としては『標準免疫学(第３版)』をお勧めします｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://ra-online.jp/pr/bone/act/ra/mdc/004.html 

http://chugai-pharm.info/hc/ss/bio/antibody/index.html 

http://www.riumachi.jp/patient/patient02/immunology/html/cytokine08.html 

http://www.bc-cytometry.com/FCM/fcmprinciple.html 

 

注意事項（Notice） 
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■CD126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD126／分子発生生物学 

(Molecular Developmental Biology) 

担当者名 

（Instructor） 
木下 勉(KINOSHITA TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

動物の胚発生、器官形成、組織の再生・維持を制御する細胞学的基盤と分子機構を理解する。 

 

This course aims to teach students the molecular mechanism of animal development; specifically, the processes which regulate 

embryogenesis, organ formation, and tissue regeneration in animals on the molecular level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

動物の初期発生ではたった１つの受精卵から様々な機能をもつ体細胞が分化してくる。この過程では細胞が分裂から分化へ切り

替えを行う機構、胚の前後軸、左右軸、背腹軸が確立する機構、特定の位置に器官を誘導する機構、器官の構成細胞を決定す

る機構など、様々な機構が働いている。器官形成の進行とともに未分化細胞は減少するが、多能性をもつ幹細胞が組織内に維

持される。幹細胞は失った組織を修復し古い細胞を捨て新しい細胞に置き換える役割を果たし、多細胞生物の体を一生涯、新鮮

に保つ働きをする。本講義では器官形成と組織維持の細胞学的、分子生物学的基礎を解説する。 

 

Animal bodies are initially formed from a single fertilized egg, which gives raise to various somatic cells through cell proliferation 

and differentiation. Throughout this process, various mechanisms play a role as body plan. One mechanism triggers phase 

transition from cell division to cell differentiation. Another mechanism establishes the body orientation with anterior-posterior, 

left-right and dorsal-ventral axes. Cell to cell communication and signal transduction mechanism induce specific organs under 

spatiotemporal regulation. As organ formation progresses, the number of unspecialized cells decreases, while multipotent stem 

cells are preserved within various tissues. The stem cells fulfill the roles of repairing lost tissue and replacing old cells. They 

serve the purpose of ensuring that multicellular organisms can remain durable and fresh throughout their entire lifetime. This 

course will discuss organ formation and tissue maintenance from the standpoint of cellular and molecular biology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発生の基本原理 

2. 中胚葉誘導因子 

3. 背方化因子 

4. ホメオボックス遺伝子 

5. 神経誘導機構 

6. 脳・眼胞形成 

7. 中胚葉の分節化と骨形成 

8. 心臓・血管形成 

9. 肺・肝臓形成 

10. 四肢形成 

11. 形態形成と細胞死 

12. 組織再生と分化転換 

13. 転写制御とエピジェネティクス 

14. ゲノム編集 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に Blackboard から教材資料をダウンロードする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内の小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は指定しない。毎回、教材を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CD130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD130／動物科学 

(Zoology) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 聡(GOTO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

動物の体を構成する様々な器官・組織の構造・機能について理解すること，また，その機能などを解析するための動物モデルに

ついて理解することを目的とします。 

 

The aim of this course is to understand the structures and functions of the tissues and organs in animals, and laboratory 

animals that are widely used for scientific researches. 

 

授業の内容（Course Contents） 

多細胞生物である動物は，様々な種類の器官・組織から構成されていることで，複雑で多様な個体を維持しています。本授業で

は，そういった器官・組織の構造とその生理学的機能を講義し，その理解を深めます。また，そういった研究に用いられるモデル

動物の種類とその特性，最新の実験手法について講義します。 

 

Animals are multicellular organisms that consist of various types of tissues and organs. This course aims to deepen students’ 

understandings of the structures of these tissues and organs, as well as their physiological functions. Furthermore, the different 

types of model animals and experimental methods used in research will be discussed.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論・呼吸 

2. 血液・循環 

3. 消化 

4. 吸収 

5. 体温（１） 

6. 体温（２） 

7. 排出 

8. 運動（１） 

9. 運動（２） 

10. 神経系・脳 

11. 神経系・感覚 

12. 睡眠 

13. 実験動物 

14. 演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に出された課題を調べ，次の授業の時にその成果を発表する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業への取り組み(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. クヌート・シュミット・ニールセン、2007、『動物生理学』、東京大学出版会 (ISBN:ISBN978-4-13-060218-1) 

2. ボロン・ブールペープ、2011、『生理学』、西村書店 (ISBN:ISBN978-4-89013-413-7) 

3. 岡田隆夫、2008、『集中講義 生理学』、メジカルビュー社 (ISBN978-4-7583-0075-9 C3347) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CD131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD131／微生物科学 

(Microbiology) 

担当者名 

（Instructor） 

松山 伸一(MATSUYAMA SHINICHI) 

関根 靖彦(SEKINE YASUHIKO) 

渡辺 智(WATANABE SATORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生物は動物，植物，微生物に大別できる。微生物特有の構造，機能，生理，生態などを学ぶことによって，動物や植物との相違

点，共通点を理解する。 

 

Living things can be classified by the following three categories: animals, plants, and microbes. This course aims to teach 

students about the makeup, features, physiology, and ecology of microbes. Through doing so, students will understand their 

various similarities and differences with respect to plants and animals. 

 

授業の内容（Course Contents） 

微生物は原核生物と真核微生物からなるが，本授業ではおもに原核生物（細菌類）を取り上げる。 

原核生物の細胞構造，機能，生合成機構などが真核細胞とどのように異なっているのかについて学び，原核生物と真核細胞の

違いを理解した上で，抗生物質がどのようなメカニズムで原核生物に作用するのかについて考える。原核生物の増殖と温度， 

ｐH，浸透圧などの環境変化が増殖に与える影響についても学ぶ。 

バクテリオファージや接合による染色体移動について解説する。動く遺伝子や遺伝子組換えについても学び，微生物遺伝学の理

解を深める。これらの応用としての遺伝子工学についても紹介する。 

原核生物の進化や多様性について学ぶ。多種多様な原核生物がどのように進化し，多様性を獲得してきたかを，代謝や生態を

通して理解する。微生物の産業利用について応用微生物学の観点から紹介する。 

 

Microbes can be broken up into prokaryotes and eukaryotes, however this course will primarily deal with prokaryotes (bacteria). 

Students will learn about the structure, features, and biosynthesis mechanisms of prokaryotic cells, and how they differ from 

those of eukaryotic cells. Through understanding these differences, students will ponder the mechanism by which antibiotics 

operate on prokaryotes. Students will learn about how prokaryotic cells propagate, 

as well as how temperature, pH, osmotic pressure, and other environmental changes affect their propagation. 

Chromosome translocation by both bacteriophage and conjugation will be discussed. Students will also learn about transposons 

and genetic modification, deepening their understandings of microbial genetics. Genetic engineering will be introduced through 

discussing the applications of these concepts. 

The lecture will also discuss the evolution and diversity of prokaryotes. Students will understand the ways that prokaryotes 

evolve, and realize their stunning diversity through the variations in their metabolisms and ecologies. Industrial uses of microbes 

will be introduced from the standpoint of practical microbiology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 微生物科学の概要と歴史（松山） 

2. 微生物の生育（松山） 

3. 細胞表層の構造と機能（松山） 

4. 細胞表層の生合成（松山） 

5. 抗生物質（松山） 

6. 微生物の分類、系統学（渡辺） 

7. 原核生物の多様性（渡辺） 

8. 代謝の多様性（渡辺） 

9. 微生物の産業利用（渡辺） 

10. 遺伝的組換え（相同組換え）（関根） 

11. 遺伝的組換え（部位特異的組換え）・バクテリオファージ（関根） 

12. 遺伝的組換え（トランスポゾンの転移）・接合伝達（関根） 

13. 遺伝情報の多様化の機構（関根） 

14. 微生物研究における遺伝的組換えの応用（関根） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１年次の「生物化学１」，「分子細胞学１」，２年次の「分子生物学１」などを復習して授業に臨むこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業への取り組み、リアクションペーパー（関根）(10%)/小テスト（渡辺）(10%) 

松山は期末試験 33％，関根は期末試験 24％＋平常点 10％，渡辺は期末試験 23％＋平常点 10%で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜，プリントなどを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 神谷茂、2014、『ブラック微生物学』第 3 版原書 8 版、丸善出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CD132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／分子細胞学 ３ 

(Molecular Cytology 3) 

担当者名 

（Instructor） 
眞島 恵介(MASHIMA KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2013 年度以前入学者は科目コード登録（CD132） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では細胞の情報伝達，細胞骨格，組織・幹細胞・がんなどの生命現象を分子のレベルで理解することを目標とする。 

 

This course aims to teach students about the nature of the signal transduction, tissue, and cancer on the molecular level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々な生命現象を理解するためには，それらの生命現象を担う細胞を知る必要がある。細胞は多種多様な分子から構成されて

いるが，その分子が共同して 1つの系を作り上げ，細胞独自の機能を発揮することが出来る。そこで，細胞の情報伝達，細胞骨

格，組織構築に関わる分子を紹介し，それらの機能に関して講義をする。 

 

In order to understand various biological phenomena, it is necessary to first understand the cells in which these phenomena 

manifest. Cells are constructed from a wide variety of different molecules. However, the combined efforts of these molecules 

come together to create a singular system that manifests various properties of its own. This course will introduce the molecules 

that are relevant to the signal transduction and tissue construction. The various functions of these molecules will be discussed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 細胞の情報伝達について（序論） 

2. 細胞の情報伝達について（細胞膜のシグナル分子受容体など） 

3. 細胞の情報伝達について（受容体からの細胞内シグナル１） 

4. 細胞の情報伝達について（受容体からの細胞内シグナル２） 

5. 細胞の情報伝達について（チロシンリン酸化など） 

6. 細胞の情報伝達について（アポトーシスなど） 

7. 小テスト１ 

8. 細胞骨格１ 

9. 細胞骨格２ 

10. 小テスト２ 

11. 組織・幹細胞・がん１ 

12. 組織・幹細胞・がん２ 

13. 組織・幹細胞・がん３ 

14. 小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に指定のテキストで予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/小テスト（３回）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中村桂子・松原謙一、2016、『Essential 細胞生物学』、南江堂 (ISBN:4524261990) 

 

参考文献（Readings） 

1. ALBERTS/JOHNSON/LEWIS/MORGAN/RAFF/ROBERTS/WALTER、2017、『細胞の分子生物学』、ニュートン・プレス 

(ISBN:4315520624) 

2. 上代淑人, 佐藤孝哉 (翻訳)、2011、『シグナル伝達 -生命システムの情報ネットワーク- 第 2 版』、メディカルサイエンスイン

ターナショナル (ISBN:4895926923) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて資料を配付する 

 

注意事項（Notice） 
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■CD133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD133／生命理学実験法 

(Methodology for Life Science) 

担当者名 

（Instructor） 
塩見 大輔(SHIOMI DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生命理学分野の研究で用いる実験方法について学ぶ。 

実験方法は日進月歩である。しかし，最先端の技法といえども，それぞれの方法の原理は，分子生物学と生化学にある。 

授業の目標は，実験の原理を十分理解することである。そうすれば，これから出てくる新しい方法も容易に利用できるようになる。 

 

In this course, students will learn various experimental methods utilized in life science research. 

Experimental methods are always evolving. However, most cutting-edge techniques find their principles based in molecular 

biology and biochemistry. 

