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2020 春学期または秋学期・時間外・科目による・1単位

科　目 （専攻）演習Ⅰ～Ⅳ

(Seminar in（Major）Ⅰ～Ⅳ)

全教員担当教員

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

研究課題に関するこれまでの発表論文の読解および評価を通じて、研究成果を学位論文としてまとめるための、深い専門知識を身
につけ、問題発見解決能力を養う。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う
（３）バランスのとれた高度職業人として国際社会でも活躍できる能力を養う

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
生命科学における思想や倫理観の理解（２）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）
技術者が背負う社会的責任の重さの理解（２）
コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術の習得（３）
企業の社会的責任の理解（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

各指導教員の指導のもとに、学生は研究課題にそって、自主的に論文読解および評価を展開する。

【３】 到達目標

高度な専門知識に基づいた問題発見解決能力を有し、技術職・教育職・行政職など社会的実務の中核を担うことができる。
自然に対する畏敬の念と謙虚な心を持ち、国際社会でも活躍しうる、バランスのとれた高度職業人として社会を支えることができ
る。

【４】 授業概要および授業方法

修士学位論文作成およびそのための研究活動

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

専攻ごとに異なる。各教員が適宜、指示する。

【６】 教科書・参考書・参考資料

各教員が適宜、指示する。

【７】 評価方法およびフィードバック

専攻ごとに異なる。各教員が適宜、指示する。

【８】 オフィスアワー

各教員のシラバスを確認すること。

【９】 関連科目

研究科共通科目、専攻共通科目、専攻基礎科目、専攻専門科目

〔予め学んでおくとよい科目〕

【１０】その他

学生は各学期にⅠ～Ⅳを順々に履修していく。
別途、研究計画書を作成する。
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2020 春学期または秋学期・時間外・科目による・4単位

科　目 （専攻）特別研究Ⅰ～Ⅳ

(Graduate Thesis Research in（Major）Ⅰ～Ⅳ)

全教員担当教員

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

研究課題に関する実験または調査の計画立案、実施、結果の解析並びに研究指導者との討論を行い、研究成果を学位論文としてま
とめることができる。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う
（３）バランスのとれた高度職業人として国際社会でも活躍できる能力を養う

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
生命科学における思想や倫理観の理解（２）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）
技術者が背負う社会的責任の重さの理解（２）
コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術の習得（３）
企業の社会的責任の理解（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

各指導教員の指導のもとに、学生は研究課題にそって、自主的に研究過程を展開する。

【３】 到達目標

高度な専門知識に基づいた問題発見解決能力を有し、技術職・教育職・行政職など社会的実務の中核を担うことができる。
自然に対する畏敬の念と謙虚な心を持ち、国際社会でも活躍しうる、バランスのとれた高度職業人として社会を支えることができ
る。

【４】 授業概要および授業方法

修士学位論文作成およびそのための研究活動

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

専攻ごとに異なる。各教員が適宜、指示する。

【６】 教科書・参考書・参考資料

各教員が適宜、指示する。

【７】 評価方法およびフィードバック

専攻ごとに異なる。各教員が適宜、指示する。

【８】 オフィスアワー

各教員のシラバスを確認すること。

【９】 関連科目

研究科共通科目、専攻共通科目、専攻基礎科目、専攻専門科目

〔予め学んでおくとよい科目〕

【１０】その他

学生は各学期にⅠ～Ⅳを順々に履修していく。
別途、研究計画書を作成する。
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2020 春学期または秋学期・時間外・科目による・1単位

科　目 （専攻）演習Ⅴ～Ⅹ

(Seminar in （Major） Ⅴ～Ⅹ)

全教員担当教員

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

研究課題に関するこれまでの発表論文の読解および評価を通じて、研究成果を学位論文としてまとめるための問題発見解決能力や
創造性豊かな優れた研究開発能力を養う。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う
（３）バランスのとれた高度職業人として国際社会でも活躍できる能力を養う

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
生命科学における思想や倫理観の理解（２）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）
技術者が背負う社会的責任の重さの理解（２）
コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術の習得（３）
企業の社会的責任の理解（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

各指導教員の指導のもとに、学生は研究課題にそって、自主的に研究過程を展開する。

【３】 到達目標

高度な専門知識に基づいた問題発見解決能力、創造性豊かな研究・開発能力を有し、自ら発見した問題を研究し、成果を発信する
ことができる。
自然に対する畏敬の念と謙虚な心を持ち、国際社会でも活躍しうる、バランスのとれた科学者・研究者として社会を支えることが
できる。
科学的な知識や思考方法を他者に教授・指導できる能力をもち、多様な研究・教育機関の中核を担うことができる。

【４】 授業概要および授業方法

博士学位論文作成およびそのための研究活動

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

専攻ごとに異なる。各教員が適宜、指示する。

【６】 教科書・参考書・参考資料

各教員が適宜、指示する。

【７】 評価方法およびフィードバック

専攻ごとに異なる。各教員が適宜、指示する。

【８】 オフィスアワー

各教員のシラバスを確認すること。

【９】 関連科目

【１０】その他

学生は各学期にⅤ～Ⅹを順々に履修していく。
別途、研究計画書を作成する。
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2020 春学期または秋学期・時間外・科目による・4単位

科　目 （専攻）特別研究Ⅴ～Ⅹ

(Graduate Thesis Research in（Major）Ⅴ～Ⅹ)

全教員担当教員

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

研究課題に関する実験または調査の計画立案、実施、結果の解析並びに研究指導者との討論を行い、研究成果を学位論文としてま
とめることができる。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う
（３）バランスのとれた高度職業人として国際社会でも活躍できる能力を養う

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
生命科学における思想や倫理観の理解（２）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）
技術者が背負う社会的責任の重さの理解（２）
コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術の習得（３）
企業の社会的責任の理解（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

各指導教員の指導のもとに、学生は研究課題にそって、自主的に研究過程を展開する。

【３】 到達目標

高度な専門知識に基づいた問題発見解決能力、創造性豊かな研究・開発能力を有し、自ら発見した問題を研究し、成果を発信する
ことができる。
自然に対する畏敬の念と謙虚な心を持ち、国際社会でも活躍しうる、バランスのとれた科学者・研究者として社会を支えることが
できる。
科学的な知識や思考方法を他者に教授・指導できる能力をもち、多様な研究・教育機関の中核を担うことができる。

【４】 授業概要および授業方法

博士学位論文作成およびそのための研究活動

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

専攻ごとに異なる。各教員が適宜、指示する。

【６】 教科書・参考書・参考資料

各教員が適宜、指示する。

【７】 評価方法およびフィードバック

専攻ごとに異なる。各教員が適宜、指示する。

【８】 オフィスアワー

各教員のシラバスを確認すること。

【９】 関連科目

【１０】その他

学生は各学期にⅤ～Ⅹを順々に履修していく。
別途、研究計画書を作成する。
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2020 秋学期・月４、５・1学年・新2　旧1.5単位

科　目 生命・科学倫理

(Biomedical Ethics)

山本　剛史担当教員

コースナンバー：LIB-1401

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

本講義では、広義の'生命’＝‘いのち’に関する思想と倫理問題について重要と考えられるものを選んで紹介し、共有したい。
いのちにいかに向き合うかという課題は、科学技術を生業とする場合でも避けては通れないと考えられる。このことを各人が十分
に認識し、今後の科学・技術研究ないし実務において、専門を活かしつつも自由な着眼で洞察し行動するきっかけづくりを目指
す。

科学研究を支える倫理的洞察力の陶冶

＜教育目標＞

生命科学における思想や倫理観の理解（２）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）
技術者が背負う社会的責任の重さの理解（２）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 生命倫理学（生命倫理の４原則）

2 生命倫理学（インフォームド・コンセント成立史とT4作戦）

3 生命倫理学（脳死・臓器移植概説）その1

4 生命倫理学（脳死・臓器移植概説）その2

5 生命倫理学（安楽死・尊厳死）

6 科学者の社会的責任

7 レイチェル・カーソンとカネミ油症 その1

8 レイチェル・カーソンとカネミ油症  その2

9 リスク社会論

10 予防原則の考え方と運用

11 原発事故以後の暮らしについて考える その1

12 原発事故以後の暮らしについて考える  その2

13 気候変動と倫理

14 デュアルユース問題について

15 総括とまとめ

【３】 到達目標

実際に起こっている問題を踏まえて倫理学的に思考することを習得し、そうした思考を実生活における判断、行動に反映する。

【４】 授業概要および授業方法

広義の倫理学に含まれる環境倫理学的及び生命倫理学的内容、および研究倫理に類する内容について、文献資料や映像資料を援用
しながら講義及び討論をする。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

1，配付資料やノートを振り返る作業を行い、「そういう話もあるよね」で片付けずにできれば周りの人に話してみる。
2，授業内で随時紹介する参考文献を読む
以上合わせて、授業1コマにつき3時間の復習を求める。

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書は使用しない。毎回資料を配布する。
授業内容と関連する参考書は随時紹介し、授業外で読むことを求める。

【７】 評価方法およびフィードバック

学期末レポート（コメントをつけて各自に返却する）

【８】 オフィスアワー

初回の授業で指示する。
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【９】 関連科目

特になし

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

講義内容及び順序は進行の程度等により、若干の変更があり得る。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・木５・1学年・新2　旧1.5単位

科　目 科学技術と社会

(Science, Technology and Society)

朝倉　暁生、酒井　康弘担当教員

コースナンバー：LIB-1402

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

現代においては、科学技術と社会との係わりに諸問題が指摘されている。科学と社会がどのようにあるべきか、また科学者・技術
者として、どのような倫理が求められるのかを理解することを本講義の目的とする。

（３）バランスのとれた高度職業人として国際社会でも活躍できる能力を養う

＜教育目標＞

生命科学における思想や倫理観の理解（２）
技術者が背負う社会的責任の重さの理解（２）
企業の社会的責任の理解（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 講義概説～サイエンスとトランスサイエンス～（担当：朝倉）

2 科学技術社会論の基礎（担当：朝倉）

3 学生プレゼン　第一回・化学専攻的視点から

4 学生プレゼン　第二回・生物学専攻的視点から

5 学生プレゼン　第三回・物理学専攻的視点から

6 学生プレゼン　第四回・生物分子科学専攻的視点から

7 学生プレゼン　第五回・情報科学専攻的視点から

8 学生プレゼン　第六回・環境科学専攻的視点から

9 学生プレゼン　第七回・総括討論

10 科学技術ガバナンスとは何か　（担当：朝倉）

11 科学者・技術者倫理　その１　～データの管理と研究成果の公開～　（担当：酒井）

12 科学者・技術者倫理　その２　～利益相反～　（担当：酒井）

13 科学者・技術者倫理　その３　～研究不正の事例～（担当：酒井）

14 講義のまとめ（担当；朝倉）

15 学習到達度の確認（担当：朝倉）

【３】 到達目標

・トランスサイエンス問題、ポストノーマルサイエンス問題の定義ができ、説明できる。
・自分の分野を中心とした様々な分野におけるトランスサイエンス問題を分かりやすく説明できる。
・科学者・技術者としての社会における役割を理解し、実践できる。

【４】 授業概要および授業方法

科学技術と社会の関わりに関するプレゼンテーションは、TED-Talkにたくさん提供されている。発表者は事前に一つを選択し、受
講者はその内容をあらかじめ確認する。発表者は、受講者がそのプレゼンの内容を深めるためのグループ討議をデザインし、受講
者の理解を深める。
講義の後半では、科学者・技術者としての倫理についての理解を深めていく。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

講義前に教科書を熟読するとともに、担当者は発表準備をする。講義後はグループディスカッションの内容をまとめ、課題への理
解を深める。これに要する時間は概ね毎回３時間程度である。

【６】 教科書・参考書・参考資料

講義資料をウェブ経由で配信します。

【７】 評価方法およびフィードバック

事前学習の状況（10％）、プレゼン（20％）、期末レポート（70%)により評価する。
事前学習における疑問点やプレゼンに対するコメント等により適宜フィードバックを行う。

【８】 オフィスアワー

朝倉：月曜日3・4限
酒井：水曜日2限、金曜日5限
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【９】 関連科目

特になし

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・水５・1学年・新2　旧1.5単位

科　目 企業講座

(Seminar on Enterprise)

鈴木　実担当教員

コースナンバー：LIB-1403

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

企業の持続的発展のためには、時代の流れを的確に予測し、その流れを先取りして人・物・資金などを重点配分すると共に、新た
に獲得された技術を特許として手堅く権利化する必要がある。　本講義では、企業活動の豊富な実例に基づいて、次世代を担う企
業及び技術者のあるべき姿を系統的に学修し、企業活動に対する理解を深めることを目標とする。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う
（３）バランスのとれた高度職業人として国際社会でも活躍できる能力を養う

＜教育目標＞

深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
生命科学における思想や倫理観の理解（２）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）
技術者が背負う社会的責任の重さの理解（２）
コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術の習得（３）
企業の社会的責任の理解（３）
企業内研究・開発者の特徴及び行動指針を把握する。

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 若手技術者への期待と業績評価

2 企業の研究者の特徴と心構え

3 日本発の新技術

4 開発提案書の書き方

5 特許制度の概要

6 特許明細書の書き方

7 特許に関する裁判事例

8 会社の設立と運営

9 日本企業の成功・失敗事例

10 長寿企業

11 外国企業の成功事例

12 外国企業の失敗事例

13 企業の失敗とその教訓

14 企業の社会的責任

15 総合討論(主要テーマ:企業とは何か)

【３】 到達目標

1.企業の若手技術者や研究者の育成環境及び業績評価手法の実体を理解し、入社後の行動指針を身に付ける。
2.日本企業の先端技術とその国際競争力を理解し、先端技術分野に対する総合判断力を高める。
3.特許に関する基礎知識と特許明細書の作成テクニックを修得する。
4.会社の設立・運営及び事業に失敗しないための基礎知識を修得する。

【４】 授業概要および授業方法

注力テーマとして、技術者としての心構え、特許戦略、会社の設立・運営の仕方、及び企業の成功・失敗事例を取り上げ、講義、
討論、及びレポート課題を組み合わせて多面的に学修することにより、先人の企業活動の実態とノウハウを知識として共有化し、
技術者としての感性及び総合判断力を高めると共に、専門分野の枠を超えたコミュニケーション能力の向上を目指す。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

単行本や新聞などを通して、企業活動に関する一般知識を大まかに理解しておくことが望ましい。
必要時間は、予習に対して約1時間、復習(レポート作成を含む)に対して約2時間程度必要となります。

