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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，それを用

いて数値計算の初歩を学習する。 

 

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 numerical calculation. 

 

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。 その後いくつか

の基本的な数値計算の方法を勉強する。 

 

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, students learn some basic methods for numerical calculation by using Maxima. 

 

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 6 ： 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 ： 微積分での利用 

10. Maxima 入門 3 ： 線形代数、初等整数論での利用 

11. 数値計算 1 ： 代数方程式の解の近似 

12. 数値計算 2 ： 数値積分 

13. 数値計算 3 ： 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） 

演習課題の題材にするので、線形代数, 微積分の基本を押さえておくこと。 

 

コンピュータの基本的な使い方についても前提知識は不要で適宜紹介するが、Windows の基本的な操作(サインイン/サインアウ

ト、フォルダとファイルの操作、ソフトウェアの実行、キーボードによる文字入力)について事前にある程度修得していればよりいっ

そう受講しやすいだろう。 

 

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ので必ず両方科目登録するように。また，演習に真面目に取り組まない者(分

からないのに質問しない場合を含む)，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） 

Blackboard にて講義テキストを配付する。紙による配布は行わないので、必要に応じて各自で印刷するように。 

演習に用いる PC や各自の電子デバイスでの閲覧も可とする。 

 

参考文献（Readings） 

1. 奥村晴彦、2020、『LaTeX2e美文書作成入門』改訂第８版、技術評論社 (ISBN:978-4297117122) 

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。 

 

オンライン講義となった場合は google meet を使用して実講義時間にリアルタイム配信を行う(録画、アーカイブしてオンデマンド

でも受講可能にする)。 

また、対面授業となった場合でも質問を含めた教室内での会話を禁止し、質問や課題の提出等は全てオンラインで行うこともあり

うる。 

講義方法についての情報は適宜 Blackboard にて開示するので閲覧可能になったら随時確認するように。 

 

注意事項（Notice） 

 