The goal of this course is to help students understand the principles behind various experiments. In doing so, students will have 

a much easier time comprehending and utilizing experimental techniques that are developed in the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

(1) 共通基盤技術，(2) タンパク質の精製と同定，(3) ナノ・ミクロ・マクロの表現型の解析，の流れで，分子生物学・分子細胞生

物学・生物化学の実験手法について解説する。 

 

1. Common fundamental techniques 

2. Protein purification and identification 

3. Nano, micro, and macro phenotype analysis 

Following the above outline, this course will discuss various experimental methods found in molecular biology, cell biology, and 

biochemistry. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロ 

核酸のゲル電気泳動 

2. プラスミドベクターとクローニング 

3. PCR とその応用，DNAシークエンシング 

4. 遺伝子の発現（タンパク質の生産） 

5. SDS-PAGE、等電点電気泳動 

6. 抗体 

7. 細胞の破砕、遠心分離 

8. タンパク質の精製 

9. タンパク質の同定（遺伝子の決定） 

10. 遺伝子の破壊と発現抑制 

11. 蛍光、発現量の解析 

12. 細胞の観察 

13. 分子間相互作用の解析 

14. モデル生物など 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義資料は事前に配付するので，次回分をあらかじめ見て，「生命理学実験１・２A・２B」や 講義で学んだことを復習したりするこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト３回（３０％ｘ２回、４０％ｘ１回）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

分子生物学・生化学・細胞生物学の教科書 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

配付する講義資料を映写しながら講義する。小テストに関する講評は、次回の講義時に行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD134／生命理学ゼミナール １ 

(Seminar in Life Science 1) 

担当者名 

（Instructor） 

塩見 大輔(SHIOMI DAISUKE) 

関根 靖彦(SEKINE YASUHIKO) 

松山 伸一(MATSUYAMA SHINICHI) 

後藤 聡(GOTO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS1520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

学びの技法 

生命理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生命理学を学ぶ上で必要な基本的事項を，少人数のグループで詳しく学び，生命理学科における学習が円滑に進むようにする。 

 

In this course, students will learn the fundamentals necessary to study life science in small groups, ensuring their education in 

the Department of Life Science proceeds smoothly. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業と並行して行われる「生命理学基礎実験」の実験について，実験前に原理，手法，注意すべき点を詳しく学び，十分に理

解した上で実験に臨めるように解説を行う。 

 

実験後は得られた結果を持ち寄り，議論し，各テーマについての理解を深め考察する力を養う。またレポートの書き方や各テーマ

の課題の取り組み方についても解説する。 

 

この他，必要に応じて生命理学科での学習に関連する課題などに取り組む。 

 

履修者を４グループに分け，４名の教員が各々一つのグループを担当する。 

 

This course is to be taken concurrently with Basic Experiments in Life Science. Before each experiment, students will learn the 

relevant theory, methods, and safety information in detail so that they can conduct each experiment with confidence. 

After each experiment, students will discuss the significance of the results they have obtained, cultivating a better 

understanding of the subject and honing their ability to think critically. Additionally, advice on how to write reports and how to 

handle each experiment topic will be given. 

As the need arises, various subjects relating to students’ studies at the Department of Life Science will be discussed. 

Students taking this course will be divided into four groups, with a different instructor being in charge of each group. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，イントロダクション 

2. 「動物の解剖」の解説 

3. 「顕微鏡観察１」の解説・「動物の解剖」の考察 

4. 「プラスミド DNAの抽出」の解説・「顕微鏡観察１」の考察 

5. 「電気泳動法による DNAの解析」の解説・「プラスミド DNAの抽出」の考察 

6. 「PCR 法による DNAの増幅１」の解説・「電気泳動法による DNAの解析」の考察 

7. 「PCR 法による DNAの増幅２」の解説・「PCR 法による DNAの増幅１」の考察 

8. 「タンパク質の定量分析」の解説・「PCR 法による DNAの増幅２」の考察 

9. 「顕微鏡観察２」の解説・「タンパク質の定量分析」の考察 

10. 「遺伝１」の解説・「顕微鏡観察２」の考察 

11. 「細胞の生理的適応１」の解説・「遺伝１」の考察 

12. 「細胞の生理的適応２」の解説・「細胞の生理的適応１」の考察 

13. 「遺伝２」の解説・「細胞の生理的適応２」の考察 

14. 「顕微鏡観察３」の解説・「遺伝２」の考察 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では積極的に自分の考えを述べること，またクラスメートと交流する力を養うことが大切である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業における参加態度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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『生命理学基礎実験 指針』 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・翌週の授業でフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD135／生命理学ゼミナール ２ 

(Seminar in Life Science 2) 

担当者名 

（Instructor） 

笠井 大司(KASAI TAISHI) 

赤羽 しおり（AKABANE SHIORI） 

前川 修吾(MAEKAWA SHUGO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
生命理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生命理学科の基礎科目の理解を深めるために，生命理学関連分野の演習を行う。また，演習の成果について発表することによ

り，プレゼンテーション能力を高める。  

 

In order to deepen their understanding of the fundamental coursework offered by the Department of Life Science, students will 

attend seminars related to various life science fields. Furthermore, students will create and give presentations regarding the 

results of each seminar, allowing them to hone their presentation skills.  

 

授業の内容（Course Contents） 

生命理学科の基礎科目やその発展事項に関する演習を行う。 

担当教員が分野を指定し，演習問題や課題を与える。履修者は与えられた課題について調べて，その内容を順に発表して他の

履修者と討論する。 

履修者を 3 グループに分けて，各グループがすべての教員の演習を受けられるようにローテーションして授業を進める。  

 

Students will attend various seminars related to the fundamental coursework offered by the Department of Life Science as well 

as subjects based upon them. 

The instructor in charge will designate the field and choose the topics to be discussed during the seminar. Students will 

investigate the subject they are given and present their findings, discussing the subject with the rest of the class. 

Students taking this course will be divided into three groups. The three groups will rotate such that each group is able to attend 

each instructor’s seminar.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. グループ A（笠井１），グループ B（赤羽１），グループ C（前川１） 

3. グループ A（笠井２），グループ B（赤羽２），グループ C（前川２） 

4. グループ A（笠井３），グループ B（赤羽３），グループ C（前川３） 

5. グループ A（笠井４），グループ B（赤羽４），グループ C（前川４） 

6. グループ A（前川１），グループ B（笠井１），グループ C（赤羽１） 

7. グループ A（前川２），グループ B（笠井２），グループ C（赤羽２） 

8. グループ A（前川３），グループ B（笠井３），グループ C（赤羽３） 

9. グループ A（前川４），グループ B（笠井４），グループ C（赤羽４） 

10. グループ A（赤羽１），グループ B（前川１），グループ C（笠井１） 

11. グループ A（赤羽２），グループ B（前川２），グループ C（笠井２） 

12. グループ A（赤羽３），グループ B（前川３），グループ C（笠井３） 

13. グループ A（赤羽４），グループ B（前川４），グループ C（笠井４） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１年次の「生物化学１」と「分子細胞学１」の復習をしておくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(30%)/授業への取り組み(35%)/プレゼンテーション(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CD136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生物学序論 

(Elementary Biology) 

担当者名 

（Instructor） 
久保 裕一郎(KUBO YUUICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
生命理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学において生命科学を学ぶために必要な「生物」の力を身につけることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的な生命現象の理解を目標としているため，講義では最重要事項の確認を中心に進めていく。１回の講義ごとに１つのテー

マについて学び，今年度は右記の項目を講義のテーマとして考えている。またテーマごとに小テストを課すので，講義前後にテキ

ストを読んでおくことは重要である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 基本的な生命現象 

2. 生命の起源・細胞の構造 

3. 生命現象と物質 

4. 酵素・酵素反応 

5. 代謝 1 

6. 代謝 2 

7. 細胞分裂 

8. 遺伝 

9. 転写と翻訳 

10. 染色体複製 

11. DNA と染色体１ 

12. DNA と染色体２ 

13. DNA と染色体３ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高校時代に利用していた生物基礎・生物の教科書もしくは生物資料集などを復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 実教出版編集部編、2019、『サイエンスビュー 生物総合資料 四訂版 』、実教出版 (ISBN:978-4-407-34696-1) 

2. Bruce Alberts 他、2016、『Essential 細胞生物学(第 4 版)』、南江堂 (ISBN:978-4-524-26199-4) 

第 1 回目の講義でテキストについて説明するので，テキストの購入は第 1 回目の講義以降にすること。 

 

参考文献（Readings） 

1. A.Singh-Cundy，M.L.Cain、2014、『ケイン生物学(第５版)』、東京化学同人 (ISBN:978-4-807-90852-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CD137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／化学序論 

(Elementary Chemistry) 

担当者名 

（Instructor） 
對馬 剛(TSUSHIMA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS1000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
生命理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学において生命科学を学ぶために必要な「化学」の力を身につけることを目標にする。１年次秋学期科目の「基礎化学１」に備

える。 

 

Our goal in this course is to gain the power of "chemistry" necessary to study life science in university. This is preparation for 

"Basic Chemistry 1" taught in the fall semester of a student's first year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生命理学を学習するにあたり，化学の知識は必須である。しかし，カリキュラムや受験科目の都合上，化学をあまり学習せずに

大学に入学した学生も多いのが現状である。そこで，この授業では生命理学科で学習するにあたり必要な化学の知識を身につ

けることを目的とする。高校化学の範囲に限らず，原子・分子の電子軌道やエントロピー・エンタルピーなど熱力学的な基礎につ

いても触れる。 

授業では可能な限り演習を行い，知識を得るだけでなく，その知識を使いこなせるようにしたい。 

 

Knowledge of chemistry is essential in learning life science. However, the current situation is that, due to curriculum and 

examination subjects, many students entering college do so without having learned a lot of chemistry. That is why this class 

focuses on acquiring the knowledge of chemistry necessary for learning in the field of life science. We will touch not only on 

high school chemistry, but also on thermodynamics such as electron orbits for atoms and molecules, and entropy and enthalpy. 

We will try to fit as many actual exercises into class as possible, allowing us to not only gain knowledge but put that knowledge 

to use. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 物質を構成する粒子 

3. 化学結合 

4. 物質の量 

5. 物質の状態（相平衡） 

6. 物質の状態（溶液の性質） 

7. 化学反応（反応熱など） 

8. 中間テスト 

9. 電子軌道 

10. 分子軌道 

11. 熱化学 

12. 化学反応（反応速度） 

13. 化学平衡 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

最低限の化学の知識を身につけた上で履修してほしいため，高校の化学基礎問題集のようなものを前もって一度解き直してから

履修することを望む。また，演習内容については類題を含み再度解き直し，しっかりと定着させておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/コメントカード兼出席票(30%)/中間テスト(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に使用しない。授業時にプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

高校の化学の教科書，参考書などを持参すること。また，授業の中で必要に応じて紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CD138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD138／生命理学の最前線 

(Advanced Lectures on Life Science) 

担当者名 

（Instructor） 
眞島 恵介(MASHIMA KEISUKE)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS3020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
生命理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日々進歩を遂げている生命理学の最先端に触れ，理解を深める。  

 

This course aims to teach students about the frontiers of the life sciences, which progress with each passing day.  

 

授業の内容（Course Contents） 

生命理学科の専任教員が，各自の研究室で展開している研究を軸に，その周辺領域を含めて，生命理学の様々な分野における

最先端を解説する。生命理学の分野は多様であり，また研究の進歩が速いため，各分野における最先端の状況を知ることは重

要である。これまでに学んできた基礎的な知識が，最先端の生命理学を理解するためにも必要である。授業を聞くことにより，各

研究室での研究に関する理解が深まるので，卒業研究のための研究室を選定する際のよい指針が得られる。  

 

Using the research being conducted in each full-time faculty member’s laboratory and related subjects as a focal point, this 

course will discuss the cutting-edge research taking place in various life science fields. The life sciences consist of a diverse 

array of fields. Research progresses at a rapid pace, and as a result, it is essential to keep up with what is being found at the 

frontiers of discovery. The fundamental knowledge students have learned thus far is also necessary for comprehending the 

latest life science research. Through taking this course, students will deepen their understanding of the research being 

conducted by each laboratory in the department. This understanding will prove useful when it comes time to select a lab to join 

for one’s Graduation Research.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 細胞内シグナル伝達の制御（眞島） 

2. 翻訳後修飾のメカニズムと機能（後藤） 

3. タンパク質～分子機械～の機能解析（山田） 

4. 陸上植物の形の進化をもたらした分子基盤（榊原） 

5. 細菌細胞表層の機能について（松山） 

6. 植物の形態形成の分子機構（堀口） 

7. 合成生物学の最前線（末次） 

8. ゲノム DNAのダイナミクス・non-coding RNA（関根） 

9. バクテリアの分裂と形態の制御機構（塩見） 

10. 幹細胞と組織再生（木下） 

11. オルガネラの形と機能（岡） 

12. DNA：構造から進化まで（花井） 

13. 最先端の生命理学トピックス１ 

14. 最先端の生命理学トピックス 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて資料等を配付するので，事前に目を通し授業の助けとする。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み(100%) 