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書は特に使用せず、必要に応じて作成資料等を配布する。
〔参考書〕(1)糸川英夫:創造力、1982、光文社. 　(2)特許庁:産業財産権標準テキスト[特許編]、2011、工業所有権情報・研修
館.(3)辻・本郷税理士法人:一番よくわかる会社の設立と運営、2008、西東社.(4)科学技術振興機構:失敗知識データベース
(http://shippai.jst.go.jp).
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【７】 評価方法およびフィードバック

受講態度(20%)及びレポート評点(80%)の合計点で評価する。
レポートの採点結果を総括し、不十分な点、改善すべき点、よくできていた点等に関する講評を行う。

【８】 オフィスアワー

水曜日の18:00以降に理学部Ⅴ号館5階の非常勤講師室においでください。

【９】 関連科目

特になし

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

出来る限り数多くの業種の企業活動例を取り上げ、専門分野の偏りが生じないように配慮する。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・火３・1学年・1.5単位

科　目 科学英語特論Ⅰ

(English for Scientis Ⅰ)

清水　将吾担当教員

コースナンバー：LIB-1404

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

理学・数学・情報科学の分野について、英語でライティングをする技術を習得します。
プレゼンテーションの構成とポイントを学び、研究者にふさわしいプレゼンテーションが行えるようにします。
英語の学術論文を批判的に読み、論文構成と有用な英語表現を学びます。
自身の研究についてまとめた小論文を英語で書き、プレゼンテーションを行います。

（３）バランスのとれた高度職業人として国際社会でも活躍できる能力を養う

＜教育目標＞

コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術の習得（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 授業のガイダンス、イントロダクション

2 英語論文の作成のために１：英語論文の輪読

3 英語論文の作成のために２：英語論文の輪読

4 英語論文の作成のために３：英語論文の輪読

5 英語論文の作成のために４：英語論文の輪読

6 英語論文の作成のために５：英語論文の輪読

7 英語論文の作成のために６：英語論文の輪読

8 プレゼンテーションに向けて１：TED TALKとディスカッション①

9 プレゼンテーションに向けて２：リハーサルとディスカッション②

10 プレゼンテーションに向けて３：リハーサルとディスカッション③

11 プレゼンテーションに向けて４：リハーサルとディスカッション④

12 プレゼンテーションに向けて５：リハーサルとディスカッション⑤

13 英語プレゼンテーション実践１：自身の研究についての発表とディスカッション①

14 英語プレゼンテーション実践２：自身の研究についての発表とディスカッション②

15 英語プレゼンテーション実践３：自身の研究についての発表とディスカッション③

【３】 到達目標

1. 理学・数学・情報科学の分野の学術論文を英語で書くための要点や文章表現を身につけることができる。
2. 英語でのプレゼンテーション能力を向上させることができる。
3. 自分自身の研究について英語で書き、話すことができる。
4. 英語の学術論文を読み、その内容を批判的に検討することができるようになる。

【４】 授業概要および授業方法

理学・数学・情報科学の分野の英語論文とプレゼンテーション映像を教材として用いる。
まず、英語論文を読み、英語論文の構成と有用な表現を学ぶ。
次に、ウェブ上で公開されているTED TALKSのプレゼンテーションを見て、構成とポイントを分析する。
そのうえで、履修者それぞれが小論文を作成し、それに基づいたプレゼンテーションを行う。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

授業で読むための英語論文を探して読んでおくこと。
ライティングの課題を進めておくこと。
プレゼンテーションのためのスライドを準備すること。
（毎回２時間程度の準備が必要です。）

【６】 教科書・参考書・参考資料

授業でプリントを配布します。

【７】 評価方法およびフィードバック

授業内のコミットメントおよび授業内提出物が40％と、英語の小論文とプレゼンテーションが60％。
課題のあと、重要な点や多かったミスについて授業内でフィードバックします。

【８】 オフィスアワー

火曜日の昼休み

【９】 関連科目
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【１０】その他

ライティングやプレゼンテーション準備にはパソコンの使用を推奨しています。
ライティング・プレゼンテーション・ディスカッションには意欲的に取り組んでください。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
  〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　  授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・金１・1学年・1.5単位

科　目 科学英語特論Ⅱ

(English for ScientistsⅡ)

Christine　Kelly担当教員

コースナンバー：LIB-1405

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

This is a presentation and discussion class in English. We will use interesting, scientifically based presentations
from (1) TED talks (www.ted.com) (2) Pechakucha (www.pechakucha.org) and (3) three minute theses speeches
(www.youtube.com).  These websites contain collections of speeches on various scientific topics, such as evolution,
extinction, biodiversity, AI and robotics. Students will watch the speeches at home, and then discuss and make
presentations about these scientific topics in class. This will help to improve students' listening, speaking,
writing and communication skills.

（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う
（３）バランスのとれた高度職業人として国際社会でも活躍できる能力を養う

＜教育目標＞

コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術の習得（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 Lesson 1: course introduction, self introductions, how to watch talks
Introducing the textbook Speaking of Speech and how certain exercises will help you to become better
communicators.
Homework:  watch TED talk 1 and find some other TED talks to watch on scientific subjects that interest you.
Ted Talk 1: How to win at evolution and survive a mass extinction

2 Topic 1: Evolution and survival
Lesson: discuss the Ted talk, brainstorm biodiversity and mass extinction.
Talk about other Ted talks you have watched.
Think about the style of a TED talk and what you can learn from it.
Learn about eye contact and good posture.
Homework:  Watch more Ted talks, find one you like, prepare to tell the class about it next week.

3 Presentation 1: Tell the class about a TED talk that you think is worth watching.  15%
Topic 2: Human health
Lesson:  Discuss current worldwide health issues.
Practice good use of physical gestures when communicating.

4 Topic 3: Technology
Lesson: Discuss how technology has changed our lives.
Practice good use of your voice when communicating.
Prepare to present on an aspect of technology that you think is useful in scientific research.

5 Topic 3 continued.
Presentation 2: Tell the class about an aspect of technology that you think is useful in scientific research.
15%

6 Topic 4:  The Internet of things
Discuss the internet of things.
Practice good use of organization when giving a speech.
Read 50 things that you should know how to do.
Homework:  Decide on something you think everyone should know how to do.

7 Topic 4 continued
In pairs, choose something that everyone should know how to do and prepare a Pechakucha style presentation in
which you teach the class how to do one of these things.
Homework:  watch several Pechakucha style presentations

8 Topic 4 continued
Group A presentation 3 give a Pechakucha style presentation, in pairs, on something that everyone should know
how to do.  15%

9 Topic 4 continued
Group B presentation (if time is needed)
Topic 5:  New types of media and its effects on your life
Discuss your use of media.  Debate the impacts of media on your life.
Homework:  Write a list of good and bad points on media.

10 Topic 5:  New types of media and its effects on your life
In groups debate what you think is the best type of media to enhance your life
Homework:    What scientific news has been talked about recently?   Watch a TED talk on some scientific news.
Be prepared to talk about it in the following class.

11 Topic 5 continued
Discuss current scientific news in groups.
Rank that news in terms of its impact on the world.
Homework:  Watch Three Minute Thesis presentations advised by the teacher.
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12 Learn about Three Minute Thesis presentations and the specific style that is used in these speeches.
Discuss your research topic with other students.
Prepare a draft of a poster that will clearly explain your scientific research.
Decide on who the audience for your presentation will be and how you would need to adapt your presentation to
suit your audience.

13 Practice your three minute thesis presentations and decide which parts may need to change of be edited out.
Listen to feedback from your fellow students.

14 Presentation 4 group A
Give a three minute (poster) presentation on your research topic using one visual image 15%

15 Feedback
Presentation 4 group B
Lesson:  teacher/student feedback, return written material to students

【３】 到達目標

Students will improve their speaking, listening and presentation skills by watching TED Talks, Pechakucha speeches
and three minute theses presentations in English.  Students will also improve their communication skills by
practicing speech giving techniques in class with each other.

【４】 授業概要および授業方法

Students will discuss presentations suggested by the teacher or their classmates. In small groups, they will answer
questions covering the material and presentation style. We will also listen to and give feedback to each other.

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

Review and preparation will be at least 90 minutes per class.
Before class, watch a speech and take notes and answer discussion question handout.
After class, write reviews and new vocabulary in your notebook.

【６】 教科書・参考書・参考資料

Transcripts of speeches.  The homepage information will be provided by the teacher.
Various handouts on how to give good presentations.

【７】 評価方法およびフィードバック

Presentation 1  15%
Presentation 2  15%
Presentation 3  15%
Presentation 4  15%
Folder containing discussion handouts and classwork 40%
Feedback (discussion with teacher and individual students x 2/3 minutes)

【８】 オフィスアワー

Thursdays 12:10 to 13:30

【９】 関連科目

特になし。

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし。

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

How to watch various talks with subtitles and downloading transcripts will be explained in detail in the first
session.

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
  〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　  授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・時間外・1学年・1単位

科　目 企業研修（インターンシップ）

(Internship)

平山　直紀、山方　竜二担当教員

コースナンバー：LIB-1406

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

インターンシップは、「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行う制度」です。インターンシップを
通して、大学および理系の枠を越えた総合的な視点から実社会との関わり合いを学ぶことができます。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う
（３）バランスのとれた高度職業人として国際社会でも活躍できる能力を養う

＜教育目標＞

深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）
技術者が背負う社会的責任の重さの理解（２）
コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術の習得（３）
企業の社会的責任の理解（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 オリエンテーション（インターンシップ説明会） ４／２２（水）４限

2 事前講義１：自己分析（勝見）　４／２５（土）３限

3 事前講義２：適性診断　MATCH Plus（外部講師）　４／２５（土）４限

4 事前講義３：履歴書・エントリーシートの書き方（井上） ５／９（土）３限

5 事前講義４：インターンシップに必要なマナー（町澤）　５／１６（土）３限

6 事前講義５：面接対策（基礎編）（勝見）　５／１６（土）４限

7 参加決定者ガイダンス　７／１（水）４限

8 インターンシップ実習

9 インターンシップ実習

10 インターンシップ実習

11 インターンシップ実習

12 インターンシップ実習

13 インターンシップ実習

14 インターンシップ実習

15 成果報告会　９／２３（水）９時半～１２時半

【３】 到達目標

・社会人としての基礎的なマナーにしたがって行動できる。
・「働く」とはどういうことかについて自分なりに説明できる。
・希望する業界に関して説明できる。
・就職にむけて自分自身を動機付けることができる。
・企業の果たす社会的役割とその責任を説明できる。

【４】 授業概要および授業方法

1)インターンシップ説明会　　2)事前研修(学内)　　3)受入れ企業・団体におけるインターンシップ実習　　4)インターンシップ
成果報告会

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

「2020年度(令和２年度)インターンシップの手引き」は説明会で配布しますが、キャリアセンターサイトにPDFファイルがアップ
されていますので事前に目を通しておいてください。また、対象企業のＨＰ等を熟読してください。（以上合計３時間）事前研修
では、毎回予習３０分・復習１時間を必要とします。また、実習中は、成果報告の準備として毎日３０分以上実習内容の振り返り
を行ってください。実習終了後は、成果報告・企業研修レポートの作成・成果報告会の準備に合計６時間必要です。

【６】 教科書・参考書・参考資料

「2021　就活ガイドブック」（４／８（水）の第１回進路ガイダンスで配布）

【７】 評価方法およびフィードバック

インターンシップ参加状況、取組状況 40%、成果報告会参加状況・取組状況、成果報告書 20%、企業研修レポート 20%  インター
ンシップ評価書（受入機関記入）20%
成果報告会での活動（グループワーク、プレゼンテーション）について、報告会に参加される企業担当者および就職主任から
フィードバックをもらいます。
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【８】 オフィスアワー

月～金：9時～18時（キャリアセンター）

【９】 関連科目

企業講座等

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

（１）事前講義は５回全て出席してください。（病欠や忌引き等の例外は一切認めません）（２）インターンシップは１日６時間
以上、実質５日以上参加してください。（３）インターンシップ日程と重複しているという理由での定期試験の日程変更は一切受
け付けません。（４）この科目の事前研修やインターンシップ実習は、春学期に実施されます。東邦枠で参加が決まった学生は、
秋学期履修登録期間前に履修が自動的に確定しますので、各自で履修登録をする必要はありません。
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2020 秋学期・集中・1学年・2単位

科　目 学校カウンセリング特別講義(2018年度以降入学生）

(Special Topics in School Counseling)

新保　幸洋担当教員

コースナンバー：LIB-1407

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

授業の目的
　教育相談の現場で日々起きている様々な問題群の実態を正確に理解するとともに、それらに対して具体的にどのような対策・対
応が取られているのかについても理解する。そして教員（教育相談の当事者）になった際に、子どもの視点・立場に立ち、彼らに
とって最善となる問題解決方法を導き出せるようになって欲しい。その為にも教育相談の基盤となる正確な知識と対応策を身につ
けることを目的としたい。

期待される学習成果
　本授業を履修し、内容を理解することで、教育相談に関係する様々な問題群の背景知識が増大し、多面的な思考が展開できるよ
うになることが期待される。また、受講生達が教員になった際に、学んだ知識をフルに活用して、教育相談活動にそのまま活かせ
るようになることも期待している。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う
（３）バランスのとれた高度職業人として国際社会でも活躍できる能力を養う

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術の習得（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 オリエンテーション　学校カウンセリング特別講義で学んで欲しいこと

1.学校教育の抱える様々な今日的課題と学校教育相談との関係
2.思春期・青年期の発達段階・発達課題と子どもへの支援のあり方(思春期の子どもとどう向き合うか）
3.問題とされる症状や行動の持つ意味を読み解く（子どものからのメッセージをどう読み解くか）
　（入場券としての症状、危険信号としての症状、問題解決の企図としての症状、迷惑事としての症状他）
4.生物-心理-社会モデルに基づく理解と対応

2 子どもの身体とこころとの関係①

1.子どものからだに起きている異変に気づく→資料配布、講義＆ビデオ視聴
　睡眠障害の実態（睡眠障害と不登校との関係など）
2.眠育の紹介、養護教諭との連携、地域のNPOとの連携など

3 子どもの身体とこころとの関係②

1.エナジードリンク（カフェイン）の過剰摂取→資料配布、講義＆ビデオ視聴
2.急性内斜視の増加→資料配布
3.ロコモティブシンドロームについて→講義＆ビデオ視聴
4.子どものからだのおかしさに関する実態調査→資料配布

4 子どもの身体とこころとの関係③

1.子どもの脳（前頭前野）の育ちの遅れ→資料配布
（1）ＧＯ　ＯＲ　ＮＯ-ＧＯ課題による子供の脳（前頭葉の育ち）の遅れの指摘
（2）キレる子どもの実態（脳科学の知見から）→ビデオ視聴
（3）キレる子どもへの対応
2.子どもの脳（前頭前野）をどう育てるのか⇔ディスカッション

