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授業の目標（Course Objectives） 

科学史を学ぶことを通じて、先人たちが行ってきた科学論争や科学実践の歴史を知り、科学的思考を身につける。また、科学技

術の社会的側面について学ぶことを通じて、科学技術に対する多面的思考を養う。リアクションペーパーの作成を通じて、各自の

意見を明確に示すスキルを向上させる。 

 

This course aims not only to acquire scientific thinking through learning scientific arguments and scientific practices by 

forerunners but to establish your multidimensional perspective of science and technology. An additional aim is to develop your 

writing skill to express your thought as writing reaction papers.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では、原子・分子をキーワードにして科学の歴史を概観します。古代ギリシャから現代にいたるまで、主に欧米における

原子・分子をめぐる歴史をたどります。科学史を学ぶことを通じて、科学的思考や科学実践とはどのようなものかを考えていきま

す。また、科学技術を社会的側面から考えるためのトピックも講義内容と関連させて紹介します。これらの内容や関連するトピック

についてディスカッションの機会を提供し、あるいはリアクションペーパーの作成を求めます。これらの作業を通じて具体的な科学

技術に関連する問題について各自で考える機会を設けます。 

 

This course explores the history of science with keywords, atom(s) and molecule(s), from ancient Greece to the modern period, 

mainly in Europe and the United States. We will examine scientific thinking and scientific practices in the context of historical 

events.  This course will have opportunities for discussions or writing to think about science and technology in the context of 

the social dimension.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション： 科学史を学ぶ意義について 

 Introduction: why should everyone learn history of science?  

2. 古代原子論： 古代ギリシャ・古代ローマにおける物質観 真空とは 

 Ancient Atomism: vacuum, understanding materials 

3. 原子論の再興： 知識の伝播 大学の設立 『事物の本性について』発見 

 Renaissance of atomism: assimilation of knowledge, university, rediscovery of "De rerum natura" 

4. 17 世紀原子論： ボイルの原子論 ニュートンの原子論 17 世紀科学革命 

  Atomism in the seventeenth century: Boyle, Newton, the Scientific Revolution 

5. 化学的原子論： 化学革命 ドルトンの原子論 原子量 

  Chemical atomism: Chemical Revolution, Dalton, atomic mass, relative weight 

6. 分子の構造論： 結晶の構造 化学構造式 元素の発見 

  Structure of molecules: crystal structure, chemical structural formula, discoveries of elements 

7. 気体分子運動論： 熱の本性について 原子の実在をめぐる論争 

  Kinetic theory of gas: nature of heat, the controversy over the existence of atoms and molecules 

8. 分子の実在： アインシュタインの奇跡の年 ペランの実験 

 The existence of molecules: Einstein’s miracle year, Perrin's experiments 

9. 原子の構造 1： 陰極線の研究 量子力学の誕生 

  Atomic structure 1: research on cathode rays, the quantum mechanics 

10. 原子の構造 2： 核分裂、原子爆弾 

  Atomic structure 2: Fission, atomic bombs 

11. 分子生物学： 遺伝学の歴史概観（メンデルから DNA らせん構造の解明そしてゲノム解読へ） 

  Molecular biology: the history of genetics  

12. 分子進化： 進化の理論の歴史概観（ダーウィンから現代まで） 

  Molecular evolution: the history of evolution 

13. 大気中の気体分子： 温室効果ガス、気候変動に関する論争 

  Gas molecules in atmosphere: the greenhouse effect、ozone hole, the global warming controversy 



14. 総括 

  Overview 

 

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、必要に応じて授業内で別途示する。 

Instructions regarding learning outside of class hours will be given separately during class hours as necessary. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業への貢献度（質問やディスカッションへの参加など）Contribution to the class(10%)/リアクショ

ンペーパー（Reaction Papers） 3 回(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは用いない。必要に応じて資料を配布する。 

Distribute materials as needed. 

 

参考文献（Readings） 

1. 古川 安、2018、『科学の社会史－ルネサンスから 20 世紀まで』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4480098832) 

2. ヘリガ・カーオ、2015、『20 世紀物理学史―理論・実験・社会【上巻】』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4815808099) 

3. ヘリガ・カーオ、2015、『20 世紀物理学史―理論・実験・社会【下巻】』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4815808105) 

4. 廣田 襄、2013、『現代化学史: 原子・分子の科学の発展』、京都大学出版会 (ISBN:978-4876982837) 

5. P.M. ハーマン、1991、『物理学の誕生―エネルギー・力・物質の概念の発達史』、朝倉書店 (ISBN:978-4254130553) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

全回対面で実施する。 

Power Point を使った講義形式で、映像資料も使用する。 

授業では学生への質問やディスカッションの機会を設ける予定なので、積極的な受講態度が期待される。リアクションペーパーの

フィードバックは、個別に行う他、次回授業冒頭で全体に対するフィードバックを行う。 

All classes will be face-to-face. 

The students should be fully engaged and highly motivated. 

The students need to submit reaction papers three times and will be received feedback. 

 

注意事項（Notice） 

 