授業への取り組みは、教員ごとにリアクションペーパー、小テスト、あるいは小レポートによって評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CD139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／生命理学特別演習１ 

(Special Exercises in Life Science 1) 

担当者名 

（Instructor） 
塩見 大輔(SHIOMI DAISUKE)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS3820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
生命理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

勉学意欲が高い３年生のために，研究・学術活動の機会を早期に与え，学問としての生命理学に対する関心と理解をより一層深

める。 

 

This course is aimed at third-year students with a strong thirst for knowledge. By providing an early opportunity research and 

learn, this course aims to deepen students’ interest and understanding of the life sciences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各教員が１～２名の学生を担当する少人数特別教育科目である。内容は教員ごとに異なるが，オリジナルのテーマについて研究

を進めるとともに，研究室の輪講に参加して自ら発表することを標準とする。 

 

個々の学生の特性や進捗状況に合わせて，下記の項目について指導する。 

（１）研究内容の理解 

（２）研究計画の立案 

（３）実験技術の習得 

（４）実験結果の解析と考察 

（５）研究成果の報告 

（６）研究に関連する英語論文の輪講 

 

 

各教員の研究内容は下記の通りである。 

関根：植物やバクテリアのゲノム動態の機構，non-coding RNAの機能解析 

後藤：ショウジョウバエを用いた翻訳後修飾の機能・機構の解析 

岡  ：ミトコンドリア形態形成の制御およびオルガネラ品質管理の生理役割の解析 

山田：ATP合成酵素の活性調節機構 

堀口：植物形態形成の分子機構の解析 

榊原：コケ植物を使った発生進化研究 

塩見：バクテリアの分裂・形態形成機構の解析 

末次：バクテリアゲノムの合成生物学的解析 

 

This is a special training course in which each faculty member will be assigned only 1-2 students. The contents will vary 

depending on the faculty member, but students will research thier own original theme. Students will be expected to participate 

in round-table discussions with the laboratory members and to present their data. 

 

Depending on each student’s state of progress and individual needs, they will receive guidance in the following areas: 

1. Understanding research contents 

2. Drafting a research plan 

3. Learning experimental methods 

4. Investigation and analysis of experimental results 

5. Reporting research results 

6. Discussions of English papers related to the research topic 

 

 

Each faculty member’s research topic is listed below. 

Sekine: Dynamic state mechanism of plant and bacterial genomes; Function analysis of non-coding RNA 

Goto: Post-translational modification function and mechanism analysis using fruit flies 

Oka: Controlling mitochondrial morphogenesis; Analysis of the physiological roles of organelle quality control 

Yamada: Mechanisms of ATP synthase activity regulation 

Horiguchi: Analysis of molecular mechanisms of plant morphogenesis 

Sakakibara: Developmental evolutionary study of land plants using bryophytes 

Shiomi: Analysis of moleular mechanisms of bacterial cell division and morphogenesis  
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Suetsugu: Synthetic biological analysis of bacterial genomes 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究内容の理解・研究計画の立案（１） 

2. 研究内容の理解・研究計画の立案（２） 

3. 実験の実行・実験結果の解析と考察（１） 

4. 実験の実行・実験結果の解析と考察（２） 

5. 実験の実行・実験結果の解析と考察（３） 

6. 実験の実行・実験結果の解析と考察（４） 

7. 実験の実行・実験結果の解析と考察（５） 

8. 実験の実行・実験結果の解析と考察（６） 

9. 実験の実行・実験結果の解析と考察（７） 

10. 実験の実行・実験結果の解析と考察（８） 

11. 実験の実行・実験結果の解析と考察（９） 

12. 実験の実行・実験結果の解析と考察（１０） 

13. 実験結果のとりまとめ 

14. 研究成果の発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究は授業の空き時間に行うことになる。就職活動を行う予定の学生，教職関連科目など生命理学科開講科目以外の科目を履

修する学生は，本科目における研究時間が十分確保できるように留意すること。研究に対する興味・熱意を持って取り組むことが

重要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究・学術活動に対する積極性，達成度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CD140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／生命理学特別演習２ 

(Special Exercises in Life Science 2) 

担当者名 

（Instructor） 
塩見 大輔(SHIOMI DAISUKE)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS3820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
生命理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

勉学意欲が高い３年生のために，研究・学術活動の機会を早期に与え，学問としての生命理学に対する関心と理解をより一層深

める。 

 

This course is aimed at third-year students with a strong thirst for knowledge. By providing an early opportunity research and 

learn, this course aims to deepen students’ interest and understanding of the life sciences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各教員が１～２名の学生を担当する少人数特別教育科目である。内容は教員ごとに異なるが，オリジナルのテーマについて研究

を進めるとともに，研究室の輪講に参加して自ら発表することを標準とする。 

 

個々の学生の特性や進捗状況に合わせて，下記の項目について指導する。 

（１）研究内容の理解 

（２）研究計画の立案 

（３）実験技術の習得 

（４）実験結果の解析と考察 

（５）研究成果の報告 

（６）研究に関連する英語論文の輪講 

 

 

各教員の研究内容は下記の通りである。 

関根：植物やバクテリアのゲノム動態の機構，non-coding RNAの機能解析 

後藤：ショウジョウバエを用いた翻訳後修飾の機能・機構の解析 

岡  ：ミトコンドリア形態形成の制御およびオルガネラ品質管理の生理役割の解析 

山田：ATP合成酵素の活性調節機構 

堀口：植物形態形成の分子機構の解析 

榊原：コケ植物を使った発生進化研究 

塩見：バクテリアの形態形成機構の解析 

末次：バクテリアゲノムの合成生物学的解析 

 

This is a special training course in which each faculty member will be assigned only 1-2 students. The contents will vary 

depending on the faculty member, but students will research thier own original theme. Students will be expected to participate 

in round-table discussions with the laboratory members and to present their data. 

 

Depending on each student’s state of progress and individual needs, they will receive guidance in the following areas: 

1. Understanding research contents 

2. Drafting a research plan 

3. Learning experimental methods 

4. Investigation and analysis of experimental results 

5. Reporting research results 

6. Discussions of English papers related to the research topic 

 

 

Each faculty member’s research topic is listed below. 

Sekine: Dynamic state mechanism of plant and bacterial genomes; Function analysis of non-coding RNA 

Goto: Post-translational modification function and mechanism analysis using fruit flies 

Oka: Controlling mitochondrial morphogenesis; Analysis of the physiological roles of organelle quality control 

Yamada: Mechanisms of ATP synthase activity regulation 

Horiguchi: Analysis of molecular mechanisms of plant morphogenesis 

Sakakibara: Developmental evolutionary study of land plants using bryophytes 

Shiomi: Analysis of moleular mechanisms of bacterial cell division and morphogenesis  
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Suetsugu: Synthetic biological analysis of bacterial genomes 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究内容の理解・研究計画の立案（１） 

2. 研究内容の理解・研究計画の立案（２） 

3. 実験の実行・実験結果の解析と考察（１） 

4. 実験の実行・実験結果の解析と考察（２） 

5. 実験の実行・実験結果の解析と考察（３） 

6. 実験の実行・実験結果の解析と考察（４） 

7. 実験の実行・実験結果の解析と考察（５） 

8. 実験の実行・実験結果の解析と考察（６） 

9. 実験の実行・実験結果の解析と考察（７） 

10. 実験の実行・実験結果の解析と考察（８） 

11. 実験の実行・実験結果の解析と考察（９） 

12. 実験の実行・実験結果の解析と考察（１０） 

13. 実験結果のとりまとめ 

14. 研究成果の発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究は授業の空き時間に行うことになる。就職活動を行う予定の学生，教職関連科目など生命理学科開講科目以外の科目を履

修する学生は，本科目における研究時間が十分確保できるように留意すること。研究に対する興味・熱意を持って取り組むことが

重要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究・学術活動に対する積極性，達成度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修登録方法：本科目を履修するには同一年度開講の「生命理学特別演習１」を修得していなければならない。履修希望者は科

目責任者（塩見）に履修を春学期授業終了日までに申し込む。履修許可者は掲示にて発表し，履修登録は大学が行う。  

 

注意事項（Notice） 
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■CD141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD141／物理学 １ 

(Physics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古典物理から学ぶ科学的思考 

担当者名 

（Instructor） 
栂野 泰宏（TOGANO YASUHIRO） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自然科学は自然現象を支配する法則を、様々な事実からその法則自身を見出すものである。古典力学や電磁気学はその過程

の典型的な例である。本授業では古典力学と電磁気学の基礎を学ぶ事を通して、自然科学を学ぶにあたり大切な科学的思考法

の基礎を身につける事を目標とする。 

 

The aim of the natural sciences is to discover and understand phenomena governed by natural law. Classical mechanics and 

electromagnetism in physics are typical examples of the natural sciences. The goal of this course is to acquire the basics of 

scientific thinking by learning classical mechanics and electromagnetism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず質点の運動について学び、その後ニュートンの運動法則を用いて質点の様々な運動を記述する方法を学ぶ。さらに重要な

概念であるエネルギーと角運動量について学ぶ。電磁気学に関しては電場と磁場の関係について述べる。運動の記述ではベク

トルと微分方程式を用いるため、ベクトルの基礎と初等微積分については身につけていることが望ましい。 

 

In this course, we will learn kinematics, equation of motion, energy, and momentum from classical mechanics. The motion of 

charged particles in electric fields and magnetic fields will also be learned from electromagnetism. It is better if students know 

the basics of vector and differential and integral calculus, since they will be used to describe motions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 物理学の考え方 

2. 質点の運動 

3. 運動の法則 

4. 運動方程式 

5. 様々な力と運動 1 

6. 様々な力と運動 2 

7. 振動 

8. 仕事とエネルギー1 

9. 仕事とエネルギー2 

10. 質点の回転運動と角運動量 

11. 様々な力と運動 3 

12. 電荷と静電場 1 

13. 電荷と静電場 2 

14. 電流と磁場 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

数回課す演習レポートの他に、教科書の例題や演習問題も自主的に解くこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/演習レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山本貴博、2016、『基礎からの物理学』、裳華房 (ISBN:978-4-7853-2252-6) 

 

参考文献（Readings） 

1. 原康夫、2016、『第 5 版物理学基礎』、学術図書出版社 (ISBN:978-4-7806-0525-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義は板書とスライドの混合で進める。講義で使用したスライドや演習レポート課題は Blackboard にアップロードするので、参照
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すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■CD142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD142／生物統計学 

(Biostatistics) 

担当者名 

（Instructor） 
山口 誠一(YAMAGUCHI SEIICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実験や調査に用いる統計学に関する基礎的な内容や，よく用いられる方法を一通り学習し，基本知識に加えて実践的な分析能

力を身につける。 

 

In this course, students will learn fundamental statistics concepts commonly used in experiments and investigations. They will 

learn frequently used statistical methods and fundamental knowledge while acquiring practical analysis abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

大量で多様なデータが次々に生まれ蓄積されており，「ビッグデータ」という言葉が次第に社会に浸透している。このようなことも

あり，社会の中で統計学への関心が高まってきており，データをもとに意思決定できる人材への期待は増している。しかしなが

ら，実際にデータを活用できる人材は不足しているのが現状である。 

生命系の学問のみならず，統計学はあらゆる分野で応用されている。目的に応じて，適切にデータをとり，適切な方法でそれを分

析できなければならない。 

講義では，まずは統計学の基礎，例えばデータの中心傾向，データのバラつきの把握の仕方を学ぶとともに，調査法や実験法，

観察研究といった統計学で扱う研究手法について概説する。そして，例えば「身長」と「体重」のような 2 つの変数の要約の仕方を

学ぶなど，記述統計の手法を講義の前半で習得する。それ以降は主に，一部から全体のことを推測する推測統計の手法を学

ぶ。まずは，推測統計の基礎となる確率変数および母集団と標本の関係を紹介し，標本分布という重要な概念を理解する。そし

て，推測統計の一つである推定，特に区間推定を学ぶ。その後，仮説検定の発想を紹介し，分散分析などの様々な種類の仮説

検定を行えるように学習を進めていく。 

 

 

Data is being continuously generated in large quantities to the point that the term “big data” is gradually permeating the 

vocabulary of general society. As a result of this, general societal interest in statistics has risen, and the need for people who 

can make decisions after interpreting data has increased. Nevertheless, there is still a distinct shortage of individuals capable 

practically applying data. 