5 子どもの身体とこころとの関係④

1.依存症とは何か→資料配布
（1）依存症の定義
（2）依存が起きるメカニズム（脳科学の知見）、
（3）どのような人がはまりやすいか～背景の理解～
（4）依存症の治療方法
2.薬物汚染、薬物依存防止教育→ビデオ視聴＆薬物乱用防止教材を用いたデモンストレーション
3.薬物汚染をどう防ぐか⇔ディスカッション

6 子どもの身体とこころとの関係⑤

1.新しいタイプの依存症の理解と対→資料配布
　ネット依存の現状と対応（定義、現状と課題）→ビデオ視聴＆ディスカッション
2.スマホ依存と脳疲労
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7 子どもの身体とこころとの関係⑥

1.いじめの定義、現状、動向、嗜癖行動としてのいじめ（加害者側に焦点を当てる）→資料配布、講義
2.関係嗜癖と報酬依存性
　いじめのタイプ別にみた関係嗜癖形成因子
3.いじめ問題への対応：隠蔽開示
※いじめ防止対策推進法、いじめが抵触する可能性がある刑罰法規について他

8 子どもの身体とこころとの関係⑦

1.自傷傾向と自殺（自殺願望者の心理）→資料配布、講義
1）自傷行為
2）自殺願望、自殺企図
2.自殺予防及び自殺予防教育の実施（生きずらさを抱える子どもたちをどう理解し、支えるか）
※文科省のガイドライン他

9 子どもの身体とこころとの関係⑧

1.子どもの精神疾患①　子どものうつの特徴、留意点他→資料配布＆ビデオ視聴
2.子どもの精神疾患②　統合失調症、服薬管理、支持的精神療法など→資料配布＆ビデオ視聴

10 子どもの身体とこころとの関係⑧

1.子どもの精神疾患③　不安症（社交不安、パニック発作、広場恐怖など）の理解と対応→資料配布
2.子どもの精神疾患④　摂食障害（拒食、過食）の理解と対応→資料配布
3.心の健康教室（「サニタ」）のＨＰの紹介及び動画の視聴、心の健康教育の推進について
※学習指導要領との関連

11 教師のメンタルヘルスの現状と課題

1.教師のメンタルヘルスの現状（労働環境・条件、精神疾患罹患者数の大幅な増加）→資料配布
2.教師のメンタルヘルスの向上に向けた課題→ディスカッション

12 子どもの身体とこころとの関係⑨

1.性的少数者の子どもへの理解（ＬＧＢＴＱｓ）と対応→講義＆ビデオ視聴
　「セクシャリティー教育」という包括的枠組みのもとで教育を行うことの重要性
　　人権教育という視点
2.差別と偏見の心理学：部落差別、人種差別問題を例として
　（スティグマ、ステレオタイプ化された思考、多様性、寛容さ、ヘイトスピーチなど）
※文科省のガイドライン他

13 子どもの身体とこころとの関係⑩

1.校内暴力/少年非行/学校の荒れ/子どもの荒れ→講義＆資料配布
1）少年非行の現状と課題（犯罪白書から）
2）校内暴力の現状と背景（文科省HPから）
3）少年非行と虐待の関係
2.事例の検討（学校の荒れ）ビデオ視聴⇒グループディスカッション

14 外国にルーツを持つ子どもの教育の現状と課題

1.外国にルーツを持つ子ども達の実態（統計データなど）⇒講義＆ビデオ視聴
2.外国にルーツを持つ子ども達になされている教育の実態と問題点⇒資料解説
1.外国にルーツを持つ子ども達に対する教育の持つ意味、今後の課題
　　⇒全体でのディスカッション
※文科省のガイドライン他

15 全体を通してのまとめと総括(質疑応答）及び時間内でのレポート作成

【３】 到達目標

1.現在学校教育相談において問題となっている様々な問題群の存在を理解し、概要を説明出来る。
2.個々の問題についての社会的、経済的、政治的、文化的背景を理解し、要点を記述出来る。
3.個々の問題群の実態及び性質を正確に把握し、説明できる。
4.様々な問題群を解決する為に行われている具体的な取り組み（制度、法律、施策、プログラム等）、効果、現在の課題を指摘で
きる。
5.授業で学んだ内容を踏まえ、上記した問題群に教師の立場から行う対処方法について記述できる。

【４】 授業概要および授業方法

　本授業では、学部2年生次に学習した「学校カウンセリング」（2019年度入学生からは「教育相談」）の授業内容をベースとし
ながらも、それらの知識を更にバージョンアップさせ、最新の知見を盛り込んだアップ・トゥ・デイトなものになるようにした
い。
　本授業でカバーする学習範囲についても、可能な限り幅広いものとしたい。授業自体は講義が中心にはなるが、相互学習、グ
ループでのディスカッションなども随時取り入れ、双方向性のある授業を目指したい。
全ての授業では無理だが、映像資料等が準備出来るものについては、可能な限り準備し、授業時間内に視聴できるようにしたいと
考えている。これらの資料を手がかりとして、学習内容を視覚的かつ具体的に理解できるはずである。
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【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

予習・復習の内容：毎回の授業毎に事前学習2時間、授業後の復習1時間、計3時間を当てること。

【６】 教科書・参考書・参考資料

特定の教科書は指定しない。参考文献としては1年次春学期に配布した文部科学省「生徒指導提要」教育図書（平成22年3月）及び
文部科学省編集「思春期の子どもと向き合うために」ぎょうせい（平成13年）の2冊を挙げておきたい。
また授業で様々な教育データを使用するが、その際に文部科学省開設のHP（教員免許状更新講習の内容に関するリンク集）が参考
になる。是非参照して欲しい。http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08072910.htm
個々の授業内容に深く関係する参考書、参考資料については、授業中にプリントにして紹介・配布する予定である。

【７】 評価方法およびフィードバック

定期試験(授業時間内でのレポート作成）（50％）、授業中に出された課題への取り組み方(態度）（20％）、感想文、中間レポー
トなどの提出物の内容、状況(内容、期限の守られ方など）（30％）などの個々の評価項目の合計で総合評価を行う。提出された
課題については、授業中ないしは最終回の授業でフィードバックを行う予定である。

【８】 オフィスアワー

月曜日(第4月曜日を除く）10：30～12：00、水曜日（10：30～12：00）理学部4号館3階4341室にて対応
教員不在時の場合の伝言や問い合わせについては、教職セミナー室前のドアにホワイトボードがあるので、そこに簡潔明瞭なメッ
セージを残すようにして欲しい。後日あらためて返答するようにしたい。

【９】 関連科目

学部生（2年次生）で学んだ「学校カウンセリング」(2019年度入学生からは「教育相談」）の内容が本授業のベースになる。
過去に配布した授業資料等を使用して復習しておくことが望ましい。また、授業実施時には上記した参考資料（特に生徒指導
提要）を持参することが望ましい。

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・時間外・1学年・2単位

科　目 基礎化学Ⅰ（2017年度以前入学生）

(Fundamental ChemistryⅠ)

菅井　俊樹、髙橋　正、齋藤　良太、桑原　俊介担当教員

コースナンバー：CHE-1101

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

大学院における化学の導入講義として以下の講義を行う．(i)各種有機化学反応を復習する．(ii) ナノ物質を分子的・固体的観点
から解説し、実験手法や先端研究を紹介する．(iii) 化学群論を使って遷移金属錯体の電子状態について理解を深める．

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
数式と観測量の対応を感覚的にもつかむ。

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 有機化学の基礎（１）〔担当：桑原(俊)〕

有機化学反応のメカニズムを電子対の移動を表す巻き矢印をもちいて段階的に書けるように徹底的にトレーニングする。

2 有機化学の基礎（２）〔担当：桑原(俊)〕

有機化学反応のメカニズムを電子対の移動を表す巻き矢印をもちいて段階的に書けるように徹底的にトレーニングする。

3 有機化学の基礎（３）〔担当：齋藤〕

有機化学反応のメカニズムを電子対の移動を表す巻き矢印をもちいて段階的に書けるように徹底的にトレーニングする。

4 有機化学の基礎（４）〔担当：齋藤〕

有機化学反応のメカニズムを電子対の移動を表す巻き矢印をもちいて段階的に書けるように徹底的にトレーニングする。

5 有機化学の基礎 試験〔担当：齋藤、桑原(俊)〕

有機化学反応のメカニズムを電子対の移動を表す巻き矢印をもちいて段階的に書けるようになったかを確認するために試験
を行う。

6 質量分析法:質量分析法は高速高感度に物質を測定できるだけではなく、混合物も測定可能であることや液体クロマトグラ
フィーなど他の手法と容易に組み合わせることができることから、現代の科学測定に必要不可欠なものになっている。その
測定原理と問題点、および新しい展開を演習と講義で学ぶ〔担当：菅井〕

7 気相移動度法:気相移動度法は質量分析法と同様に高速・高感度・混合物も測定可能であることに加え、質量分析法では不可
能である分子構造の直接的測定という特徴が有る。質量分析法と組み合わせることで新規測定法として重要度が増してい
る。その測定原理と問題点、および新しい展開を演習と講義で学ぶ〔担当：菅井〕

8 ナノ物質:ナノ物質は直径や太さ、そして薄さなど最も小さい部分の大きさが1nm程度、原子数で言うと1000個程度の新規物
質である。これらの構造と特性を演習と講義で学ぶ〔担当：菅井〕

9 ナノ科学の現状と展望1:No8で示したナノ物質はその特異な構造に由来する量子効果により極めて有用であるが、生成法や分
析法が通常の物質ほど確立しておらず、様々な課題が存在する。この現状について演習と講義で学ぶ〔担当：菅井〕

10 ナノ科学の現状と展望2:No9で示した課題を解決する試みとして、No6,7で示した新規高度測定法の開発がどのように寄与し
うるのかを演習と講義で学ぶ〔担当：菅井〕

11 群論の基礎１：対称要素・操作，点群　〔担当：高橋〕

12 群論の基礎２：指標表，マリケン記号，既約表現と可約表現　〔担当：高橋〕

13 群論の基礎３：簡約，群軌道，混成軌道　〔担当：高橋〕

14 金属錯体の電子スペクトル１：錯体の立体配置，結晶場における軌道の表現，結晶場での項の分裂（弱配位子場）　〔担
当：高橋〕

15 金属錯体の電子スペクトル２：結晶場での項の分裂（強配位子場），電子スペクトルの選択律　〔担当：高橋〕

【３】 到達目標

１．有機化学反応のメカニズムを巻き矢印を用いて書ける
２．有機反応機構を書いて有機反応の主生成物の構造を予想できる。
３．質量分析法や気相移動度法などの原理が理解できる。
４．ナノ物質など実際の研究にどのように適用できるか理解できる。
５．群論の記号の意味が理解できる
６．錯体の電子スペクトルを結晶場理論で説明できる

【４】 授業概要および授業方法

大学院における化学学習の導入講義として有機化学，物理化学および無機化学を総括する．本講義では適宜，演習を行ない講義内
容の習得を図る．

- 20 -



【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

講義資料および参考書により予習、演習問題を中心に復習が必要である．
授業1回に対して、180分の準備学習（予習・復習等）が必要である．

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書は使用せず、講義資料等を配布。
参考資料:(1)～(5)野依良治ほか:大学院講義有機化学、東京化学同人;岩村秀ほか:大学院有機化学、講談社サイエンティフィック
(6)～(10)キッテル固体物理学入門、丸善;アトキンス物理化学、東京化学同人
(11)～(15)高木秀夫:量子論に基づく無機化学，名古屋大学出版会(2010);F. A. Cotton, Chemical Applications of Group
Theory, 2nd Ed., Wiley-International(1971)

【７】 評価方法およびフィードバック

レポート50%および試験50%で評価する。
課題を授業中に解説する。

【８】 オフィスアワー

菅井：昼休み(1502B)
齋藤：木曜日　10：40～12：10(1202B)
高橋：月曜日　17：00～19：00(1104A)
桑原(俊)：木曜日　15：00～17：00(1202A室)

【９】 関連科目

なし

〔予め学んでおくとよい科目〕

基礎化学Ⅱ

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

【５】参考資料の続き［邦訳あり，原著は3版もある］；藤永茂，成田進，化学や物理のためのやさしい群論入門，岩波 (2001)；
D. Sutton著，伊藤翼，広田文彦訳，遷移金属錯体の電子スペクトル，培風館 (1971)［メディアセンターに収蔵］
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2020 秋学期・時間外・1学年・2単位

科　目 基礎化学Ⅰ（2018年度以降入学生）

(Fundamental ChemistryⅠ)

幅田　揚一、齋藤　良太、桑原　俊介、佐々木　要担当教員

コースナンバー：CHE-1101

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

大学院における化学学習の導入講義として，学部における有機化学の基礎を復習する．

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 アルカン，シクロアルカンとその立体化学（担当：幅田）

2 アルケンの反応と合成（担当：幅田）

3 アルキンの反応と合成（担当：幅田）

4 ハロゲン化アルキルの反応：求核置換と脱離（担当：齋藤）

5 ベンゼンの化学：芳香族性と芳香族求電子置換（担当：齋藤）

6 アルコールとフェノールの反応と合成（担当：桑原（俊））

7 エーテル，エポキシドの反応と合成（担当：桑原（俊））

8 アルデヒドとケトン：求核付加反応（担当：桑原（俊））

9 カルボニルα置換反応（担当：桑原（俊））

10 カルボニル縮合反応（担当：桑原（俊））

11 カルボン酸，ニトリルの反応と合成（担当：佐々木）

12 カルボン酸誘導体と求核アシル置換反応（担当：佐々木）

13 アミンと複素環の反応と合成（担当：佐々木）

14 軌道と有機化学：ペリ環状反応（担当：佐々木）

15 まとめと到達度の確認

【３】 到達目標

1. 有機化合物の立体構造を理解し，物性，反応性に与える影響を予想できる．
2. 有機化学反応のメカニズムを巻き矢印を用いて書くことができ，反応の主生成物の構造を予想できる．
3. 有機化合物の合成ルートを立案できる．

【４】 授業概要および授業方法

大学院における化学学習の導入講義として，学部における有機化学の基礎を復習する．本講義では適宜，演習を行ない講義内容の
習得を図る．

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

予習・復習：学部で学んできた有機化学について十分復習をしておくこと．授業1回に対して、180分の準備学習（予習・復習等）
が必要である．

【６】 教科書・参考書・参考資料

マクマリー有機化学 第9版(上)，(中)，(下)

