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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） 



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） 

 