Applied uses of statistics exist in a wide variety of fields, not just disciplines related to the life sciences. Depending on one’s 

goals, one must be able to correctly collect data and select and appropriate method for analyzing it. 

The lecture will begin with basic statistics, whereupon students will come to understand data trends and scatter plots. The 

course will also outline various research methods encountered in statistics, including survey methods, experimental methods, 

and observation research. For example, students will learn methods for dealing with situations where there are two variables, 

like height and weight. Descriptive statistics methods will be covered in the first half of the course. From then on, the course 

will cover inferential statistics methods, in which one infers things about the nature of the whole after seeing a small part of it. 

First, students will be introduced to the basics of inferential statistics: random variables and the relationship between 

populations and samples. Students will then learn the important concept of sampling distribution. Next, students will learn about 

a critical part of inferential statistics: estimations. Particular focus will be placed on interval estimations. Following this, the idea 

of a hypothesis test will be introduced. The lecture will proceed with the aim of enabling students to learn how to conduct 

various types of hypothesis testing, such as analysis of variance. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（測定と尺度・データの中心傾向・ヒストグラム） 

2. 分布のちらばりを要約する（分散・標準偏差・四分位数） 

3. 2 つ以上の量的変数の要約（散布図・共分散・相関係数） 

4. 2 つ以上の質的変数の要約（クロス集計表・連関係数） 

5. 離散型確率変数 

6. 連続型確率変数 

7. 母集団と標本（母集団・標本・標本分布） 

8. 推定 

9. 仮説検定 

10. 2 つの平均値の差の検定（対応のある t検定・対応のない t検定） 

11. 分散分析① 
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12. 分散分析② 

13. カイ 2 乗検定 

14. カプラン・マイヤー曲線 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内課題・授業態度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはオリジナルのものを印刷し，配付する予定 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺尾哲，森川敏彦、2018、『生物統計学標準教科書』、ムイスリ出版 (ISBN:978-4896412642) 

2. 秋山徹、2012、『バイオ実験に絶対使える統計学の基本』、羊土社 (978-7581-2034-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CD310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD310／科学英語１（生） 

(English for Life Science 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
English in Biological Sciences 

担当者名 

（Instructor） 

花井 亮(HANAI RYO) 

宮本 恵子(MIYAMOTO KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
生命理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英文の専門書や論文を読んだり講演を聴講できる下地を作ることを目標に，文法，専門用語の勉強を通じて科学英語に対する

総合的な理解力を強化する。 

 

This course is designed to prepare students for reading scientific books and publications, and for listening to scientific oral 

presentations. Students should note that this is an English class, not a life-science class given in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生は 2 つのグループに分かれ，花井と宮本のそれぞれの担当分を履修する。 

 

花井担当分 

生命理学科の指定教科書である「Essential 細胞生物学 原著第４版」を用いて，分子生物学分野の単語や表現を学ぶ。生命科

学を学ぶのではなく、「英語」を学ぶのである。勘違いする人がいるので、注意してほしい。 

 

宮本担当分 

科学分野の英文が読める，聞けるようになることを目指して，その基礎となる科学英語特有の文法を学び，リーディングとリスニ

ングの演習を行う． 

 

The course mainly deals with English grammar in general and terminology in molecular biology. It consists of two parts. 

Part I: Students will learn science-specific English and perform listening and reading exercises. 

Part II: Students will learn terminology and specialized expression in molecular biology through intensive reading of excerpts 

from "Essential Molecular Biology." 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 分子生物学に関する単語と表現１（花井） 

2. 分子生物学に関する単語と表現２（花井） 

3. 分子生物学に関する単語と表現３（花井） 

4. 分子生物学に関する単語と表現４（花井） 

5. 分子生物学に関する単語と表現５（花井） 

6. 分子生物学に関する単語と表現６（花井） 

7. まとめテスト（花井） 

8. 科学英語とは，最初のクイズ，まずはボキャブラリー（宮本） 

9. 文法「冠詞の話」，リーディング「中学／高校の生物」，リスニング「正しい英語の発音を確認」（宮本） 

10. 文法「 temperature に a はつくの？」，リーディング「分子生物学」，リスニング「WHAT EXACTLY IS A GENE?」（宮本） 

11. 文法「動詞から作る形容詞」，リーディング「LIFE IS NOT A MIRACLE」，リスニング「リピーティングとシャドーイングで力をつ

ける」（宮本） 

12. 文法「前置詞の話」，リーディング「EARTH AND ALL ITS LIFE FORMS MAKE UP A SINGLE LIVING ORGANISM CALLED 

GAIA」，リスニング「長文はメモを取りながら」（宮本） 

13. 文法「複合名詞をもっと活用しよう」，リーディング「DESIGNING NEW LIFE FORMS ON A COMPUTER SCREEN」，リスニン

グ「インターネットを利用したリスニングの練習」（宮本） 

14. まとめテスト（宮本） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語学科目は予習が必須である。学生への質問も頻繁に行う。 

毎回の授業をよく復習すること。小テストも頻繁に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(5 回) （花井）(15%)/授業への参加度 （花井）(15%)/まとめテスト （花井）(20%)/小テスト（５回）（宮本）(20%)/まとめテスト
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（宮本）(20%)/授業への参加度 (宮本）(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮本惠子、2017、『化学英語３０講』、朝倉出版 (ISBN:978-4-254-14675-2) 

花井担当分にはプリント教材を配付する。宮本担当分では指定教科書を利用する． 

 

参考文献（Readings） 

1. Alberts ら著,中村桂子・松原謙一監訳、2016、『Essential 細胞生物学（原書第４版）』、南江堂 (ISBN:978-4-524-26199-4) 

2. 中邑光男ら、2017、『ジーニアス総合英語』、大修館書店 (ISBN:978-4-469-34294-9) 

他は適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

小テストに対するフィードバック（講評）は授業で行う。まとめテストについては Blackboard を通じて行うが，個人的なフィードバッ

クにも応じる。 

https://scientificeng.blogspot.com/ 

https://scientificenglishclass.blogspot.com/ 

 

注意事項（Notice） 
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■CD311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CD311／科学英語２（生） 

(English for Life Science 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
サイエンス英語の基礎 

担当者名 

（Instructor） 

関根 靖彦(SEKINE YASUHIKO) 

中川 直子(NAKAGAWA NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LFS3620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
生命理学科学生限定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生物学のテキスト，科学に関する論文がだいたい読めるくらいになること，また英語で科学研究を初歩的にプレゼンテーションで

きる力をつける。 

 

The goal of this course is for students to be able to roughly comprehend biological literature and scientific texts in English. 

Additionally, this course aims to foster the ability of students to give basic presentations of their scientific research in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生を２つのグループに分ける。各グループは各担当教員が７回にわたって授業する。 

中川：主に国際学会発表を想定した英語でのプレゼンテーションの仕方を学び，発表演習を行う。また，科学をテーマにしたリー

ディング演習，音声教材によるリスニング演習，スピーキング演習，及び文法演習を行う．理解度確認のための小テストを複数回

実施する。 

関根：分子生物学に関する学術論文（または教科書）を読み，論文の構成，実験方法・文献のまとめ方，論理的な実験データの

組み立て方，英語論文の表現を理解する。理解度確認のための小テストを複数回実施する。 

 

The course consists of two parts. 

 

Part I: Lectures will primarily focus on English used when presenting at international conferences; students will participate in 

presentation exercises. Furthermore, students will participate in various science-themed reading, speaking, and grammar 

exercises. Listening exercises using voice recordings will also be performed. A few short tests will be held to determine level of 

comprehension. 

 

Part II: Students will read scientific essays (or textbooks) related to molecular biology and learn how essays are structured, as 

well as how to summarize scientific literature and experimental methods. Students will learn how to organize data in a logical 

fashion. A few short tests will be held to determine level of comprehension. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 英語プレゼンテーションの論理展開 

2. 英語プレゼンテーションに必要な表現とボキャブラリー 

3. リーディング・リスニング・スピーキング・文法演習 １ 

4. リーディング・リスニング・スピーキング・文法演習 ２ 

5. リーディング・リスニング・スピーキング・文法演習 ３ 

6. 英語プレゼンテーションの質疑応答演習 

7. 英語プレゼンテーション 

8. 英語論文の構成と取り上げる論文の背景について   

9. リーディング 1 

10. リーディング ２ 

11. リーディング ３ 

12. リーディング ４ 

13. リーディング ５ 

14. リーディング ６ ・ まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配付したプリントは，必ず予習しておくこと。PowerPointでの発表練習もおこなうので，使い方に習熟しておくこと。専門用

語を調べることのできる電子辞書などのツールは毎回持参すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テストを含む筆記テスト（中川)(20%)/レポート及びプレゼンテーション(中川)(20%)/授業態度（出席を含む）(中川)(10%)/小テスト
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を含む筆記テスト(関根)(20%)/授業内での発表(関根)(15%)/授業態度（出席を含む(関根)(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

レポート課題として受講生が作成した，英語のスピーチ原稿も含んだＰＰＴファイルについては，添削して返却し，受講生にフィード

バックする。 

 

注意事項（Notice） 
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■CK001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CK001／理学とキャリア（ＳＡＬ１） 

(Career paths in science and technology(SAL1)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「聴く」スキルを身に着ける 

担当者名 

（Instructor） 

村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

杉山 健一(SUGIYAMA KENICHI) 

村田 次郎(MURATA JIRO) 

黒田 智明(KURODA CHIAKI) 

榊原 恵子(SAKAKIBARA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SCI1220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

理学部で学んだことを社会に生かしている先輩方のお話を伺うことを通して、自発的・積極的に「聴く」スキル伸長を目的とする。 

 

Students are expected to obtain ideas toward their future career plans through talks of guest speakers and faculty members 

will share Information on job markets and career. The skill goal of this course for the students is to be careful listeners through 

the presentations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は自らの人生を設計していくための参考となる情報を集める手掛かりを与える。あくまでも自分が主体であって、「よい話

をきいた」というだけでは不十分である。積極的に聴くとは、聞き流すこととは異なり、話の過程で自ら問いを立てながら内容を理

解していくことである。その成果として要点をまとめることが聴くことの良い練習となる。将来の自分へのメッセージとしてほぼ毎週

ワークシートに入力を求める。自分が就職活動に取り組む際にヒントにできるように、よく聴いてまとめていこう。 

 

This course aims to support students to visualize their possible future plans. Alumni and faculty members will share their 

experiences with their skills and knowledge from the training in their own areas of science. Students will be expected to nurture 

the active skill of listening through the presentations of alumni and other speakers on the broad areas of careers after 

graduation from the College of Science.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス。立教時間の使い方。 

2. 理学部で学ぶということ 

3. グループワーク 1 

4. ライフプランを考える 

5. キャリアについて考える 

6. グループワーク 2 

7. 卒業生からのメッセージ１ 

8. 卒業生からのメッセージ２ 

9. 卒業生からのメッセージ３ 

10. グループワーク 3 

11. 家族とキャリア 

12. リスクに備える 

13. グループワーク 4 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する資料を事前に読んでくること。作業が授業内に終わらない場合には授業後に作業すること。グループワークに

は授業外の作業が含まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回のグループワーク(50%)/複数回の小レポート(50%) 

成績は授業内作業のほか、グループワークでの発表とレポートに基づく。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する． 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各回の授業予定は変更することがある。授業内の指示に従うこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■CK003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CK003／理数教育企画（ＳＡＬ３） 

(Science Education Planning(SAL3)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「正確に伝える」 

担当者名 

（Instructor） 

村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

小森 靖(KOMORI YASUSHI) 

中野 祐司(NAKANO YUJI) 

山中 正浩(YAMANAKA MASAHIRO) 

眞島 恵介(MASHIMA KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SCI3220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主として高等学校レベルの理科・数学の教育企画立案体験を通して、「正確に伝える」スキルを育成する． 

 

The course focuses on designing and delivering skills of educational material in mathematics and science. 

 

授業の内容（Course Contents） 

理科教育・数学教育はサイエンスコミュニケーションの一形態である．この授業では、各専攻の教員の指導を仰ぎながら、主とし

て高校レベルの理科・数学の教育企画立案を体験する．教える対象に適した方法で科学的内容を正確に伝達するにはどのよう

な工夫が必要なのか、グループで作業を進める． 

 

Students are expected to draft a short science/mathematics course plan of high school level with support of faculty members. 