【７】 評価方法およびフィードバック

レポート（75％）および試験（25％）により評価する．
レポートおよび試験の実施後に解説を行う。

【８】 オフィスアワー

幅田：月曜，水曜の午前中，木曜（1204室）
齋藤：木曜10:40～12:10（1202B室）
桑原（俊）：木曜15：00～16：00（1202A室）
佐々木：月曜2限（1206室）

【９】 関連科目

有機化学Ⅰ（化学・分子） 有機化学Ⅱ（化学・分子）

〔この科目に続く内容の科目〕
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【１０】その他

特になし。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス

- 23 -



2020 秋学期・時間外・1学年・2単位

科　目 基礎化学Ⅱ（2017年度以前入学生）

(Fundamental ChemistryⅡ)

幅田　揚一、平山　直紀、石井　淳一、佐々木　要担当教員

コースナンバー：CHE-1102

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

大学院における化学学習の導入講義として(i)有機機器分析法を総括するとともに各種二次元NMRスペクトルの解析法を学ぶ．(ii)
化学的事象を熱力学的視点から説明できるように熱力学を振り返る．(iii) 無機化学および分析化学の基礎としての酸塩基概念お
よび分離化学について復習を兼ねて概観する．

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 有機機器分析法の基礎（１）〔担当：幅田〕

2 有機機器分析法の基礎（２）〔担当：幅田〕

3 有機機器分析法の基礎（３）〔担当：佐々木〕

4 有機機器分析法の基礎（４）〔担当：佐々木〕

5 有機機器分析法試験〔担当：幅田〕

6 熱力学の基礎（１）エンタルピーとは？〔担当：石井〕

7 熱力学の基礎（２）熱容量と、その測定方法〔担当：石井〕

8 熱力学の基礎（３）エントロピーとは？〔担当：石井〕

9 熱力学の基礎（４）エントロピーの測定原理〔担当：石井〕

10 熱力学の基礎（５）束縛エネルギーと自由エネルギー〔担当：石井〕

11 酸塩基概念（１）〔担当：平山〕

12 酸塩基概念（２）〔担当：平山〕

13 分離化学（１）〔担当：平山〕

14 分離化学（２）〔担当：平山〕

15 分離化学（３）〔担当：平山〕

【３】 到達目標

学部における有機機器分析，熱力学，無機・分析化学の基礎を復習し，大学院における研究でこれらの手法を活用できる．

【４】 授業概要および授業方法

大学院における化学学習の導入講義として有機化学，物理化学および無機化学を総括する．本講義では適宜，演習を行ない講義内
容の習得を図る．

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

予習・復習：学部で学んできた，分析化学，物理化学，ならびに有機機器分析について十分復習をしておくこと．1回の授業に対
し，180分の復習・予習が必要である．

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書は特に使用せず、必要に応じて講義資料等を配布する．
参考書
（１）～（５）回：Siversteinほか，「有機化合物のスペクトルによる同定法」，東京化学同人．

【７】 評価方法およびフィードバック

レポート（75％）および試験（25％）により評価する．レポートおよび試験の実施後，解説を行う．

【８】 オフィスアワー

幅田：水曜を除く月～金曜の午後、石井：木曜２限、平山：木曜２限、佐々木：木曜５限
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【９】 関連科目

基礎化学Ⅰ

〔予め学んでおくとよい科目〕

無機・分析化学Ⅰ～Ⅲ，物理化学Ⅰ～Ⅱ，有機化学Ⅰ～Ⅳ

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし．
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2020 秋学期・時間外・1学年・2単位

科　目 基礎化学Ⅱ（2018年度以降入学生）

(Fundamental ChemistryⅡ)

菅井　俊樹、長谷川　匡俊、石井　淳一、桒原　彰太担当教員

コースナンバー：CHE-1102

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

大学院における化学の導入講義として以下の講義を行う．(1)閉鎖系の熱力学。特にエンタルピー・エントロピー・自由エネル
ギーの概念を学ぶ．(2)開放系の熱力学。特に化学平衡と自由エネルギーの関連を学ぶ．(3)量子系の化学．特に状態離散化・波動
の概念を学び,水素原子や分子を量子的に取り扱う．(4)反応速度論．

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（３）バランスのとれた高度職業人として国際社会でも活躍できる能力を養う
数式と観測量の対応を感覚的にもつかむ。

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 熱力学第一法則（担当；長谷川）
　・エンタルピー
　・内部エネルギー

2 熱力学第二法則（担当：長谷川）
　・エントロピー

3 熱力学第三法則（担当：長谷川）
　・標準エントロピー

4 ギブスの自由エネルギー（担当：長谷川）

5 開放系の熱力学（１）（担当：石井）
　・ギブズ自由エネルギーと化学ポテンシャルの関係を整理する。

6 開放系の熱力学（２）（担当：石井）
　・化学ポテンシャルを用いて相平衡を考える。

7 開放系の熱力学（３）（担当：石井）
　・化学ポテンシャルを用いて化学平衡を考える。

8 開放系の熱力学（まとめ）（担当：石井）
　・例題や演習を通じて開放系の熱力学を振り返る。

9 量子系の化学（１）（担当：菅井）
　・化学における量子性

10 量子系の化学（２）（担当：菅井）
　・水素原子と周期律

11 量子系の化学（３）（担当：菅井）
　・分子軌道とヒュッケル永年方程式

12 量子系の化学（４）（担当：菅井）
　・光特性、反応性、ナノ物質

13 反応速度（担当：桒原）
・反応速度式と速度定数、アレニウスの式

14 気体分子運動論（担当：桒原）
・気体分子の速度分布、気体分子の衝突、気体分子の拡散

15 統計熱力学（担当：桒原）
・ボルツマン分布、分子分配関数

【３】 到達目標

大学院での研究の基盤となる物理化学系の概念を学び、研究課題のデータ解釈、問題点の見極めに活用できることが目標である。

【４】 授業概要および授業方法

四人の教員により、四テーマに分割して行う。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

授業1回に対して、180分の準備学習（予習・復習等）が必要である。

【６】 教科書・参考書・参考資料

指定無し。

【７】 評価方法およびフィードバック

演習とレポートにより総合的に評価する。レポート、試験の実施後、解説を行う。
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【８】 オフィスアワー

各担当教員の講義科目のオフィスアワーを参照のこと。

【９】 関連科目

【１０】その他

演習も同時に行う場合があるので、電卓を持参のこと。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・時間外・1学年・2単位

科　目 基礎化学Ⅲ（2018年度以降入学生）

(Fundamental ChemistryⅢ)

髙橋　正、北澤　孝史、加知　千裕担当教員

コースナンバー：CHE-1103

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

無機化学の研究を進める上で必要となる基本的な事項について，学部で学んだことから始めて研究を進めるときに必要な基盤的事
項までをできるだけ体系的に講義する。前半では群論からスタートして結晶場理論や分子軌道法，分光学の基礎を扱う。後半で
は，無機化学の研究に用いられている物理化学的な測定手法について講義する。最後の2回では，有機金属化合物の基礎的な事項
について講義する。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 無機化学の理論(1)：化学群論［対称要素と対称操作，点群］（高橋）

2 無機化学の理論(2)：化学群論［表現，指標表，簡約］（高橋）

3 無機化学の理論(3)：化学群論［LCAO法とHueckel法］（高橋）

4 無機化学の理論(4)：結晶場理論，Tanabe-Suganoダイアグラム　（高橋）

5 無機化学の理論(5)：遷移金属錯体の分子軌道法　（高橋）

6 無機化学の理論(6)：角重なりモデル　（高橋）

7 無機化学実験法：結晶学，回折法（１）　（北澤）

8 無機化学実験法：結晶学，回折法（２）　（北澤）

9 無機化学実験法：分光法　（加知）

10 無機化学実験法：磁気共鳴法　（加知）

11 無機化学実験法：磁気測定　（加知）

12 無機化学実験法：電気化学測定　（高橋）

13 無機化学実験法：放射化学的測定　（北澤）

14 有機金属化学：18電子則，有機金属化合物の結合　（高橋）

15 有機金属化学：有機金属化合物の反応　（高橋）

【３】 到達目標

(1) 群論の記号を理解し取扱ができるようになる
(2) 分光学や量子論を無機化学の研究に使うことができる
(3) 遷移金属化合物の電子状態の議論を理解できる
(4) 回折法や分光法による分子構造の研究が理解できる
(5) 磁性や光物性，電気化学的特性の研究が理解できる
(6) 有機金属化合物の結合と反応の議論が理解できる

【４】 授業概要および授業方法

大学院における化学学習の導入講義として，学部における無機化学の基礎の復習と専門分野の橋渡しを行なう。講義では適宜口頭
あるいは紙による課題を課し，講義内容の修得を図る。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

学部で学んだ無機化学について充分に復習をしておくこと。１回の授業に対して，180分の予習と復習が必要である。

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書は使用せず，講義資料を配付する。
参考図書
(1)  Weller, Overton, Rouke, Armstrong著，田中，高橋，安倍，平尾，北川訳，シュライバー・アトキンス　無機化学（上・
下），第6版，東京化学同人, 2016/17.
(2)  Housecroft, Sharpe著，巽，西原，穐田，酒井監訳，ハウスクロフト　無機化学（上・下），東京化学同人，2012.
(3)  高木，量子論に基づく無機化学，名古屋大学出版会,  2010.

【７】 評価方法およびフィードバック

レポートおよび適宜実施する講義中の課題により評価する．レポートおよび試験の実施後，解説を行う。
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【８】 オフィスアワー

高橋：月曜日　16:00～19:00
北澤：月・金曜日　14:40～17:00
松川：火曜日　13:00～18:00
加知：金曜日　15:00～18:00

【９】 関連科目

無機・分析化学Ⅰ
無機・分析化学Ⅱ
無機・分析化学Ⅲ

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・時間外・1学年・2単位

科　目 基礎化学Ⅳ（2018年度以降入学生）

(Fundamental ChemistryⅣ)

平山　直紀、森田　耕太郎、山口　耕生、千賀　有希子担当教員

コースナンバー：CHE-1104

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

大学院における化学学習の導入授業として，分析化学，地球化学，環境化学の各専門分野についての基礎的な内容を理解する。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

========================================================================
授業内容を大きく４つの細目に分け，
４名の担当教員がそれぞれ集中講義形式で実施する
========================================================================
・第1～4回   ：溶液平衡に基づく分離分析化学（担当：平山）
　　化学量論，酸塩基平衡，錯生成平衡，分配平衡
・第5～7回   ：電荷移動や光放射に基づく分析化学（担当：森田）
　　酸化還元平衡，電気化学分析，分光分析
・第8～11回  ：無機元素の物質循環に関する地球環境化学（担当：山口）
　　地球の形成，岩石の化学組成，無機元素の物質循環，同位体分別
・第12～15回 ：有機化合物の物質循環に関する環境化学（担当：千賀）
　　地球環境と生態系，物質循環と光，水の汚染と浄化，水質評価
========================================================================

【３】 到達目標

分析化学の基礎的内容を理解し，自らの基盤知識として活用できる。
地球化学および環境化学の基礎的内容を理解し，自らの基盤知識として活用できる。

【４】 授業概要および授業方法

大学院における化学学習の導入授業として，分析化学，地球化学，環境化学の基礎的内容について概観する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

学部で学んできた分析化学，地球化学，環境化学について十分復習をしておくこと。授業１回に対して180分の準備学習(予習・復
習等)が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書　使用しない。授業で使用する資料は各担当教員がそのつど配布する。
参考書　各担当教員が事前もしくは初回授業時に紹介する。

【７】 評価方法およびフィードバック

各担当教員がそれぞれ課すレポートの評価の平均を用いて評価する。レポート等の実施後、解説を行う。

【８】 オフィスアワー

各担当教員の講義科目のオフィスアワーを参照のこと。

【９】 関連科目

無機・分析化学Ⅰ 無機・分析化学Ⅱ（化学）／地球化学（環境）2020× 無機・分析化学Ⅲ

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

本科目の履修を希望する場合は，事前に代表教員または化学専攻教務主任に連絡すること。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・月３・1学年・2単位

科　目 無機・分析化学Ⅰ

(Inorganic and Analytical Chemistry Ⅰ)

北澤　孝史、加知　千裕担当教員

コースナンバー：CHE-1201

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

まず、錯体化学の構造および磁性等の物性についての基本的事項の理解できることをめざす。さらに、現在行われている研究成果
を例にひきながら、複合物性を示す錯体化合物への理解を深めることができることをめざす。
また、多様な金属錯体の系統的に理解できることを目標とする。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う
（３）バランスのとれた高度職業人として国際社会でも活躍できる能力を養う

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
生命科学における思想や倫理観の理解（２）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）
技術者が背負う社会的責任の重さの理解（２）
コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術の習得（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 錯体の電子スペクトルの基礎〔担当：加知〕

2 錯体の電子スペクトルの応用〔担当：加知〕

3 錯体の磁性の基礎〔担当：加知〕

4 錯体の磁性の応用〔担当：加知〕

5 希土類錯体の光化学〔担当：加知〕

6 遷移金属錯体の電気化学〔担当：加知〕

7 多機能性集積型金属錯体〔担当：加知〕

8 ｄ－ブロック金属錯体の構造〔担当：北澤〕

9 ランタノイド錯体の構造〔担当：北澤〕

10 アクチノイド錯体の構造〔担当：北澤〕

11 超分子金属錯体の構造〔担当：北澤〕

12 金属錯体のX線構造解析〔担当：北澤〕

13 金属錯体のNMR〔担当：北澤〕

14 2核錯体の構造、多核錯体の構造〔担当：北澤〕

15 スピンクロスオーバー錯体〔担当：北澤〕

【３】 到達目標

金属錯体は、さまざまな構造および磁性をとることから、錯体化学の構造および磁性等の物性についての基本的事項の理解できる
ことが到達目標である。さらに、現在行われている研究成果を例の中から複合物性を示す錯体化合物への理解を深めることができ
ることをめざすことも到達目標である。また、多様な金属錯体の系統的に理解できることも目標である。

【４】 授業概要および授業方法

錯体の構造、結晶場理論の取り扱い、磁性等についての基本的な事柄を解説する。事例を挙げながら、具体的な錯体の構造および
磁性を紹介していく。授業中に、錯体に関するあるテーマについて院生間で議論する場も設ける。また、簡単な演習も行う。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