The task may require off-classroom work. Students are also expected to give presentations about their course design. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、教員提案テーマ紹介、志望書提出 

2. グループ分け、テーマ詳細説明 

3. 企画案作成 

4. 企画案作成 

5. 中間発表 1 

6. 企画案作成 

7. 企画案作成 

8. 企画案作成 

9. 中間発表 2 

10. 企画案作成 

11. 企画案作成 

12. 企画案作成 

13. 最終発表リハーサル 

14. 最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループによっては授業外での打合や作業が必要になることがある． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内での作業への取り組み(30%)/中間発表（スライド、レポート、口頭発表）2 回分(40%)/最終発表（スライド、レポート、口頭発

表）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する． 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CK004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CK004／科学史 

(History of Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代科学技術の起源 

担当者名 

（Instructor） 
内田 正夫(UCHIDA MASAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SCI2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちは科学技術に取り囲まれた現代社会に生きている。物の生産や消費はもちろん，人々の考え方や倫理観にまで科学技術

は大きな影響を与えており，日常生活から将来の政策決定にいたるまで，科学技術に関わる適切な知識や判断力を私たちすべ

てが持つ必要がある。そのために最も基本的な，科学技術とはなにかということについて，歴史から学び，考察する学問分野が

科学史・技術史である。現代科学の諸分科を学んでいる理学部の学生諸君にこれを学んでほしい。  

 

We are living in a society that surrounds us with science and technology.  Science and technology have much effect on the 

production and consumption of goods, and even our way of thinking and sense of morals.  For matters ranging from simple daily 

life to future policy decisions, adequate knowledge and judgement concerning science and technology is a must for everyone.  

To that end, we will study the basics of the history of science and technology, a discipline that considers what science and 

technology are from a historical viewpoint.  This course is recommended for students studying the various branches of modern 

science in the College of Science. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では､  西洋のルネサンスから近代社会の形成と､その中で近代科学と技術が生み出されてきた過程を概観し､ それが

人々の自然世界に対する近代的な認識を形づくった道筋を考察する｡私たちはどのようにして近代的な自然の見方を獲得してき

たのか、また自然に働きかける技術を獲得してきたのか。その起源を考察することを通して現代科学技術に基づく私たちの世界

観をあらためて振り返ってみよう。  

 

This course will provide a general outline regarding the advent of modern science and technology in the West, starting with the 

Renaissance and continuing to the present day. The course will also examine how those developments have shaped modern 

perspective of the natural world, as well as how we have acquired the power to work upon nature. In this course, we will reflect 

upon our worldview which is grounded in modern science and technology through an analysis of their origins. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  "科学革命"の時代  

2. 旧世界と新世界(1)  中世からの流れ  ルネサンス  

3. 旧世界と新世界(2)  印刷術  大航海  

4. 繋がりあった世界(1)  世界の連関・学問の連関  

5. 繋がりあった世界(2)  自然魔術 

6. 天上世界(1)  惑星の見かけの運動  地動説  

7. 天上世界(2)  宇宙の調和  望遠鏡  地球の運動  

8. 月下世界(1)  地球  地上の物体の運動  水と空気  

9. 月下世界(2)  錬金術  原子とメカニズム  

10. 生き物の世界(1)  医学  解剖  

11. 生き物の世界(2)  新しい医薬  動植物  

12. 新しい科学と技術の体制(1)建築・鉱山冶金・時計  

13. 新しい科学と技術の体制(2)科学術情報の流通システム 

14. 啓蒙思想(Enlightenment)と科学・技術  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する参考文献を読んでください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間小レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Lawrence M. Principe(著) 菅谷暁、山田俊弘(訳)、2014、『科学革命』(サイエンス・パレット)、丸善出版 (ISBN:978-
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4621087725) 

 

参考文献（Readings） 

1. Lawrence M. Principe. 2011. The Scientific Revolution: A Very Short Introduction. Oxford University Press 

(ISBN:9780199567416) 

2. ピ－ター･ディア、2012、『知識と経験の革命― 科学革命の現場で何が起こったか』、みすず書房 

3. 山本義隆、2007、『一六世紀文化革命（１）（２）』、みすず書房 

4. 古川安、2018、『科学の社会史』（ちくま学芸文庫）、筑摩書房 

5. 和田正法、2014、『作文がうまくなる訓練方法：小論文でレポート・論文の基礎力をつける』、Amazon Kindle 版 (ASIN: 

B00JHZBDOQ) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 必要に応じてプリントを配付する。それらのプリントや授業で提示するスライド、およびその他の参考資料を Blackboard にアップ

ロードするので参照してください。  

 

注意事項（Notice） 
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■CK005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CK005／数学史 

(History of Mathematics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数学を教えたい人のための数学史 

担当者名 

（Instructor） 
中根 美知代(NAKANE MICHIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SCI2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

数学の歴史を学ぶことにより，数学という学問の性質を知り，中学生・高校生の素朴かつ本質的な疑問に答えられるような数学

の素養を身につける。 

 

For the purpose of providing further consideration of nature of mathematics to students, this course teaches its history. 

Historical knowledge will also help them to teach mathematics to junior and senior high school students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学生や高校生の時，学校や塾の先生，家庭教師に質問したけれど，今の知識ではわからないといわれたり，入試のためには

考える必要はないといわれ，結局答えてもらえなかった経験はないだろうか。そして，その疑問を今も引きずり，答えの得られない

ままで，ボランティアやアルバイトで数学を教えていないだろうか。この授業では，数学の歴史を見ていくことにより，このような疑

問に答えていく。そして,そこには, 数学の本質にかかわる問いが含まれていることを指摘する。また，このような疑問に答えていく

ための考え方や方針を提示する。 

 

Why (-1)×(-1)=1?  Why do cubic equations have three roots?  Can you answer to these questions?  Presumably your 

teachers also cannot give answers that convince you. In junior and senior high school, we have such natural mathematical 

questions which teachers cannot clearly answer. In this class we learn the history of mathematics and find precise answers to 

such kind of questions.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 基礎学力確認テスト（中学校と微積分をのぞく高校 2 年までの範囲） 

2. 日常の言語活動に生かせる数学の知識 

3. 定義・公理・定理とは何か。 

4. 証明の進め方の約束とは何か。 

5. 円周率の求め方は中学生では理解できないのか。 

6. 積分法を使わないと平面図形の面積は求められないのか。 

7. 積分法を使わないと立体の体積は求められないのか。 

8. 因数分解するとなぜ 2 次・3 次方程式が解けるのか。 

9. 因数分解はなぜ 1 次式と 2 次式までやらなくてはならないのか。 

10. ３次方程式を解くには，複素数の３次元版が必要ではないのか。 

11. 負の数はどのようにして発見されたのだろうか。 

12. （－）×（－）はどうして(+)なのだろうか。 

13. 公理は自明なのだろうか。 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中学校・高校の数学の内容を教科書・学習参考書などで確認し，授業中必要な箇所を参照できるようにしておくこと。授業の進み

具合により，随時 Blackboard でも指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業中に出したレポート(20%) 

基礎学力確認テスト受験・その結果に応じて課された課題の提出・レポート提出・期末試験受験の４つ要件を満たすことを単位取

得のための必要条件とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 吉田洋一・赤摂也、2013、『数学序説』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-09558-9) 

中学校・高校の教科書・学習参考書。授業内容にかかわる事柄については，進度に合わせて授業時間中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard を必ず確認すること。授業中の私語・情報機器使用には厳格に対処する。基礎学力確認テストを受験できない場合

は，その理由をすみやかに届け出ること。 

 

注意事項（Notice） 
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■CK006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CK006／科学の倫理 

(Ethics in Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
科学技術と社会 

担当者名 

（Instructor） 
村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SCI2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

理学部を卒業すれば多かれ少なかれ科学技術に関係する仕事に就く可能性が高い。まっとうな科学技術者によるまっとうな科学

技術のありかたを理解することは、自分が専門家になる場合だけではなく、専門家と一緒に仕事したり生活していく中で自分自身

がまっとうな判断をおこなうために必要なことだ。この授業ではいくつかのトピックを通して「まっとうな科学技術とはどういうもの

か」を考えていく。 

 

Students are expected to learn what is "good" in science and technology through case studies and theoretical analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

科学技術はその担い手たる科学技術者だけによって担われているわけではないことをまず押さえる。そのうえで、科学技術者が

まっとうであるための条件、科学技術の方向性と社会的要請の関係、自分の専門ではない分野の専門家との共同作業の際の留

意事項にかかる基礎的な知識を身につける。また最新事例を紹介し、対応を検討する。 

 

Graduates from the College of Science naturally face issues of science and technology in their working place and everyday life. 

To prepare such situations as ethically good citizens with science/mathematics backgrounds, students will learn system and 

mechanism of scientific activities and social evaluation of science. Sound conducts of scientists and engineers must be 

underwritten by proper understanding of moral good. Thus the main question of this course will be: “What is “good” science?” 

It is not just scientists who are responsible in social decisions involving knowledge of science and technology. Students will 

learn what it takes to be a respectable scientist and engineers, as well as the relationship between the direction of scientific 

progress and societal demands. To achieve the goals, interdisciplinary communication is indispensable. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 科学技術とライフスタイル 

3. 科学技術者のライフスタイル１ 

4. 科学技術者のライフスタイル２ 

5. 科学技術者の評価と研究機関評価 

6. 中間まとめにむけて 

7. 専門家のジレンマ１：個人の信条 

8. 専門家のジレンマ２：デュアルユース 

9. 異分野共同の難しさ１ 

10. 異分野共同の難しさ２ 

11. 法・倫理と科学技術１ 

12. 法・倫理と科学技術２ 

13. 法・倫理と科学技術３ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Blackboard で授業時間外の作業を指示する。また電子的提出物の入力は締切以前の授業時間外に行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/複数回の小レポート(60%)/中間レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CK007 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CK007／知的財産権概論 

(Intellectual Property Right) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知的財産権（主に特許権について） 

担当者名 

（Instructor） 
岡田 宏之(OKADA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SCI2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

知的財産権の基礎的知識を得るとともに，権利取得の実際の流れや活用法などを理解する。法律的な理解はもちろんであるが，

実務上使える知識の習得を目指す。 

 

In this course, students will acquire fundamental knowledge 

about intellectual property rights while gaining an 

understanding as to how to actually obtain and apply such 

rights. While a legal understanding is certainly essential, this 

course will aim to teach students practical knowledge about intellectual property. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，知的財産権とは何か，知的財産権での保護対象は何かなど，知的財産権の概略を，特許権を中心に説明する。 

特に特許権について，発明が完成してから特許取得までの手続きの流れやその際に注意すべき事項，権利化後の活用法などを

解説する。特許権以外については、特許権の対比により説明する。 

関連する裁判例や新聞記事なども適宜、紹介、解説を行う。また、授業時間外の学習として、特許出願書類の作成や特許調査な

どを擬似的に体験してもらう予定である。 

 

In this course, students will learn what intellectual property rights are 

and what they protect. We will provide an outline of intellectual property 

rights, with explanations focusing mostly on patents. 

Specifically, students will learn about the legal proceedings required to 

obtain a patent for an invention, as well as things to be cautious of 

throughout the process. In addition, students will learn the practical 

applications made possible after a patent is obtained. Other forms of 

intellectual property rights will be explained through comparison to patent rights. 

Relevant examples in the form of court cases and newspaper articles 

will be introduced and discussed. Furthermore, as a form of study to be 

conducted outside of class, students will draw up mock patent 

applications and perform mock patent examinations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 知的財産権（１） 

2. 知的財産権（２） 

3. 特許権 

4. 特許制度 

5. 特許情報 

6. 特許要件（１） 発明とは？ 

7. 特許要件（２） 新規性、進歩性 

8. 出願書類 

9. 特許権発生までの流れ 

10. 特許調査 

11. 職務発明，発明者 

12. 特許権侵害 

13. 外国での権利取得（パリ条約、国際特許出願など） 

14. 特許権の活用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途行う。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（複数回のリアクションペーパー）(42%)/授業内に指示した提出物（複数）(58%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて講義中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

主にパワーポイントを使用して講義を行う。 

リアクションペーパーや提出部に対するフィードバックは，内容に応じて，講義時に，又は，Ｂｌａｃｋｂｏａｒｄを使用して行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■CK008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CK008／サイエンスコミュニケーション入門（ＳＡＬ 

(Introduction to Science Communication(SAL2)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書く・表現するスキルを伸ばそう 

担当者名 

（Instructor） 
村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SCI2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

科学技術に関するコミュニケーションの基本的な手法と実践を学ぶ 

 

In this course, students will learn about fundamental communication methods employed in the fields of science and technology 

as well as their applications. 