該当箇所を参考書を読むことで予習とする。
授業の要旨をまとめることで復習とする。
一回の講義につき、90分の予習と90分の復習を求める

【６】 教科書・参考書・参考資料

プリントを随時配布。参考書　シュライバー無機化学　上

【７】 評価方法およびフィードバック

演習での理解度：レポート（講義への理解度を含む）　3：7
適宜、提出されたレポートの講評を行う。

【８】 オフィスアワー

北澤：月曜日14：40～16：30、金曜日13：30～16：30（1512A室）
加知：金曜日13：00～15：00（1504A室）
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【９】 関連科目

無機・分析化学Ⅱ（化学）／地球化学（環境）2020× 無機・分析化学Ⅲ
上記科目は、３年間のうち２年開講となるので、先行して履修する場合がる。

〔予め学んでおくとよい科目〕

無機・分析化学Ⅱ（化学）／地球化学（環境）2020× 無機・分析化学Ⅲ
上記科目は、３年間のうち２年開講となるので先行して履修する場合もある。

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

スポット講義としての他の先生が講義を行うこともある。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・集中・1学年・2単位

科　目 無機・分析化学Ⅱ（化学）／地球化学（環境）2020×

(Inorganic and Analytical Chemistry II/Geochemistry)

山口　耕生、千賀　有希子担当教員

コースナンバー：CHE-1202

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

同位体を用いた無機地球化学・有機地球化学・環境地球化学・生物地球化学等の実例の理解、および大気、水、土壌環境の分析法
とそれに関わる環境問題の理解を目標とする。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 同位体地球化学：イントロダクション〔担当：山口〕

2 安定同位体地球化学：概論〔担当：山口〕

3 安定同位体地球化学：炭素〔担当：山口〕

4 安定同位体地球化学：窒素〔担当：山口〕

5 安定同位体地球化学：硫黄〔担当：山口〕

6 安定同位体地球化学：酸素〔担当：山口〕

7 安定同位体地球化学：鉄〔担当：山口〕

8 非質量依存の安定同位体地球化学：硫黄と酸素を例に〔担当：山口〕

9 環境分析化学とは〔担当：千賀〕

10 大気環境の分析〔担当：千賀〕

11 地球温暖化と温室効果ガス〔担当：千賀〕

12 水環境の分析〔担当：千賀〕

13 富栄養化と有機汚濁化〔担当：千賀〕

14 土壌環境の分析〔担当：千賀〕

15 土壌中の重金属と有機物汚染〔担当：千賀〕

【３】 到達目標

(1)-(8)では、軽元素の安定同位体の（生物）地球化学を用いた古環境および物質循環の解析方法を習得する。
(9)-(15)：大気、水、土壌の分析方法の原理を理解し、それらの方法を環境問題に取り組む研究にどのように用いることができる
か考察することで応用力を養うことが出来る。

【４】 授業概要および授業方法

必要に応じて授業中に案内する。プリントを随時配布する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

予習：テキストを確認する．
復習：授業ノートとテキストを整理する．
授業1回に対して、180分の準備学習（予習・復習等）が必要である．

【６】 教科書・参考書・参考資料

担当教員が担当時初回授業で案内する．

【７】 評価方法およびフィードバック

レポートにより評価を行う．レポートはコメントを付けて返却する．

【８】 オフィスアワー

山口：授業実施日の昼休み
千賀：月曜日３時限目
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【９】 関連科目

なし

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・集中・1学年・2単位

科　目 無機・分析化学Ⅲ

(Inorganic and Analytical Chemistry Ⅲ)

平野　雅文、森田　耕太郎担当教員

コースナンバー：CHE-1203

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

本授業では前半で有機金属化学（平野）、後半で機器分析化学（森田）を学ぶ。前半：遷移金属の有機金属化合物の構造、反応と
基本的性質の系統的理解めざす。あわせて現代の合成化学において不可欠の存在である有機金属化合物の利用について講義し，応
用力の涵養をめざす。後半：分光光度法と電気化学測定法を題材に、機器の構成や試料の取り扱いについて理解する。化学平衡解
析による測定結果の解析から実測値と計算値のフィッティングおよび実験条件の設定とその妥当性の検証について理解する。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 有機金属化合物の定義と18電子則（平野）

遷移金属元素による有機金属化合物とは何か、価電子と配位子の関係について学びます。オクテット則の拡張として18電子
則があるなどの関連性や、Grignard試薬などの典型元素による有機金属化合物を示しながらわかりやすく有機金属化合物の
基礎を学びます。この講義により、有機金属化合物の定義が説明できるようになります。

2 有機金属化合物と配位子の結合（平野）

遷移金属元素による有機金属化合物と配位子の関連を学びます。Dewar-Chatt-Duncunsonモデルにより、エチレンがなぜ遷移
金属化合物に強固に結合することができるのか、配位子と形式酸化状態の関連をわかりやすく解説します。この講義によ
り、錯体の分子式を見ただけで、金属の形式酸化数を答えることができ、反応性の予測ができるようになります。

3 有機金属化合物の反応（平野）

有機金属化合物がおこす各種素反応について学習します。酸化的付加、還元的脱離、βヒドリド脱離、挿入反応、求核付
加、求電子付加などについて実例を示しながら学びます。この講義により触媒反応がこれらの素反応の組み合わせにより構
成されていることが理解できるようになります。

4 触媒的水素化反応と炭素－炭素結合の活性化（平野）

この講義では分極のない結合の活性化として水素分子の活性化と炭素ー炭素結合の活性化を取り上げます。水素分子の活性
化としては代表的な水素化触媒であるWilkinson触媒などについて学び、不斉水素化反応までを学習します。これによりマー
ガリンやメントール、アスパルテームなどの食品や医薬品、香料の合成法が理解できるようになります。

5 炭素－ハロゲンおよび炭素－酸素結合の活性化（平野）

この講義では、炭素ー炭素結合の形成に重要なクロスカップリング反応を中心に学習します。クロスカップリング反応の開
発の端緒は、化学量論反応であったこと、クロスカップリング反応の定義をはじめ、熊田・玉尾・Corriuカップリング、鈴
木・宮浦カップリング、根岸カップリング、檜山カップリング、薗頭カップリング、Buckwald・Hartwigカップリング、
Kochi・Furstnerカップリングなどの各種クロスカップリング反応、辻・Trost反応などを紹介します。これらによる電子材
料や医薬品などの合成法が理解できるようになります。

6 オレフィン類の変換反応（平野）

オレフィン類の変換反応として、ヒドロホルミル化反応、溝呂木・Heck反応、オレフィンメタセシス反応、シモンズ・スミ
ス型反応、開環メタセシス重合、閉環メタセシス反応などを紹介します。この講義によりオレフィン工業における触媒的変
換法が理解できるようになります。

7 トピックス：Ru(0)錯体触媒を用いた交差二量化反応の最近の進歩（平野）

ここでは触媒反応の最近のトピックスとして、非常勤講師が最近進めている鎖状交差二量化反応に関する話題提供をしま
す。特に世界初のエナンチオ選択的鎖状交差二量化の開発の経緯などを紹介します。この講義により最新の当該分野におけ
る研究背景を知るとともに、技術者や研究者を志す学生さんに、研究において重要な心構えや考え方などを示したいと思い
ます。この講義により第一線の研究活動の一端が理解できるようになります。

8 分光光度法 (1)　Lambert-Beer 則と定量範囲（森田）

9 分光光度法 (2)　紫外可視分光光度計と光学セル（森田）

10 分光光度法 (3)　スペクトル測定の実際（森田）

11 電気化学計測 (1)　酸化還元反応と電子移動（森田）

12 電気化学計測 (2)　ボルタンメトリーと電極（森田）

13 電気化学計測 (3)　ボルタモグラム測定の実際（森田）

14 化学平衡解析 (1)　化学反応と平衡定数（森田）

15 化学平衡解析 (2)　非線形フィッティング（森田）
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【３】 到達目標

1～7回（平野）
・有機金属化合物の構造と反応性に関する原理が理解できる。
・有機金属化合物の合成化学への応用が理解できる。
8～15回（森田）
・機器分析における測定法の原理と特徴について理解することができる。
・測定対象と用途に応じた適切な測定法の選択と応用ができる。
・計測データと理論式から平衡定数を求めることができる。

【４】 授業概要および授業方法

講義は基本的にスライドを使って進めるが、板書も多用する。スライドの内容は印刷して配布する。また、内容の理解を深めるた
めに、講義中に演習の時間を設ける。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

授業中に指定された参考書の基礎事項を学習しておくとよい。
授業1回に対して、180分の準備学習（予習・復習等）が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書:指定なし
参考書（前半）
・日本化学会編、垣内史敏著、化学の要点シリーズ６、有機金属化学、共立出版（2013)
参考書（後半）
・日本分析化学会編、「吸光・蛍光分析」、共立出版（2011）
・日本分析化学会編、「電気化学分析」、共立出版（2012）
・角田欣一、戸田敬、「Excelで解く分析化学」、丸善出版 (2017)

【７】 評価方法およびフィードバック

演習およびレポート（受講態度を含める）100%

【８】 オフィスアワー

森田：金曜日13:00～18:00 (1106A室)

【９】 関連科目

基礎化学Ⅰ（2018年度以降入学生） 基礎化学Ⅱ（2018年度以降入学生）

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・土３、土４、土５、時間外 etc・1学年・2単位

科　目 物理化学Ⅰ

(Physical ChemistryⅠ)

桒原　彰太、中西　　博、早川　鉄一郎担当教員

コースナンバー：CHE-1204

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

最近、ナノテクノロジーを中心とした材料科学分野での進展はめざましいものがあり、基礎的な研究だけでなく、産業界における
実用化途上の技術に関しても十分な関心を払うことが必要となってきている。化学結合論を基礎に、分子構造論的な手法で、新規
先端材料を理解することを目的とする。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
新規先端材料に対するナノテクノロジーが果たしている役割を理解し、概要を説明することができる

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）
ナノテクノロジーを支える科学の知識を学び、概要を理解する
分子ナノテクノロジーが抱える課題や問題点を捉え、未来像を見据えることができる

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 単一分子レベルの化学とその応用〔担当：中西〕

2 分子エレクトロニクス技術〔担当：中西〕

3 ナノテクノロジーと生体機能模倣〔担当：中西〕

4 光エネルギー変換デバイス〔担当：中西〕

5 人工光合成システム〔担当：中西〕

6 クラスターとは何か〔担当：早川〕

7 クラスターの特徴 ―サイズ依存性―〔担当：早川〕

8 クラスターの生成と測定〔担当：早川〕

9 物質科学としてのクラスター研究〔担当：早川〕

10 クラスターの利用を目指して〔担当：早川〕

11 色素増感太陽電池〔担当：桒原〕

12 光機能材料〔担当：桒原〕

13 ２次元物質の物性（グラフェン）〔担当：桒原〕

14 １次元物質の物性（カーボンナノチューブ）〔担当：桒原〕

15 金属ナノ粒子材料の科学〔担当：桒原〕

【３】 到達目標

・分子ナノテクノロジーの概念を把握できるようになる。
・新規先端材料を支える科学技術について、論理的に記述しまとめることができる。

【４】 授業概要および授業方法

いくつかの分野が複合した境界領域的なアプローチによって、それぞれの担当者が、異なる切り口から先端材料に関する物性論的
な概説をおこなう。
１．中西　博：分子物性論の基礎
２．早川　鉄一郎：クラスター科学
３．桒原　彰太：ナノ材料化学

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

予習：物化III,有機材料化学,量子化学など、関連する学部授業内容が参考となる。
復習：講義中に取り上げられる関連参考論文の講読。
授業ごとに180分の予習・復習が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書は指定しない。参考書は各講師が講義中に適宜紹介する。

【７】 評価方法およびフィードバック

関連論文の要約やレジュメ報告などのレポートによって評価する。各担当教員の指定するレポート課題を期日内に提出すること。
レポート課題の実施後、解説を行う。

【８】 オフィスアワー

中西先生、早川先生にはメールで連絡してください。桒原のオフィスアワーは、水曜日12:00～13:00。
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【９】 関連科目

基礎化学Ⅰ, Ⅱ

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

3名の担当教員がそれぞれ１／３(５～６コマ）授業を担当する。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・火２・1学年・2単位

科　目 物理化学Ⅱ

(Physical ChemistryⅡ)

長谷川　匡俊担当教員

コースナンバー：CHE-1205

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

高分子特に、耐熱性高分子等に代表される高性能芳香族系高分子の分子設計、合成法、成型法、適用例と用途展開について学習
し、高分子材料を特にエレクトロニクスにどのように適用するのか実用的な感覚を身に着ける。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術の習得（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 高分子材料化学についてのイントロダクション

2 高分子材料に関する世界記録についての紹介

3 ガラス転移の熱力学的考察

4 耐熱性高分子の分子設計

5 高強度・高弾性率高分子の分子設計

6 芳香族系高分子の合成法

7 熱硬化性樹脂

8 新規な高分子材料：シクロオレフィンポリマー

9 シクロオレフィンポリマーを用いた光学補償フィルムと光学補償原理

10 高熱伝導性樹脂

11 感光性ポリイミド

12 ポリマーアロイ（その①）

13 ポリマーアロイ（その②）

14 提示した課題についての口頭発表会

15 提示した課題についての口頭発表会

【３】 到達目標

高分子材料の特徴や適用例を理解することで、高分子材料を使いこなす技術者としての感覚を養うことができる。授業に関連する
内容について調査し自ら新規材料提案の発表会を行う。これを通じてプレゼンテーション能力や討論力を磨くことができる。

【４】 授業概要および授業方法

高分子材料に関する最近の話題を例示し、高分子材料科学の基礎と応用（利用法）について学習する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

授業中に出された質問内容について、次回までに調べておくこと。1回の授業に対して、180分の準備学習（予習・復習・レポート
作成等）が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

使用しない

【７】 評価方法およびフィードバック

ある課題についてプレゼンテーションを行い、質疑応答を行う。授業参加の積極性、質疑応答内容の的確さ、プレゼン能力、情報
収集能力について評価する。授業の最終回に講評する。授業に対する取り組み姿勢50%、プレゼンテーション50%として評価する。

【８】 オフィスアワー

火曜日を除く月～金の10:00～12:00

【９】 関連科目

高分子化学、機能性高分子科学

〔予め学んでおくとよい科目〕

該当なし

〔この科目に続く内容の科目〕
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【１０】その他

該当なし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・木３、時間外・1学年・2単位

科　目 有機化学Ⅰ（化学・分子）

(Organic Chemistry Ⅰ)

幅田　揚一、桑原　俊介、李　心星、池田　茉莉担当教員

コースナンバー：CHE-1206

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

近年，化学のメインストリームは共有結合によって形成される機能化合物の開発にとどまらず，共有結合だけでは実現不可能な新
しい分子の開発へとシフトしてきている．この講義では新しいケミストリーとして近年注目を集めている“超分子化学”および
“分子機械”に焦点を当て，その成り立ちから最近のトピックスまでを概説する．本講義は超分子化学および分子機械のコンセプ
ト，デザイン，合成，構造，機能について理解することを目的とする．

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 ガイダンス・ホスト－ゲスト化学概論〔担当：幅田〕

2 ホスト－ゲスト化学・超分子化学（１）〔担当：幅田〕

3 ホスト－ゲスト化学・超分子化学（２）〔担当：幅田〕

4 ホスト－ゲスト化学・超分子化学（３）〔担当：幅田〕

5 ホスト－ゲスト化学・超分子化学（４）〔担当：幅田〕

6 ホスト－ゲスト化学・超分子化学（５）〔担当：桑原〕

7 ホスト－ゲスト化学・超分子化学（６）〔担当：桑原〕

8 ホスト－ゲスト化学・超分子化学（７）〔担当：桑原〕

9 ホスト－ゲスト化学・超分子化学（８）〔担当：桑原〕

10 ホスト－ゲスト化学・超分子化学（９）〔担当：Lee〕

11 ホスト－ゲスト化学・超分子化学（１０）〔担当：Lee〕

12 ホスト－ゲスト化学・超分子化学（１１）〔担当：Lee〕

13 ホスト－ゲスト化学・超分子化学（１２）〔担当：Lee〕

14 ホスト－ゲスト化学・超分子化学（１３）〔担当：池田〕

15 ホスト－ゲスト化学・超分子化学（１４）〔担当：池田〕

【３】 到達目標

超分子化学の基礎と応用ならびに分子機械に対する最新の例を理解し，説明できる．
外国人の前で自分の研究を英語で説明できる．

【４】 授業概要および授業方法

ホスト－ゲスト化学・超分子化学について概説する．
李教授（韓国慶尚大学校）および池田准教授（千葉工業大学）による講義も含める．
自分の研究内容をLee教授に対して英語で説明する．

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

予習・復習；学部で学んできて，無機化学ならびに有機化学について十分復習をしておくこと．1回の授業に対して180分の復習・
予習が必要である．

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書は特に使用せず、必要に応じて講義資料等を配布する．資料は事前に配布するので字授業までに予習しておくこと．

【７】 評価方法およびフィードバック

プレゼンテーション（４０％）レポート（３０％）および試験（３０％）等により評価する．レポート，試験の実施後，解説を行
う．

【８】 オフィスアワー

幅田：水曜日を除く月～金の午後
桑原：木曜日15：00～16：00
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【９】 関連科目

基礎化学

〔予め学んでおくとよい科目〕

有機化学Ⅱ

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

李教授（慶尚大学校）および池田准教授（千葉工業大学）による講義の日時については別途掲示する．

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・木４・1学年・2単位

科　目 有機化学Ⅱ（化学・分子）

(Organic Chemistry Ⅱ)

齋藤　良太、佐々木　要、長澤　和夫担当教員

コースナンバー：CHE-1207

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

きわめて多様な有機化合物が生物体によってつくられ、生体内で様々な機能を担っている。その複雑な生物現象を化学者のことば
で議論することは重要である。本講義においては、生体関連物質として糖質やその他の生体内の様々な有機化合物の作用について
基礎的な理解を深め、そして複雑な有機化合物の合成法の進め方や考え方など習得する。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 糖鎖とウィルス感染・生体防御機構（佐々木）

2 糖鎖と疾病およびワクチン開発の現状（佐々木）

3 糖ペプチド・糖タンパクの化学合成の現状（佐々木）

4 配糖体の化学合成（１）－位置選択性（佐々木）

5 配糖体の化学合成（２）－立体選択性（佐々木）

6 生体関連物質の化学合成（１）天然物と創薬の全体像（長澤）

7 生体関連物質の化学合成（２）1,3-、1,5-ジカルボニル化合物の逆合成（長澤）

8 生体関連物質の化学合成（３）1,2-、1,4、1,6-ジカルボニル化合物の逆合成（長澤）

9 生体関連物質の化学合成（４）含窒素化合物類の逆合成（長澤）

10 生体関連物質の化学合成（５）環状、鎖状立体制御とマクロライド合成（長澤）

11 生体関連物質の化学合成（６）複素環の基礎（齋藤）

12 生体関連物質の化学合成（７）電子過剰複素環の合成－１（齋藤）

13 生体関連物質の化学合成（８）電子過剰複素環の合成－２（齋藤）

14 生体関連物質の化学合成（９）電子不足複素環の合成ー１（齋藤）

15 生体関連物質の化学合成（１０）電子不足複素環の合成－２（齋藤）

【３】 到達目標

１．生体内に遍在する糖質の構造が書ける。
２．配糖体の化学合成における立体選択性の起源が説明できる。
３．生命現象（感染・防御機構）と糖鎖の関係を説明できる。
４．複素環の特徴を説明できる。
５．複素環の合成経路を提案できる。

【４】 授業概要および授業方法

前半で生体内の有機化合物，特に糖質とペプチドの作用について理解を深めるとともに、後半では様々な生体関連有機化合物を取
り上げ、その合成法ならびに反応機構について講義する。
（担当：齋藤，佐々木，長澤）

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

基礎化学I, II及び学部有機化学（本学卒業の者は有機化学I～IV, 生物有機化学）の内容について復習しておくこと。また資料が
配布されているときは、事前に熟読し、空欄があれば記入する等しておくこと。講義１回あたり予習90分と復習90分が必要．

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書は特に使用せず、必要に応じて講義資料等を配布する。

【７】 評価方法およびフィードバック

佐々木担当分についてはレポートで評価を行う。提出されたレポートは，添削し，あるいはコメントを付して返却する。
齋藤担当分についてはレポートおよび試験により総合的に評価する（レポート80%, 試験20%を目安として評価する）。レポート、
試験の実施後、フィードバックを行う。
長澤担当分はレポートで評価を行う。

【８】 オフィスアワー

齋藤：木曜日　10：40～12：10
佐々木：木曜日　16:20～17:50
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【９】 関連科目

基礎化学I, II

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

有機化学、生化学の基礎的知識を有すること。なお、期末テストは、レポートによって代える事がある。

集中で講義を行う場合があるので、掲示に注意すること。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・土１、土２・1学年・2単位

科　目 生命科学研究法（生物・分子）

(Current Research Techniques for Life Science)

岸本　利彦、佐藤　浩之、岩室　祥一、村本　哲哉、山田　葉子担当教員

コースナンバー：BIO-1101

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

　近年の生命科学は極めて高度な発展を見せ、従来とは全く異なる視点からのアプローチで研究が実施されている。特にヒト等の
ゲノムプロジェクト完了以降、次世代シークエンサーの開発・普及と相まって、遺伝子取得は研究の入り口となった。データベー
ス中で遺伝子・タンパク質の構造から機能までの検索を行うバイオインフォマティクス、mRNA・タンパク質・代謝レベルといった
より下流の高次情報の網羅的解析手法が発展し、さらにライブイメージング解析といった新たな手法の発展がめざましい。本講義
では、生命科学研究の進展に遅れることなく、さらには個々の研究にも応用できるよう、実際の実験方法とデータを紹介しつつ、
研究倫理・科学倫理・法規制などにも視野を広げた、実践に役立つ講義を行ってゆく。

高度な専門知識に裏打ちされた問題発見・解決能力を身につける。

＜教育目標＞

生命科学における思想や倫理観の理解（２）
技術者が背負う社会的責任の重さの理解（２）
高度な専門知識を習得し、問題発見・解決能力に応用することで、国際社会でも活躍しうる能力を身につける。

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 植物の細胞工学的研究法：佐藤

2 植物の分子遺伝学的研究法：佐藤

3 植物の育種科学的研究法：佐藤

4 研究を行う前に―生命科学実験の安全・倫理・各種規制：岩室

5 学会発表におけるルールならびに学術投稿論文ができるまで：岩室

6 遺伝子工学実験の基礎，岩室

7 プロテオーム解析とは：岸本

8 プロテオーム解析の手法（タンパク質分離法）：岸本

9 プロテオーム解析の手法（質量分析装置による解析法）：岸本

10 遺伝子発現解析とその機能解析：村本

11 エピジェネティックス解析：村本

12 顕微鏡の基本とライブイメージング解析：村本

13 発生調節に関わるシグナル情報機構の研究法：山田

14 いろいろな情報伝達分子の機能の生化学解析：山田

15 モデル生物を用いた発生調節解析の実践例：山田

【３】 到達目標

　生命科学研究上、求められる研究・科学倫理と法規制を理解し、研究成果の外部発表における注意事項を理解したうえで、その
実践ができる。遺伝子工学の基礎からタンパク質工学、プロテオーム解析を含むタンパク質関連研究法、植物生命科学研究手法、
シグナル伝達や転写制御の解析法、イメージング解析など、生命科学の必須項目が理解できる。

【４】 授業概要および授業方法

　生命科学研究に関する法令や規則、倫理規制の概略を解説した後，遺伝子工学の基礎からタンパク質工学、プロテオーム解析を
含むタンパク質関連研究法のような広範な分野を対象とする技術の解説から、植物生命科学研究手法、シグナル伝達や転写制御の
解析法、イメージング解析といった高度な専門内容を必要とする解析技術を、各専門分野の教員が網羅して解説する。また、第一
線で活躍している研究者による特別講義を予定している。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

　授業ごとに180分の準備学習が必要となる。授業前には、大学時代に行われた関連講義科目の教科書に目を通しておくこと。毎
授業後には、配布された資料等に目を通し、復習を行うとともに、教員ごとに提示される課題・レポートの執筆を行うこと。

【６】 教科書・参考書・参考資料

　教科書は使用せず、必要に応じて作成資料を配布する。

【７】 評価方法およびフィードバック

　５名の担当者はそれぞれの講義に出席した学生に対して独自の課題を課すので、履修者はその中から任意に３題以上を選択し、
所定の書式や期限を遵守した上でレポートを提出すること。各レポートを個別に採点した後、得点の高い方から３通を選択して、
最終的な成績を判定する。提出されたレポートはコメントを付して返却、もしくは口頭で個別に指導を行う。

【８】 オフィスアワー

岩室(1308A)：火曜8-10時、村本(1414B)：水曜１限、佐藤(4233)：火曜１限、岸本(2209)：火曜２限、山田：講義終了後
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【９】 関連科目

特になし

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

　授業日程並びに担当者は年度初頭に大学院掲示板ならびにWeb掲示板を介してアナウンスする。学部行事等の都合で変更となる
場合があるので注意すること。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・月３・1学年・1.5単位

科　目 実験生態学研究法

(Advanced Ecology)

下野　綾子、小沼　順二、森　英章、上野　真義担当教員

コースナンバー：BIO-1102

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

生態学における数理的手法や遺伝学手法の実践から、生態系の基本構造とその研究方法を理解する。また、生態学的研究の環境保
全への取り組みを理解する。

・基礎学力：自然科学の専門分野における基礎学力やスキルの習得
・科学的素養：科学的思考力や情報検索力、判断力などの涵養
・専門知識に裏打ちされた問題発見・解決能力の涵養

＜教育目標＞

・専門分野の知識と技術を習得し、それらを問題解決に応用することができる。
・専門と関連する科学の分野についても、概括的な知識を持っている。
・コンピュータを科学の問題解決や情報発信のための道具として活用できる。
・社会の中での科学の役割を理解し、科学技術が社会や自然に及ぼす影響や効果、および科学者・技術者の社会的責任に関し
ても理解している。
・専門とする科学の分野において、英語の基礎的文献を読むことができる。
・自らの研究成果を分析し客観的に評価できるとともに、社会への貢献を考える。

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

1回目担当：下野綾子
　1 群集生態学I：植物群集の構造と機能
　2 群集生態学II：植物群集の分類
　3 群集生態学III：植物群集の多様性解析

2回目担当：小沼　順二
　4 数理生態学I：個体群動態の数値解析
　5 数理生態学II：データハンドリング基礎
　6 数理生態学III：データハンドリング応用

3回目担当：森　英章（一般財団法人自然環境研究センター）
　7 実践保全生態学I：保全と生物種
　8 実践保全生態学II：保全と生態系
　9 実践保全生態学III：保全と人間

4回目担当：上野　真義（国立研究開発法人森林総合研究所）
　10 分子生態学I：生態学における遺伝学的手法の活用
　11 分子生態学II：遺伝子流動の定量化―遺伝構造、親子解析、個体識別（DNA鑑定）
　12 分子生態学III：遺伝子流動を捉えるツール―遺伝的変異、遺伝マーカー

5回目担当：上野　真義（国立研究開発法人森林総合研究所）
　13 分子生態学IV：遺伝子組成の変化―集団遺伝学
　14 分子生態学V：表現型の変化―量的遺伝学
　15 分子生態学VI：バイオインフォマティクス―データベース、プログラミング

【３】 到達目標

新しい研究分野に出会ったときに、独自の力で資料を調査し、手法を確立し、研究活動ができる能力を身につける。

【４】 授業概要および授業方法

3コマごとの集中講義形式とする。講義およびコンピューターを用いた実習から、生態学における数理的手法や遺伝学手法を習得
する。また、生態学的研究の環境保全への取り組みの実践例を紹介する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

紹介された書籍の関連部分や文献を予め読んで理解しておく。授業後は新たな文献の検索や資料の入手の実際を自ら試みる。授業
ごとに3時間の予習・復習を要する。

【６】 教科書・参考書・参考資料

適時、書籍ならびに関連文献を紹介する。

【７】 評価方法およびフィードバック

「レポート50％と授業の理解度・ 受講態度50％」それぞれの教員の配点は同じ比率とする。レポートにはコメントを記載し返却
する。

【８】 オフィスアワー

森・上野：授業終了後に教室で質問を受け付ける。また電子メールでも質問を受け付ける。
下野：月～金曜日　9時～17時〔1418A室〕
小沼：金曜日　13時～16時〔1314B室〕
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【９】 関連科目

生物学演習I・II、生物学特別研究I・II

〔予め学んでおくとよい科目〕

生物学演習Ⅲ・Ⅳ、生物学特別研究Ⅲ・Ⅳ

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

なし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・集中・1学年・2単位

科　目 保全生態学Ⅰ（生物）／保全生態学（環境）

(Conservation EcologyⅠ/Conservation Ecology)