 

授業の内容（Course Contents） 

サイエンスコミュニケーションは科学技術研究開発を社会的に実現するために主要な部分である．科学技術者間での情報流通

は研究開発を進める上に不可欠であり、さらに専門を異にする人々とコミュニケーションをとって意思決定を進めていくことは社会

における科学技術の位置づけの本質となる．この授業では、基本的な事項を学んでいく．まず、サイエンスコミュニケーションとは

何か、概念的に理解した上で、言語によるサイエンスコミュニケーションのうち最も身近な例であるマニュアルライティングに取り

組む。つぎにさまざまな場面でのサイエンスコミュニケーションの実践者から、現場で取り組むための心構えおよびスキルセットを

提示する。なお、この科目を通して身につけるべきスキルは論理的に筋道が通った日本語ライティングである。 

 

Science communication is a critical part of implementing research and development projects related to science and technology 

from a social standpoint. The flow of information between scientists is indispensable to the progression of research, and enables 

people from different fields to come together to make good decisions, which is a necessity in our exceedingly interconnected 

society. In this course, we will start with the basics. First, students will learn what science communication is as a general 

concept. Then, students will use this knowledge and apply it to an example of science communication language that most are at 

least somewhat familiar with: writing instruction manuals. Following this, students will hear from various individuals who deal with 

science communication in different contexts regarding the mental attitude and skillset required. Furthermore, in taking this 

course students should greatly improve their ability to write precise, logical Japanese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、サイエンスコミュニケーションとはなにか、科学館視察の注意 

2. マニュアル作成の方法１ 

3. 科学館での実践１ 

4. 科学館での実践２ 

5. サイエンスとアート１ 

6. サイエンスとアート２ 

7. マニュアル作成の方法２ 

8. 科学技術知識の流通 

9. 中等教育における科学教育１ 

10. 中等教育における科学教育２ 

11. 科学館視察報告１ 

12. 科学館視察報告２ 

13. 社会的意思決定と科学技術的知識 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修者は授業外の時間で科学館等の視察を行い、報告書とプレゼンテーションを行わなければいけない。ゲストスピーカのお話

は授業中に要旨を作成するとともに、自分が取り組むとしたら何に留意するのか、授業外の時間を用いて記述し、要旨とコメント

の双方を提出すること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/科学館視察報告書(20%)/科学館視察発表(20%)/ゲストスピーカへのコメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CK009 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CK009／地学概説 

(Introduction to Geology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地学の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
清家 一馬(SEIKE KAZUMA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SCI2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一般教養レベルの地学の知識を全般的に身につけることを目標とする。地球科学分野でよく使われる用語について意味を正しく

理解し、他者に正しく説明できるようになることが求められる。地学の基礎的知識を身につけることで、ニュースなどで接する身近

な地球科学のトピックに興味を持ち、より深く理解できるようになってほしい。 

 

This course aims to give students a basic understanding of general geology. Students will learn the meanings of various 

terminology commonly used in Earth and Planetary Sciences, cultivating an understanding that will enable them to accurately 

explain them to others. The hope is that by acquiring some basic knowledge of geology, students will cultivate an interest and 

be able to better understand in geologic science news you encounter in their daily life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎日の天気、地震・火山などの自然災害や鉱物資源関連のニュース・新聞記事など身近なところに地学に関連する話題は溢れ

ている。最近では日本各地のジオパーク関連活動の活発化に伴い、地球科学関連のディープな話題もずいぶん身近になってき

た。だからこそ地学の基礎知識は皆さんの視野を飛躍的に広げてくれると期待できる。地学概説（春学期）では、地球の歴史およ

び岩石の成因や地震の仕組みなど地球科学に関する話題を理解するうえで必要と思われる基礎知識を中心として扱う。高校で

の「地学基礎」レベルを基準とし、これらの未履修を前提として講義を進める。授業は基本的に PPT を用いた講義形式で実施す

る。PPTの内容に関しては毎回印刷して配付する。講義内容を簡単にまとめたものが出席を兼ねた課題として毎回課される。こ

れを提出しないと出席とみなされない。また、学期末定期試験を課す。 

 

Whether it be the daily weather, earthquakes and volcanos, or news/newspaper articles regarding mineral resources, topics 

related to Earth and Planetary Sciences are very close for your life. For that very reason, you can expect receiving a basic 

grounding in the fundamentals of geology to rapidly expand your outlook. This course aims to give students the basic knowledge 

necessary to understand the history of the Earth as well as important topics related to the Earth sciences such as the 

formation of rocks and the mechanisms of earthquakes. This course will proceed with assuming students had not taken Earth 

Scicence course in high school. The course will be conducted in the classroom in lecture format using Power Point 

presentations. Handouts related to the contents of the PP presentations will be distributed at every lecture. Every student 

regardless of attendance or absence will be assigned the task of writing a simple summary of each lecture. Submitted tasks will 

also be added to each students score. Additionally, there will be a final examination. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 宇宙の構造と太陽系の起源 

2. 地球の誕生とその内部構造 

3. 初期地球の変遷―先カンブリア時代― 

4. 生物の爆発的な多様化―古生代― 

5. 石炭と石油、天然ガス 

6. 恐竜の世界―中生代― 

7. 哺乳類の時代―新生代― 

8. プレートテクトニクス 

9. 火山と地震の国、日本① 

10. 火山と地震の国、日本② 

11. 岩石の種類と成因 

12. さまざまな鉱物・鉱床 

13. 大気と海洋の科学 

14. 地形の変遷 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

地学では普段聞くことの少ない専門用語が多く出てくるため、講義後の復習は欠かせない。これらを自ら調べることは以後の授

業や地学系専門書の読解においても役立つであろう。特に、毎回の授業でトピックとして挙げた用語については、しっかり理解し
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てもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/毎回講義の課題（計１４回）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 浜島書店（編）、2018、『ニューステージ新地学図表―地学基礎+地学対応』、浜島書店 (ISBN:4834340120) 

2013 年度版でも構わない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 数研出版編集部（編）、2014、『もういちど読む数研の高校地学』、数研出版 (ISBN:4410139592) 

2. 円城寺守（編著）、2004、『地球環境システム』、学文社 (ISBN:4762012945) 

3. 平野弘道、2006、『絶滅古生物学』、岩波書店 (ISBN:4000062735) 

4. 日本古生物学会（監修）、2004、『大むかしの生物 (小学館の図鑑 NEO)』、小学館 (ISBN:4092172125) 

5. 堀秀道・萩谷宏（編著）、2012、『岩石・鉱物・化石(小学館の図鑑 NEO)』、小学館 (ISBN:4092172184) 

用語の検索はブリタニカ百科事典や地学辞典を使うとよい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

地質の室内・野外実習および観察、巡検、博物館見学等は秋学期の「地学総合実験」で実施するので、興味があれば併せて履

修を勧める。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 452 - 

■CK010 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／地学総合実験 

(Geological Experiments (General)) 

担当者名 

（Instructor） 
清家 一馬(SEIKE KAZUMA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SCI2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者優先 

数学科は随意科目, 物理・化学・生命理学科の 2015 年度以前入学者は随意科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地形図および地質図が判読できるようになり、実習から地学の各現象の理解を深める。地学の各テーマを教育・指導するための

知識と博物館・教材活用方法の習得、地質巡検の引率技術を身につけられるよう努力して欲しい。 

 

This course aims to give students the skills of reading topographic and geological maps, and understanding various geological 

phenomena through experimental practice. Students will put in effort to learn how to teach various topics related to geology, as 

well as how to use teaching materials and contents of a natural history museum, practically. This course will also teach 

techniques for leading geological excursion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

地学をより深く理解するためには、野外での実習や対象を観察することが不可欠である。地学総合実験（秋学期）では、地学で行

われる代表的な実習・実験と野外での地質巡検を実施する。授業は主に PPTまたは配付する資料による教室内での講義・実習

形式で実施するが、屋外または別施設での実習作業も実施する。毎回授業で提出する実習課題および巡検レポートにより評価

する。地学概説（春学期）の履修などで基礎的知識を既に有したうえでの履修が望ましい。なお、履修に関しての注意事項をその

他の項目に記しておく。 

 

In order to gain a deep understanding about geology, practical experiments and geological excursions are indispensable things. In 

this course, students will conduct various representative experiments related to earth science and a field trip in Chichibu 

and/or Jogashima-Island. The course will be conducted in the classroom in lecture/practice format using Power Point 

presentations and various handouts, and will be also practiced hands-on training outdoors or at another location. Students will 

be evaluated by the practice exercises they will turn in every lecture, as well as the geological observing report about field trip. 

It is optimal for you to take this course only if they already took course of Introduction to Geology (spring semester). 

Precautions regarding registering for this course should be noted along with the other items. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（第１回前半） 

2. 地形図を読む（第１回後半） 

3. 地質図の判読（第２回前半） 

4. 地質図学実習（第２回後半） 

5. ルートマップ作成実習①（第３回前半） 

6. ルートマップ作成実習②（第３回後半） 

7. 地質巡検①（三浦半島または長瀞）（第４回前半） 

8. 地質巡検②（三浦半島または長瀞）（第４回後半） 

9. 河川地形の識別（第５回前半） 

10. 礫種判別（第５回後半） 

11. 化石スケッチ（第６回前半） 

12. 化石の計測と成長様式の判別（第６回後半） 

13. 博物館見学会①（第７回前半） 

14. 博物館見学会②（第７回後半） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

専門用語については辞書を引くなどで積極的に確認してほしい。巡検レポートの執筆に際しては、多数の文献を各自で検索・熟

読する必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業課題（１０％分×６回）(60%)/巡検レポート（１回）(40%) 

未提出課題は評価点 0 となります。後日提出は受け付けます。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 浜島書店（編）、2018、『ニューステージ新地学図表―地学基礎+地学対応』、浜島書店 (ISBN:4834340120) 
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参考文献（Readings） 

1. 坂幸恭、1993、『地質調査と地質図』、朝倉書店 (ISBN:4254162340) 

その他、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

画版、色鉛筆、定規、分度器を各自で用意すること。実習内容に関しては、履修者数や天候により変更する場合がある。講義日

程は事前に掲示するが、都合により変更することがある。地質巡検を１ないし２度実施（三浦半島および長瀞）する予定である。

履修者はどちらかの巡検に参加してレポートを書く必要がある。それぞれの目的地までの交通費は自己負担となる（池袋駅から

往復で概ね 2300 円前後）。どちらも全日かけて実施するため日程は履修者の都合を考慮して後日決定（１１月～１２月中の日曜

日や祝日など）するが、天候等により直前の日程の変更ややむを得ず中止する場合がある。博物館見学についても交通費（池袋

駅から片道 195 円）を自己負担してもらう。また、日程の都合がついた場合には１２月初旬に開催される池袋ミネラルショーの見

学会を自由参加として実施する予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■CK012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／理学とビジネスリーダーシップ（ＢＬ４） 

(Science and Business Leadership(BL4)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
理学の智恵を社会の問題解決に生かす 

担当者名 

（Instructor） 

長田 太郎(OSADA TARO) 

舘野 泰一(TATENO YOSHIKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SCI3220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
【経営】ＢＬ４と同一科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

チームで問題を構造的に捉え，解決策を考える事を通じて，実際の社会への架け橋として多様なメンバー間にてビジネスリーダ

ーシップを発揮できるように自己認知とリーダーシップの改善を行う。 

 

Through grasping problems on a structural level and developing solution strategies in groups, this course acts as a bridge 

between academia and society, cultivating business leadership skills. Students will hone their leadership skills and get the 

opportunity to put them into action. 