長谷川　雅美、井上　英治、尾崎　清明、阿部　聖哉担当教員

コースナンバー：ENV-1214

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

生態学の応用的な研究分野の一つとして、「生物多様性の保全」と「健全な生態系の維持」を目標に生態学の応用的側面を理解す
る。保全生態学の研究対象、手段、実践の方策は非常に広範囲に及ぶが、可能な限り具体的な保全事業を教材として用い、実践的
手法を会得する。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う
（３）バランスのとれた高度職業人として国際社会でも活躍できる能力を養う
他者と協力して課題を解決する能力をもつ
自ら主体的に学ぶ力をもつ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
生命科学における思想や倫理観の理解（２）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）
技術者が背負う社会的責任の重さの理解（２）
コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術の習得（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

集中講義形式で行う。下記日程（案）は、非常勤の先生のご都合により、修正の可能性があり、その場合は4月中に修正案を掲示し
ます。
・5月14日（3～5限）　市民との共同による身近な自然環境の保全（長谷川雅美）
・5月21日（3～5限）　保全遺伝学（井上英治）
・6月4日（3～5限）　鳥類保全学（尾崎清明：山階鳥類研究所）
・7月2日（3～5限）　地理情報学入門・演習（阿部聖哉：電力中央研究所）
・7月9日（3～5限）　地理情報学入門・演習（阿部聖哉：電力中央研究所）

【３】 到達目標

生物多様性の保全に係る実践的技法を修得する。

【４】 授業概要および授業方法

本科目では、環境影響評価における個体群の存続可能性分析、生息地評価手法、地理情報システム、遺伝的多様性の評価に焦点を
あて、解析手法の原理を学び、解析技法を体得する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

予習：紹介された書籍の関連部分や文献を予め呼んで理解しておくこと。
復習：紹介された解析手法を繰り返し練習し、修得に努めること。
授業ごとに180分の予習と復習が必要である。

【６】 教科書・参考書・参考資料

適宜、書籍ならびに関連文献を紹介する。

【７】 評価方法およびフィードバック

レポート（５０％）、発表（３０％）、受講態度（２０％）により評価する。レポートはコメントを記載して返却する。発表に対
しては、改善点に関するコメントをする。

【８】 オフィスアワー

長谷川(1316A)：月曜13:00-14:30、井上(1316B)：月曜13:00-14:30、尾崎、阿部：授業終了後に教室で質問を受け付ける。

【９】 関連科目

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・集中・1学年・2単位

科　目 保全生態学Ⅱ

(Conservation EcologyⅡ)

長谷川　雅美、井上　英治担当教員

コースナンバー：BIO-1202

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

＜教育目標＞

＜具体的な項目＞
専門分野における十分な基礎知識・基本技能（１）
関連する分野における概括的な基礎知識・基本技能（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力（１）
根拠を求めて、科学的な手法で実験・実証を計画・実行する能力（１）
常に問題を科学的に分析・解釈しようとし、そのための科学的探究を試みる態度（１）
問題を多角的に把握し、問題解決に必要な知識・技能を同定し、不足する知識・技能を自覚し、自ら獲得できる力（２）
科学的倫理をわきまえていること（３）
自然に対する畏敬の念、生命の尊重、人間としての謙虚な心をもつこと（３）

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う
（３）バランスのとれた高度職業人として国際社会でも活躍できる能力を養う
（４）十分な知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ
（５）自ら主体的に学ぶ力をもつ
（６）他者と協力して課題を解決する力をもつ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
生命科学における思想や倫理観の理解（２）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）
技術者が背負う社会的責任の重さの理解（２）
コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術の習得（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

＜授業計画＞
No.1～3：　保全生態学の実践的課題（長谷川）
No.4～6：　保全遺伝学（井上）
No.7～9：　希少野生鳥類の保全（長谷川）
No.10～12：　地理情報システムの理論と応用（井上）
No.13～15：　地理情報システムの理論と応用（井上）

【３】 到達目標

1． 保全生態学の知識を活かし、自身で課題を探求できるようになる
2． 保全遺伝学の知識を活かし、自身で課題を探求できるようになる
3． 希少野生鳥類の保全に関する知識を活かし、自身で課題を探求できるようになる
4． 地理情報システムを用いた研究計画を立てることができるようになる
5． 地理情報システムを用いたデータを目的に合わせ、解析できるようになる

【４】 授業概要および授業方法

＜授業概要＞
保全生態学Iで習得した知識や解析技法を活用し、それをもとに自ら研究に活用するための技能を習得するとともに、それぞれの
内容に即した課題を実践する

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

保全生態学Iを受講し、その内容を復習し、自らが中等教育の生徒（中学生、高校生）に伝えることができるように準備する。
授業ごとに180分の予習と復習が必要である。

【６】 教科書・参考書・参考資料

適宜、関連書籍と文献を保全生態学Iの講義において紹介する。

【７】 評価方法およびフィードバック

発表（６０％）と質疑応答（３０％）と受講態度（１０％）により評価する。発表に対して、改善点に関するコメントをする。

【８】 オフィスアワー

長谷川(1316A)：月曜13:00-14:30、井上(1316B)：月曜13:00-14:30

【９】 関連科目

生命・科学倫理 科学技術と社会 保全生態学Ⅰ（生物）／保全生態学（環境） 遺伝・系統進化学 実験生態学研究法

〔予め学んでおくとよい科目〕
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【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・水２・1学年・2単位

科　目 人間生物学（生物・分子）

(Human Biology)

増尾　好則、大谷　真志、丹羽　和紀、古倉　健嗣、行方　和彦担当教員

コースナンバー：BIO-1203

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

人間生物学を学び探究することは、医学・生物学領域の発展につながるものであり、医療の進歩を通じて人類の幸福に貢献する。
本講義では、生体の恒常性維持とその破綻について、様々な研究分野の講義を通じ人間の生命現象の理解を目標とする。対象は大
学院生であるため、科学的素養の向上も狙う。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
生命科学における思想や倫理観の理解（２）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 概要説明、研究の現状（脳の構造と機能）（増尾 好則）

2 運動の制御・脳の高次機能（増尾 好則）

3 脳のストレス応答（増尾 好則）

4 転写制御とクロマチン制御（古倉 健嗣）

5 細胞の分化とエピジェネティクス（古倉 健嗣）

6 エピジェネティクスと疾患（古倉 健嗣）

7 血液の止血機構（丹羽 和紀）

8 線維素溶解現象と生体防御（丹羽 和紀）

9 血液凝固因子の進化と分子異常（丹羽 和紀）

10 自然免疫応答に関わるシグナル伝達（概論）（大谷 真志）

11 自然免疫応答に関わるシグナル伝達（関連論文を読む）（大谷 真志）

12 免疫応答とmTORシグナル（大谷 真志）

13 疾患モデルマウスと病理解析（行方 和彦）

14 神経軸索の再生誘導（行方 和彦）

15 最新の緑内障治療研究（行方 和彦）

【３】 到達目標

１．脳の恒常性の維持と破綻に関する知見を理解し、説明できる。
２．遺伝子発現制御機構に関する知見を理解し、説明できる。
３．血液凝固の反応とその分子異常を理解し、説明できる。
４．免疫応答が分子レベルで制御されていることを理解し、説明できる。
５．神経変性疾患に関する最新の知見を理解し、説明できる。

【４】 授業概要および授業方法

本科目は、神経科学、遺伝学、血液学、および免疫学の４つの研究分野を５名の教員が分担し、現状の概要と新しい専門知識を紹
介する。まず脳研究の現状から運動の制御機構・高次機能およびストレス応答について学んだ後、転写制御・クロマチン制御およ
びエピジェネティクスと疾患について学ぶ。次いで、血液凝固因子・血小板による止血機構や線維素溶解現象および創傷治癒（細
胞増殖）について学んだ後、免疫細胞の機能調節に関わるシグナル伝達機構について学ぶ。最後に、神経科学のなかでも神経変性
疾患を中心に、実際の実験データを見ながら学ぶ。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

課題の提出があるので、授業ごとに約180分の予習・復習が必要である。

【６】 教科書・参考書・参考資料

講義資料は適時配布し、文献は各講義で紹介する。

【７】 評価方法およびフィードバック

受講態度・意欲（30%）およびレポート（70%）によって評価を行う。また、小テスト（レポートを含む）も併せて評価する。提出
されたレポートについて、適切にまとめられているか、課題に適切に回答しているかについてフィードバックする。
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【８】 オフィスアワー

増尾：水曜日　13:00～14:30 [1406A室]
古倉：月曜日　13:00～14:30 [4223室]
丹羽：水曜日　12:00～14:00 [1408B室]
大谷：水曜日　12:00～14:00 [1408B室]
行方：初回の授業で連絡方法を指示する。

【９】 関連科目

生理学、神経科学、遺伝学、血液学、免疫学、生化学など

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし。

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・金２・1学年・2単位

科　目 遺伝・系統進化学

(Phylogenetics and Evolution)

久保田　宗一郎、土岐田　昌和、後藤　友二、天野　　誠、猪田　利夫担当教員

コースナンバー：BIO-1207

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

授業の目的：本講義では、担当教員の用いている方法論で生物進化をどのように捉え解析するかについて、実践的かつ包括的に学
ぶ。
学習成果:　学生自身は各自の研究対象・研究事象の解析に、学んだ方法論を応用できるようになる。

ある生物学的事象について、多角的な角度で解析し、柔軟に考察する能力をもつ

＜教育目標＞

遺伝、生物進化、系統分化を俯瞰して生命現象を理解する思考力をもつこと

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 概要説明、ＤＮＡ配列の分子進化-I〔担当：久保田〕
利己的な遺伝要素（イントロン）の進化

2 ＤＮＡ配列の分子進化-II〔担当：久保田〕
利己的な遺伝要素（高頻度反復配列）の進化

3 ＤＮＡ配列の分子進化-III〔担当：久保田〕
染色体放出の起源と進化

4 性染色体からみた進化-I〔担当：後藤〕
性染色体と系統分類学的進化の関係

5 性染色体からみた進化-II〔担当：後藤〕
性染色体の起源と進化

6 性染色体からみた進化-III〔担当：後藤〕
性染色体分化に伴う遺伝子量効果の種間での差異

7 昆虫の系統と進化-I〔担当：猪田〕
昆虫の生態学、微細形態学から見る系統解析

8 昆虫の系統と進化-II〔担当：猪田〕
ゲンゴロウののミトコンドリアゲノム

9 昆虫の系統と進化-III〔担当：猪田〕
昆虫のミトコンドリアゲノムから見る系統解析

10 被子植物の系統と進化-I〔担当：天野〕
房総丘陵の自然ー過去、現在、未来ー

11 被子植物の系統と進化-II〔担当：天野〕
房総の維管束植物誌

12 被子植物の系統と進化-III〔担当：天野〕
アジア高山帯における植物分類学的研究

13 脊椎動物の形態進化-I〔担当：土岐田〕
脊椎動物の基本ボディプランとその発生基盤

14 脊椎動物の形態進化-II〔担当：土岐田〕
脊椎動物の骨格系とその発生基盤

15 脊椎動物の形態進化-III〔担当：土岐田〕
脊椎動物の形態進化に関する新知見

【３】 到達目標

１．ＤＮＡ配列の分子進化についての話題を理解し、その概要を自らの言葉で説明できる。
２．性染色体の形態や機能と生物進化についての話題を理解し、その概要を自らの言葉で説明できる。
３．昆虫の系統と進化についての話題を理解し、その概要を自らの言葉で説明できる。
４．被子植物の系統と進化についての話題を理解し、その概要を自らの言葉で説明できる。
５．脊椎動物の系統と進化についての話題を理解し、その概要を自らの言葉で説明できる。
６．５つの話題に準じて、各自が研究材料としている生物の遺伝、進化と系統について、その概要を自らの言葉で説明できる。

【４】 授業概要および授業方法

担当教員が専門とする分野、研究対象における遺伝・系統進化の５つの話題について扱う。内容は、分子進化から形態の進化ま
で、分野を限定することなく、また動物から植物まで研究材料を限定することなく、幅広く生物進化を概観する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

学生自身は各自の研究対象・研究事象の進化的背景を事前に予習しておく。
また、毎回の講義内容を、配布プリント等を使って次回の講義までに復習しておく。
講義1回について180分の予習・復習が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書は使用せず必要に応じて作成資料を配付する。
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【７】 評価方法およびフィードバック

授業への参加態度を参考に、課題に対するレポートで評価を行い、レポートは返却する。
レポート作成の要点については、講義中に解説を行い、レポートの提出期限は、講義の最終日の１週間後迄とする。
また、模擬課題を講義中に課し、講義中に模範解答の解説を行う。

【８】 オフィスアワー

久保田(1302A)、土岐田(1310B)、後藤(1302B)：金曜日３限。その他は予約による。
天野、猪田：授業終了後に教室で質問を受け付ける。

【９】 関連科目

特になし

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・2020年度開講せず・2学年・2単位

科　目 遺伝・系統進化学特論（2020年度開講せず）

(Special Topics in Phylogenetics and Evolution)

久保田　宗一郎、土岐田　昌和、後藤　友二担当教員

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

授業の目的：本講義では、担当教員の用いている方法論で生物進化をどのように捉え解析するかについて、特により最新の話題に
ついて総合的に学ぶ。
学習成果:　学生自身は各自の研究対象・研究事象の解析に、学んだ方法論を応用でき、また十分説明できるようになる。

ある生物学的事象について、多角的な角度で解析し、柔軟に考察しそれを説明する能力をもつ

＜教育目標＞

遺伝、生物進化、系統分化を俯瞰して生命現象を理解する思考力をもつこと

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 概要説明、ＤＮＡ配列の分子進化-I〔担当：久保田〕
レトロエレメントの進化

2 ＤＮＡ配列の分子進化-II〔担当：久保田〕
イントロンとインテインの進化

3 ＤＮＡ配列の分子進化-III〔担当：久保田〕
逆転写酵素の起源と進化

4 ＤＮＡ配列の分子進化-IV〔担当：久保田〕
高頻度反復配列の進化

5 ＤＮＡ配列の分子進化-V〔担当：久保田〕
染色体放出の進化と起源

6 性染色体からみた進化-I〔担当：後藤〕
性染色体の起源

7 性染色体からみた進化-II〔担当：後藤〕
性染色体の違いからみる系統進化①

8 性染色体からみた進化-III〔担当：後藤〕
性染色体の違いから見る系統進化②

9 性染色体からみた進化-IV〔担当：後藤〕
性染色体の遺伝子からみた進化

10 性染色体からみた進化-V〔担当：後藤〕
性染色体の遺伝子発現制御からみた進化

11 脊椎動物の形態進化-I〔担当：土岐田〕
骨格系の形態とその発生について

12 脊椎動物の形態進化-II〔担当：土岐田〕
頭部骨格の形態進化

13 脊椎動物の形態進化-III〔担当：土岐田〕
中軸骨格の形態進化

14 脊椎動物の形態進化-IV〔担当：土岐田〕
付属肢骨格の形態進化

15 脊椎動物の形態進化-V〔担当：土岐田〕
形態進化研究の最前線

【３】 到達目標

１．ＤＮＡ配列の分子進化について最新の話題を理解し、その概要を自らの言葉で説明できる。
２．性染色体の形態や機能と生物進化について最新の話題を理解し、その概要を自らの言葉で説明できる。
３．脊椎動物の系統と進化について最新の話題を理解し、その概要を自らの言葉で説明できる。
４．３つの話題に準じて、各自が所属する研究室で扱っている研究材料全ての遺伝、進化と系統について、その概要を自らの言葉
で説明できる。