 

授業の内容（Course Contents） 

専門性が違うメンバーとチームを作り，学部学科の枠を超え実社会に近い状態で社会へのブリッジを目指す授業を行う。具体的

には，「問題解決」と「リーダーシップ」を学ぶこと通じて社会人として必要な力を身に付ける。 

□問題解決 

-問題解決策の立案 

チームでの真の問題の特定と解決策の立案を行う。自分の思いや思い込みによる提案ではなく，相手の立場に立ち問題を捉

え，自身の所属するチームならではの解決策を立案する。 

-提示した解決策の実施 

チームで立案したプランをクライアント企業様のご協力のもと可能な範囲で実行に移し，実施するからこそ分かる困難や欠落して

いた視点を得る。 

□リーダーシップ 

・他者から見た自己について客観的にとらえ，多様性の中でチームへどの様に貢献を行うかについて考え実践し，振返りを行う。 

 

Students will create teams with members of different specializations, transcending the borders between departments and 

subjects, creating a metaphorical bridge between society and academia through simulating situations one is likely to encounter 

in the real world. Specifically, through learning about leadership and problem-solving, students will gain abilities that will be 

necessary to succeed in society. 

Problem-solving 

-Drafting problem-solving strategies 

Students will break into teams. They will practice identifying real problems and drafting solution strategies. Students will not 

make proposals based solely upon their own thoughts and impressions, but rather they will also see the issues from their team 

members’ points of view, drafting a solution strategy unique to their team. 

-Implementing the proposed solution strategies 

Students will implement the plan they drafted as a team on the possible scope under the guidance of the client business. In 

doing so, students will encounter new difficulties as they find out where their plans were lacking, gaining a point of view only 

possible through actual implementation. 

Leadership 

・Students will get an objective feel for how others perceive them as they think of ways to contribute to a diverse team, 

implement their ideas, and reflect on their effectiveness. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オープニング（自己分析をしてリーダーシップの振返り） 

2. クライント企業及びその課題にについて考える 

3. チームビルディング，課題のメカニズムを考える，定性調査計画 

4. メカニズムの再定義 

5. グループワーク 

6. 中間発表（解決策をプレゼンテーション） 

7. チーム活動及びリーダーシップ振り返り 

8. 後半キックオフ（アクションプラン策定） 

9. アクションプラン実施報告及び相談 

10. アクションプラン実施報告及び相談 
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11. 中間報告プレゼンテーション 

12. プレゼンテーション準備 

13. ファイナルプレゼンテーション 

14. リーダーシップ振り返り 

※クライアントにより上記内容が変わる場合がある 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

別途クラス内で指示いたします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラス内におけるリーダーシップ(20%)/チーム内におけるリーダーシップ(20%)/提案・プレゼンテーション(30%)/個人課題・パフォー

マンス(15%)/自己のリーダーシップ改善(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 中原淳、高橋 俊之、舘野 泰一 著・監修、2018、『リーダーシップ教育のフロンティア【研究編】: 高校生・大学生・社会人を成

長させる「全員発揮のリーダーシップ」』、北大路書房 (ISBN:9784762830228) 

2. 中原淳、高橋 俊之、舘野 泰一 著・監修、2018、『リーダーシップ教育のフロンティア【実践編】: 高校生・大学生・社会人を成

長させる「全員発揮のリーダーシップ」』、北大路書房 (ISBN:9784762830235) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

経営学部の Business Leadership 4 と同じ授業である。理学部生は，Business Leadership 関連科目の履修歴は問わず書類（およ

び必要に応じて面談）により選考する。 

※クライアントにより上記授業内容が変わる場合がある 

 

注意事項（Notice） 
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■CK014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／共通教育ゼミナール１ 

(LAESProject Seminar 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人工知能の哲学 

担当者名 

（Instructor） 
村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SCI4220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
随意科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報学・哲学の文献講読に必要なスキルを身に着ける 

 

In this course, students will learn the skills necessary to read and comprehend literature in the fields of informatics and 

philosophy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

このゼミナールでは人工知能の哲学に関する文献講読を行う。参加者の関心に応じて文献を選択するが、新しい分野であるた

め、ほとんどの文献は英語である。また、情報学の知識も必要となる。初めに日本語文献を読み解きながら理解を深めていき、

必要に応じて解説を加えながら、英語文献にも挑戦していこう。そもそも、人工知能とは何か？というところから考える。 

 

In this seminar students will read literature pertaining to the philosophy of artificial intelligence. Literature will be chosen 

according to the participants’ interests, however, as the field is relatively new, most of the literature is in English. Knowledge of 

informatics will be necessary. First, students will read literature in Japanese, deepening their understanding of the subject. 

Then, students will attempt to tackle literature in English; explanations will be provided as necessary. The course will start with 

the question “What even is artificial intelligence in the first place?” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 基礎文献１ 

3. 基礎文献２ 

4. 基礎文献３ 

5. 基礎文献４ 

6. 基礎文献５ 

7. 応用１：この回以降は、参加者の要望によって文献を指示する。 

8. 応用２ 

9. 応用３ 

10. 応用４ 

11. 応用５ 

12. 応用６ 

13. 応用７ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業前に担当部分の要旨を作成して、授業で配付すること。また、担当でない回についても、授業内での議論のために指示され

た文献を必ず読み通し、質問リストを作成してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 川添愛、2017、『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット：人工知能から考える「人と言葉」』、朝日出版社 

(ISBN:9784255010038) 

 

参考文献（Readings） 

1. ウォラック、2019、『ロボットに倫理を教える』、名古屋大学出版会 (ISBN:9784815809270) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■CK015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／共通教育ゼミナール２ 

(LAESProject Seminar 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人工知能の哲学 

担当者名 

（Instructor） 
村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SCI4220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
随意科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報学・哲学の文献講読に必要なスキルを身に着ける 

 

In this course, students will learn the skills necessary to read and comprehend literature in the fields of informatics and 

philosophy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

このゼミナールでは人工知能の哲学に関する文献講読を行う。共通教育ゼミナール１からの継続履修は可能であるが、新規履

修も受け入れる。 

参加者の関心に応じて文献を選択するが、新しい分野であるため、ほとんどの文献は英語である。また、情報学の知識も必要と

なる。初めに日本語文献を読み解きながら理解を深めていき、必要に応じて解説を加えながら、英語文献にも挑戦していこう。そ

もそも、人工知能とは何か？というところから考える。 

 

In this seminar students will read literature pertaining to the philosophy of artificial intelligence. While it is possible to take this 

as a continuation of LAES Project Seminar 1, students who have not taken that course will also be allowed to register. 

Literature will be chosen according to the participants’ interests, however, as the field is relatively new, most of the literature is 

in English. Knowledge of informatics will be necessary. First, students will read literature in Japanese, deepening their 

understanding of the subject. Then, students will attempt to tackle literature in English; explanations will be provided as 

necessary. The course will start with the question “What even is artificial intelligence in the first place?” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 基礎文献１ 

3. 基礎文献２ 

4. 基礎文献３ 

5. 基礎文献４ 

6. 基礎文献５ 

7. 応用１：この回以降は、参加者の要望によって文献を指示する。 

8. 応用２ 

9. 応用３ 

10. 応用４ 

11. 応用５ 

12. 応用６ 

13. 応用７ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業前に担当部分の要旨を作成して、授業で配付すること。また、担当でない回についても、授業内での議論のために指示され

た文献を必ず読み通し、質問リストを作成してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 川添愛、2013、『白と黒のとびら』、東京大学出版会 (ISBN:9784130633574) 

 

参考文献（Readings） 

 



 - 459 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■CK016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

CK016／医学概論 

(Introduction to Medicine) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

医学における理工系の役割（Physics in Medicine) 

 

 

担当者名 

（Instructor） 
笹井 啓資(SASAI KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SCI2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者適用 

CB331 医学概論・LA223 医学概論と併合 

 

授業の目標（Course Objectives） 

総合学問である医学について概説し，医学における理工系の役割を紹介する。 

 

The medicine is an integrated science based on not only biology and pharmacology, but also other many kinds of sciences, such 

as chemistry, physics, and even liberal arts. This course will outline the medical science, and introduce the role of technologies 

and physics in the interdisciplinary approach to health care. 

 

授業の内容（Course Contents） 

医学そのものが生物学，化学ばかりでなく人文科学も含めた多くの学問の一集大成である。特に物理学，工学の知識は医学に

おいてますます重要になっており、30 年前には想像もつかなかった診断法や治療法が通常の医療の中で行われている。 

医療は医師，看護師のみで行われているように思われている。しかし、上述のように学際的であるため、実際は様々な職種の連

携によるチーム医療が行われている。近年の高度に発達した医療では，チーム医療は欠くことができない。 

がんは本邦の死因第一位を占め、約 50％はがんに罹患し、30％ががんで死亡している。がんの治療法としては、手術、化学療

法とともに放射線治療が重要な役割を担っている。適切な放射線治療を行うには、理学・工学系の専門家による機器の開発と精

度管理が必須である。本講義科目では，このような医学全体を概説し，医療における理学、工学の重要性を理解する。授業にあ

たっては，各受講者からのフィードバックを取りつつ確実に習得できるよう解説する 

 

The medicine is an integrated science based on not only biology and pharmacology, but also other many kinds of sciences, such 

as chemistry, physics, and even liberal arts. Particularly, 

knowledge of physics and engineering is becoming more and more important, as means of diagnosis and treatment that one 

would have been unable to even imagine 30 years ago have now become commonplace in medical care. 

It is often thought that medical care is only carried out by doctors and nurses. However, as stated above, medicine is an 

interdisciplinary field practiced through the cooperation of diverse teams containing many different occupation types. In recent 

years, due to rapid advancements in medical care, team treatments are a necessity in many cases. 

Cancer is the leading cause of death in this country; 50% of people contract cancer at some point in their lives, and 30% 

eventually die from it. Surgeries, chemotherapy, and radiation therapy all play critical roles in cancer treatment. In order to 

administer the appropriate radiation therapy, various specialists in the fields of science and engineering are needed to develop 

and control the quality of the required instrumentation. In this course, general medical science will be discussed, followed by an 

explanation of the importance of engineering and the sciences to the field. During the course, feedback will be taken from each 

student so that the lectures proceed in a manner that ensures they will learn the material. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 医学とは problem based learning(PBL) 

2. 医学と物理学 

3. 放射線の細胞への影響 

4. 体の構造 

5. 体の機能とその制御 

6. 病気とは 

7. がん 

8. 放射線の医学への応用 放射線治療 1 

9. 放射線の医学への応用 放射線治療 2 

10. 放射線の医学への応用 画像診断学 

11. 放射線にかかる法律 

12. 医療に関わる倫理 

13. 医学物理士の役割 

14. まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

考える講義にしますので，議論に積極的に参加できるように準備してください。 

毎回、グループでの討議を行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/講義毎の小テスト(50%) 

講義時の発現者には平常点内で加点します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 笹井 啓資、2017、『0 歳からのがん教育』、ロギカ書房 (ISBN-10: 4909090045、ISBN-13: 978-4909090041) 

2. 京極伸介 齋藤アンネ優子、2013、『臨床医学の基礎 (放射線診療を支える人のために)』、ピラールプレス (ISBN-10: 

4861940583、ISBN-13: 978-4861940583) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

一般財団法人 医学物理士認定機構 http://www.jbmp.org/ 

医学物理士会 http://www.geocities.co.jp/Technopolis/5207/ 

日本放射線腫瘍学会 http://www.jastro.or.jp/  

 

注意事項（Notice） 
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■CK017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／短期海外留学プログラム １ 

(Short-Term Study Abroad Program 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シリコンバレーグローバル人材・企業体感プログラム 

担当者名 

（Instructor） 

村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

北本 俊二(KITAMOTO SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
春期間外 (Summer Session) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SCI1213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカシリコンバレーの企業見学や，そこで働く人の話を聞き議論することで，海外で働くことについて，また，自分の将来の進

む道について考える機会を持つ。 

 

In this course, students will visit corporations in America’s Silicon Valley. Through hearing the stories of people working there 

and discussing with them, students will learn about what working overseas is like while getting an opportunity to think about the 

path they wish to take in the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者は立教大学での 3 回の事前学習のあと，約１週間に渡るシリコンバレー近郊の会社見学および，シリコンバレーで働く人

の話を聞く。その間，毎日の活動日誌をつけて担当教員にメールする。さらに，帰国後体験したことを踏まえて，自己の将来につ

いて考えたことをまとめて事後授業の報告会で報告するとともに，レポートとして提出する。 

 

Students who take this course will attend three lectures at Rikkyo University before embarking on a week long field trip to a 

company on the outskirts of Silicon Valley, where they will hear the stories of people that work there. Throughout the trip, 

students will keep a daily journal of their activities which they will email to their instructor. Furthermore, upon returning to 

Japan, students will summarize any thoughts and ideas they have conceived regarding their future as a result of the trip, which 

they will present to the class and turn in via a final report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修説明会 

2. 事前授業 1：シリコンバレーについて、REO の説明と宿題 

3. 事前授業 2：宿題の報告，及び、現地での日記と提出方法 

4. 事前授業 3：事後授業での報告会についての説明 

5. シリコンバレー会社訪問と討論 

6. シリコンバレー会社訪問と討論 

7. シリコンバレー会社訪問と討論 

8. シリコンバレー会社訪問と討論 

9. シリコンバレー会社訪問と討論 

10. シリコンバレー会社訪問と討論 

11. シリコンバレー会社訪問と討論 

12. シリコンバレー会社訪問と討論 

13. シリコンバレー会社訪問と討論 

14. 事後授業：報告会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習には宿題も出す。履修に際して英語の能力は問わないが，渡航前に英語によるコミュニケーション力を付けるために努

力することを求める。また，訪問する会社，話を聞く会社について，ホームページ等で予習する。さらに、危機管理オリエンテーシ

ョンおよび渡航直前オリエンテーションに出席しなければならない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前授業の出席と宿題(20%)/現地からの毎日の日記報告(40%)/事後報告のプレゼンテーションとレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

REO による自習，TOEIC の受検を推奨する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 立教大学への授業料とは別に参加費が必要です。  

途中参加，途中帰国は認めない。履修中止不許可科目である。費用は渡航費，滞在費，保険などを含めて約 45 万円程度を見

込んでいるが，履修者は立教大学のグローバル奨学金（最高 20 万円），校友会成績優秀者留学支援奨学金（10 万円）に応募す

ることができる。 

 履修希望者は履修説明会に出席したうえ，履修希望届を提出しなければならない。担当教員による選考の結果履修が認めら

れた者だけが履修登録される。また，履修登録の取消はできない。 

 

注意事項（Notice） 
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■CK018 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／短期海外留学プログラム ２ 

(Short-Term Study Abroad Program 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
カリフォルニア大学リバーサイド校 Conversation and American Culture プログラム 

担当者名 

（Instructor） 

村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

箕浦 真生(MINOURA MAO) 

学期 

（Semester） 
春期間外 (Summer Session) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SCI2213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）英語によるコミュニケーション能力を伸ばすこと，（２）授業やワークショップを通じてアメリカ文化を体験すること，（３）ホームス

テイを通じてアメリカの生活を体験すること，（４）日本以外の国からの留学生との交流を通じ，国際的な感覚を身につけることを

目的とする。 

 

This course aims for students to strengthen their English communication skills, to experience American culture through classes 

and workshops, to experience American life through homestays, and to better understand international viewpoints through 

cultural exchanges with students from overseas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者は立教大学での３回の事前学習のあと，8 月初旬から３週間にわたってカリフォルニア大学リバーサイド校の

Communication and American Culture コースで少人数クラスの授業を受ける。その間，日々の活動を記録し担当教員にメールで

報告する。さらに，帰国後アメリカで学んだこと，体験したことについてレポートを提出するとともに、事後授業の報告会で報告す

る。 

 

Students who take this course will attend three lectures at Rikkyo University before heading to California in early August for 

three weeks. During this trip, students will attend a small class titled Communication and American Culture at the University of 

California Riverside. Throughout the trip, students will keep a daily log of their activities, which they will submit to their 

instructor via email. Furthermore, upon returning to Japan, students will convene to present and submit a report regarding what 

they experienced and learned while they were in America. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修説明会 

2. 事前学習１：UCR について，REO の説明と宿題 

3. 事前学習２：宿題，現地での日記と提出方法 

4. 事前授業３：宿題、事後授業での報告会についての説明 

5. リバーサイド校における授業と国際交流（１） 

6. リバーサイド校における授業と国際交流（２） 

7. リバーサイド校における授業と国際交流（３） 

8. リバーサイド校における授業と国際交流（４） 

9. リバーサイド校における授業と国際交流（５） 

10. リバーサイド校における授業と国際交流（６） 

11. リバーサイド校における授業と国際交流（７） 

12. リバーサイド校における授業と国際交流（８） 

13. リバーサイド校における授業と国際交流（９） 

14. 事後授業：報告会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習には宿題も出る。さらに、危機管理オリエンテーションと渡航直前オリエンテーションに出席のこと。履修に際して英語の

能力は問わないが，渡航前に英語によるコミュニケーション力を付けるために努力することを求める。リバーサイド校では英語力

に応じたクラスに振り分けられる。 また，現地ではホームステイであるので，ホストファミリーとの会話や交流も努力して楽しむこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/事前学習への出席(20%)/CACプログラムへの出席(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

REO による自習，TOEIC の受験を推奨する。「ニュースで英会話」，「TED」などのテレビ番組を見ることをお勧めします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教大学への授業料とは別に参加費が必要です。  

途中参加，途中帰国は認めない。費用は渡航費，滞在費，保険などを含めて約 56 万円程度を見込んでいるが，履修者は立教

大学のグローバル奨学金（最高 20 万円），校友会成績優秀者留学支援奨学金（10 万円）に応募することができる。 

  履修希望者は履修説明会に出席したうえ，履修希望届を提出しなければならない。担当教員による選考の結果履修が認めら

れた者だけが履修登録される。また，履修登録の取消はできない。 

 

注意事項（Notice） 
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■CK019 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／短期海外留学プログラム ３ 

(Short-Term Study Abroad Program 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

カリフォルニア大学アーバイン校(UCI) 

Conversation and Culture プログラム 

担当者名 

（Instructor） 

村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

北本 俊二(KITAMOTO SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
春期間外 (Summer Session) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SCI2213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）英語によるコミュニケーション能力を伸ばすこと，（２）科学に関連したトピックについての授業やワークショップを通じて，英語

による理解を深めること，（３）ホームステイを通じてアメリカの生活を体験すること，（４）日本以外の国からの留学生との交流を通

じ，国際的な感覚を身につけることを目的とする。 

 

This course aims for students to strengthen their English communication skills, to deepen their understanding of English via 

attending science courses and workshops, to experience American life through homestays, and to better understand 

international viewpoints through cultural exchanges with students from overseas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者は立教大学での 3 回の事前学習のあと，7 月末から４週間にわたってカリフォルニア大学アーバイン校の Conversation 

and Culture コースで英語能力に応じた、少人数クラスの授業を受ける。その間，日々の活動を記録し担当教員にメールで報告す

る。さらに，帰国後アメリカで学んだこと，体験したことについてレポートを提出するとともに、事後授業で報告する。 

 

Students who take this course will attend three lectures at Rikkyo University before heading to California in late July for four 

weeks. During this trip, students will attend a small class titled Conversation and Culture at the University of California Irvine, 

which will be tailored to their English abilities. Throughout the trip, students will keep a daily log of their activities, which they 

will submit to their instructor via email. Furthermore, upon returning to Japan, students will present and submit a report 

regarding what they experienced and learned while they were in America. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修説明会 

2. 事前学習１：UC について，REOの説明と宿題 

3. 事前学習２：宿題，現地での日記と提出方法 

4. 事前学習３：宿題、事後授業での報告会についての説明 

5. アーバイン校における授業と国際交流（１） 

6. アーバイン校における授業と国際交流（２） 

7. アーバイン校における授業と国際交流（３） 

8. アーバイン校における授業と国際交流（４） 

9. アーバイン校における授業と国際交流（５） 

10. アーバイン校における授業と国際交流（６） 

11. アーバイン校における授業と国際交流（７） 

12. アーバイン校における授業と国際交流（８） 

13. アーバイン校における授業と国際交流（９） 

14. 事後授業：報告会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習には宿題も出る。さらに危機管理オリエンテーションと渡航直前オリエンテーションに出席しなければならない。履修に

際して英語の能力は問わないが，渡航前に英語によるコミュニケーション力を付けるために努力することを求める。アーバイン校

では英語力に応じたクラスに振り分けられる。 また，現地ではホームステイであるので，ホストファミリーとの会話や交流も努力し

て楽しむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/事前学習への出席(20%)/CACプログラムへの出席(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

REO による自習，TOEIC の受験を推奨する。「ニュースで英会話」，「TED」などのテレビ番組を見ることをお勧めします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教大学への授業料とは別に参加費が必要です。 学生ビザの取得が必要です。 

途中参加，途中帰国は認めない。費用は渡航費，滞在費，保険などを含めて約 72 万円程度を見込んでいるが，履修者は立教

大学のグローバル奨学金（最高 20 万円），校友会成績優秀者留学支援奨学金（10 万円）に応募することができる。 

  履修希望者は履修説明会に出席したうえ，履修希望届を提出しなければならない。担当教員による選考の結果履修が認めら

れた者だけが履修登録される。また，履修登録の取消はできない。 

 

注意事項（Notice） 
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■CK021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／サイエンスインターンシップ 

(Science Internship) 

担当者名 

（Instructor） 

堀口 吾朗(HORIGUCHI GOROU) 

和田 亨(WADA TOHRU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SCI2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．専門分野の知識を広げ深め、研究課題の解決に向けた取り組み方を学ぶ。 

２．実践的な研究経験を積むことで研究実施能力を育成する。 

３．自主的に研究に取り組む姿勢を醸成し、キャリア形成に対する意識を高める。 

 

1. Widening and deepening understanding of the field and learning 

how to approach a research project 

2. Training students' research skills by taking part in real research 

3. Encouraging active involvement in research and developing the 

career mind of the students 

 

授業の内容（Course Contents） 

我が国最大級の公的研究機関である（国立研究開発法人）産業技術総合研究所（AIST）は 7つの領域（エネルギー・環境、生命

工学、材料・化学、エレクトロニクス・製造、情報・人間工学、地質調査、計量標準）において基礎から応用まで幅広い研究を展開

している。 

本プログラムでは第一線で活躍する AISTの研究者の研究室に所属して 2～3 週間のインターンシップを行う。 

特に研究者を目指す学生の参加を推奨する。 

 

The largest type of public research facility (national research and development agency) in our country, The National Institute of 

Advanced Industrial Science and Technology (AIST) conducts research ranging from the fundamentals to the applications in 

seven broad categories. These categories are: energy/environment, biotechnology, materials/chemistry, 

electronics/manufacturing, information/human engineering, geological surveys, and measurement standards. 

In this program, students will join the laboratory of one of the frontline researchers at AIST for a 2-3 week internship. 

This course is specially recommended for students who desire to become researchers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ２０１９年４月中旬  募集説明会 

2. ４月中旬 ～５月上旬  インターンシップを行う研究室・研究者の検討（各自、調べること） 

3. ５月上旬  応募締切 

4. ５月中旬～下旬  書類審査・面談 

5. ５月下旬  インターンシップ受け入れ先とのマッチング 

6. ７月上旬  結果通知 （受講者とインターンシップ受け入れ研究者を決定） 

7. ７月上旬～中旬  事前研修 

8. ８月～９月  現地インターンシップ（安全教育講習会に参加） 

9. ８月～９月  現地インターンシップ（第 1 週目） 

10. ８月～９月  現地インターンシップ（第２週目） 

11. ８月～９月  現地インターンシップ（第３週目） ＊3 週間インターンシップを行う場合 

12. ９月  インターンシップ報告会の企画 

13. ９月中旬  インターンシップ報告会の実施 

14. ９月中旬  報告書の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

インターンシップを希望する研究者・研究グループを決める際には、学科の教員に相談することを推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

インターンシップ前課題、インターンシップに取り組んだ姿勢，報告会での発表と報告書を総合的に評価する。(100%) 

成績は「合格」または「不合格」とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

産業技術総合研究所 公式ホームページ  http://www.aist.go.jp/ 

産業技術総合研究所 「大学 産総研 パートナーシップのご案内」 

 https://www.aist.go.jp/digbook/collab_univ/book.pdf   

               

 

* 学業成績、面接らを参考に、履修者を決定する。 

* 受け入れ研究者とのマッチングが成立しない場合には、当プログラムの参加を希望しても履修できない。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、インターンシップや学外活動等の実践的な学びを中心に構成する授業である。



 

  



 

 

 

 