【４】 授業概要および授業方法

担当教員が専門とする分野、研究対象における遺伝・系統進化の最新の３つの話題について扱う。内容は、分子進化から形態の進
化まで、分野を限定することなく、また動物から植物まで研究材料を限定することなく、幅広く生物進化を概観する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

学生自身は各自の研究対象・研究事象の進化的背景を事前に予習しておく。
また、毎回の講義内容を、配布プリント等を使って次回の講義までに復習しておく。
講義1回について180分の予習・復習が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書は使用せず必要に応じて作成資料を配付する。
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【７】 評価方法およびフィードバック

授業への参加態度を参考に、課題に対するレポートで100%評価を行い、レポートは返却する。
レポート作成の要点については、講義中に解説を行い、レポートの提出期限は、講義の最終日の１週間後迄とする。
また、模擬課題を講義中に課し、講義中に模範解答の解説を行う。

【８】 オフィスアワー

久保田(1302A)、土岐田(1310B)、後藤(1302B)：金曜日３限。その他は予約による。

【９】 関連科目

遺伝・系統進化学

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

教職履修者のみ履修可能。また、遺伝・系統進化学を履修済みでないと履修できない。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス

- 57 -



2020 春学期・火４、５　集中・1学年・2単位

科　目 機能生物学（生物・分子）

(Functional Biology)

川田　健文、杉本　雅純、小林　健一、首浦　武作志担当教員

コースナンバー：BIO-1205

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

生物は生体内外界からの情報をインプットシグナルとして受容し、それらを適切に伝達して、様々な生体活動としてアウトプット
される。このような、内外からの刺激に対応した生命活動調節の複雑な仕組みを理解することが、この講義の到達目標であり、各
分野の専門家により、詳細な解説がなされる。最新の解析方法や研究成果も取り入れた内容となっている。

より高度な専門知識と研究解決能力をもつ

＜教育目標＞

より高度な生命科学の専門知識を身につけ、科学的な問題に対する解決能力をもつ

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 細胞間シグナル伝達の概要〔担当：杉本〕

2 細胞接着とシグナル伝達〔担当：杉本〕

3 皮膚の組織恒常性〔担当：杉本〕

4 創傷治癒における細胞応答〔担当：杉本〕

5 細胞内シグナル伝達経路と遺伝子発現［担当：川田］

6 形態形成メカニズムのモデリングの解析［担当：川田］

7 次世代シークエンサーを用いた解析：原理とLinux［担当：川田］

8 次世代シークエンサーを用いた解析：パイプラインを自分で走らせる［担当：川田］

9 内分泌学の基礎、動物における発生・成長の生理機構　[担当：小林]

10 動物における体成長と生殖機能の発達　[担当：小林]

11 繁殖生物学の基礎、実験毒性学、先天異常学　[担当：小林]

12 化学物質に起因する生殖毒性、内分泌毒性、催奇形性　[担当：小林]

13 エピジェネティクスの仕組み　[担当：首浦]

14 幹細胞とリプログラミング制御機構　[担当：首浦]

15 総括とまとめ（レポート）〔担当：杉本、川田、小林、首浦〕

【３】 到達目標

杉本：末梢組織での細胞間シグナル伝達と組織恒常性について概要を説明できる。
川田：モデル生物の形態形成モデルと解析方法について説明できる。
小林：動物の正常な発生・成長、機能成熟の生理機構について概要を説明できる。
首浦：エピジェネティクス制御とリプログラミングの概要を説明できる。

【４】 授業概要および授業方法

杉本は細胞間シグナル伝達や細胞接着について概説し、組織恒常性について皮膚を例に解説する。川田は細胞性粘菌などの形態形
成のモデルとその解析方法について解説する。小林は動物の正常な発達に必要な生理機構とあわせて、遺伝要因・環境要因等に
よって引き起こされる影響について例を挙げて解説する。首浦はエピジェネティクス制御とリプログラミングについて解説する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

授業概要を参考に、学部等で学んだ関連分野の知識を復習して各講義に臨むこと。各講義後には課題を提出すること。
授業ごとに180分の予習・復習が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

No. 1～4 特に指定しないが、必要に応じてプリント等を配布する。
No. 5～8 特に指定しない。毎回、参考書を紹介する。
No. 9～12 特に指定しない。必要に応じてプリント等を配布する。
No. 13～14 特に指定しない。必要に応じてプリント等を配布する。

【７】 評価方法およびフィードバック

４人の担当教員の講義全てに出席し、課題レポートを提出する。各レポート 25% で合計 100% の評価とする。
レポートにはコメントをつけて返却する。

【８】 オフィスアワー

杉本(4221):水曜日3限、金曜日4限。川田(1414A)：水曜日2限。小林、首浦：授業後受け付ける。
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【９】 関連科目

生命科学研究法

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

本講義を履修すると、機能生物学特論を履修することは出来ない。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・火４、５　集中・1学年・2単位

科　目 分子生理学（生物・分子）

(Molecular Physiology)

塚田　岳大、蓮沼　至、高橋　秀典、吉田　彩舟担当教員

コースナンバー：MOL-1210

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

動物も植物も環境との関わりの中で生きている。環境からの情報を受容し、それが適切に処理されて、生体の活動は調節される。
このような、内外からの刺激に対応した生命活動調節の複雑な仕組みを理解することが、この講義の到達目標であり、各分野の専
門家により、詳細な解説がなされる。最新の研究成果も取り入れた内容となっている。

より高度な専門知識と研究解決能力を持つ

＜教育目標＞

より高度な生命科学の専門知識を身につけ、科学的な問題に対する解決能力を持つ

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 植物の環境応答の仕組み〔担当：高橋〕

2 植物の形態形成の仕組み〔担当：高橋〕

3 植物ホルモンの作用〔担当：高橋〕

4 植物ホルモンの情報伝達〔担当：高橋〕

5 脊椎動物におけるフェロモンの機能［担当：蓮沼］

6 脊椎動物におけるフェロモンの分子種およびその解析法［担当：蓮沼］

7 脊椎動物におけるフェロモン分子の受容および情報伝達メカニズム［担当：蓮沼］

8 フェロモンとホルモンが織りなす生殖活動の制御メカニズム［担当：蓮沼］

9 視床下部―下垂体の生理機能［担当：塚田］

10 視床下部―下垂体の病態［担当：塚田］

11 下垂体前葉の組織構築［担当：塚田］

12 下垂体前葉の局所コミュニケーション［担当：塚田］

13 幹細胞の生理機能［担当：吉田］

14 幹細胞による組織恒常性の維持機構［担当：吉田］

15 総括とまとめ（レポート）〔担当：高橋、蓮沼、塚田、吉田〕

【３】 到達目標

高橋：高等植物の環境応答と形態形成に関して理解し、説明できる。
蓮沼：フェロモンやホルモンによる脊椎動物の生殖活動制御メカニズムについて説明できる。
塚田：下垂体の生理機能を調節する全身性・局所性の細胞間相互作用を理解できる。
吉田：成体組織における幹細胞の性質と機能を理解できる。

【４】 授業概要および授業方法

高橋は高等植物の環境応答と形態形成に関してオーキシンを主に解説し、関連する内容のレポートの提出を課題とする。蓮沼は脊
椎動物におけるフェロモン分子の受容と伝達メカニズム、およびフェロモンによる生殖活動制御メカニズムについて概説する。塚
田は、下垂体を例に挙げ、一般的に知られている全身性の機能と近年注目されている下垂体前葉内で起こる局所性の機能について
英語で解説する。吉田は幹細胞がどのようにして組織の恒常性維持に寄与するか、ならびに幹細胞の性質を応用した医療に関して
解説する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

授業概要を参考に、学部等で学んだ関連分野の知識を復習して各講義に臨むこと。各講義後には課題を提出すること。
授業ごとに180分の予習・復習が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

No. 1～4 特に指定しない。必要に応じてプリント等を配布する。
No. 5～8 特に指定しない。必要に応じてプリントを配布し、参考書を紹介する。
No. 9～12 特に指定しない。必要に応じてプリント等を配布する。
No. 13～14 特に指定しない。必要に応じてプリント等を配布する。

【７】 評価方法およびフィードバック

４人の担当教員の講義全てに出席し、課題レポートを提出する。各レポート 25% で合計 100% の評価とする。
レポートにはコメントを添えて返却する。

【８】 オフィスアワー

塚田(4213):月曜日3限、金曜日3限。高橋(1418B)：月～金曜　9：00～17：00。蓮沼(1306B)：月・火・木曜日 8：00～9：00。
水・金曜日 12:10～13:00 。吉田：授業後受け付ける。
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【９】 関連科目

生命科学研究法

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

本講義を履修すると、機能生物学特論を履修することは出来ない。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・火４、５　集中・1学年・2単位

科　目 機能生物学特論（生物・分子）

(Special Topics in Functional Biology)

川田　健文、高橋　秀典、蓮沼　至、杉本　雅純、塚田　岳大、小林　健一、吉田　彩舟、首浦　武作志担当教員

コースナンバー：BIO-1204

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

動物、植物、微生物に関わらず生物は環境としての生体内外界からの情報をインプットシグナルとして受容し、それらを適切に処
理して伝達し、様々な生体活動としてアウトプットされる。このような、内外からの刺激に対応した生命活動調節の複雑な仕組み
を理解することが、この講義の到達目標であり、各分野の専門家により、詳細な解説がなされる。最新の解析方法や研究成果も取
り入れた内容となっている。

より高度な専門知識と研究解決能力をもつ

＜教育目標＞

より高度な専門知識と研究解決能力をもつ

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 細胞間シグナル伝達と組織恒常性〔担当：杉本〕

2 皮膚の組織恒常性－創傷治癒における細胞応答〔担当：杉本〕

3 形態形成メカニズムのモデリングの解析［担当：川田］

4 次世代シークエンサーを用いた解析：パイプラインを自分で走らせる［担当：川田］

5 動物における発生・成長の生理機構、体成長と生殖機能の発達　[担当：小林]

6 化学物質に起因する生殖毒性、内分泌毒性、催奇形性　[担当：小林]

7 植物の環境応答の仕組み〔担当：高橋〕

8 植物の形態形成の仕組み〔担当：高橋〕

9 脊椎動物におけるフェロモンの機能および分子種［担当：蓮沼］

10 脊椎動物におけるフェロモンの受容・伝達メカニズムおよびフェロモンによる生殖活動の制御［担当：蓮沼］

11 視床下部―下垂体の生理機能と病態［担当：塚田］

12 下垂体前葉の局所コミュニケーション［担当：塚田］

13 幹細胞による組織恒常性の維持機構［担当：吉田］

14 エピジェネティクスの仕組みと幹細胞のリプログラミング制御［担当：首浦］

15 総括とまとめ（レポート）〔担当：杉本、川田、小林、高橋、蓮沼、塚田、吉田、首浦〕

【３】 到達目標

杉本：末梢組織での細胞間シグナル伝達と組織恒常性について概要を説明できる。
川田：モデル生物の形態形成モデルと解析方法について説明できる。
小林：動物の正常な発生・成長、機能成熟の生理機構について概要を説明できる。
高橋：高等植物の環境応答と形態形成に関して理解し、説明できる。
蓮沼：フェロモンやホルモンによる脊椎動物の生殖活動制御メカニズムについて説明できる。
塚田：下垂体の生理機能を調節する全身性・局所性の細胞間相互作用を理解する。
吉田：成体組織における幹細胞の性質と機能を理解する。
首浦：エピジェネティクス制御とリプログラミングの概要を説明できる。

【４】 授業概要および授業方法

杉本は細胞間シグナル伝達や細胞接着について概説し、組織恒常性について皮膚を例に解説する。川田は細胞性粘菌などの形態形
成のモデルとその解析方法について解説する。小林は動物の正常な発達に必要な生理機構とあわせて、遺伝要因・環境要因等に
よって引き起こされる影響について例を挙げて解説する。高橋は高等植物の環境応答と形態形成に関してオーキシンを主に解説
し、関連する内容のレポートの提出を課題とする。蓮沼は脊椎動物におけるフェロモン分子の受容と伝達メカニズム、およびフェ
ロモンによる生殖活動制御メカニズムについて概説する。塚田は、下垂体を例に挙げ、一般的に知られている全身性の機能と近年
注目されている下垂体前葉内で起こる局所性の機能について英語で解説する。吉田は幹細胞がどのようにして組織の恒常性維持に
寄与するか、ならびに幹細胞の性質を応用した医療に関して解説する。首浦はエピジェネティクス制御とリプログラミングについ
て解説する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

授業概要を参考に、学部等で学んだ関連分野の知識を復習して各講義に臨むこと。各講義後には課題を提出すること。
授業ごとに180分の予習・復習が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

特に指定しないが、必要に応じてプリント等を配布する。また、参考書を紹介する。

【７】 評価方法およびフィードバック

4人の担当教員（吉田と首浦は合わせて１人とする）の講義全てに出席し、課題レポートを提出する。各レポート 25% で合計
100% の評価とする。 レポートにはコメントを添えて返却する。
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【８】 オフィスアワー

杉本(4221):水曜日3限、金曜日4限。塚田(4213):月曜日3限、金曜日3限。川田(1414A)：水曜日2限。高橋(1418B)：月～金曜　9：
00～17：00。蓮沼(1306B)：月・火・木曜日 8：00～9：00、水・金曜日 12:10～13:00 。小林、吉田、首浦：授業後受け付ける。

【９】 関連科目

生命科学研究法

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

火曜4.5限の連続授業を基本に14回実施します。履修者は原則4人の担当者（吉田と首浦は合わせて１人とする）の講義すべてに出
席すること。
本講義を履修すると、機能生物学と分子生理学はいずれも履修できない。
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2020 春学期・水１・1学年・2単位

科　目 基礎物理学

(Fundamental Physics)

北山　哲、関口　雄一郎担当教員

コースナンバー：PHY-1101

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

現代物理学の根幹をなす相対論的電磁気学、相対論的量子力学、および一般相対論を習得することが目的である。これらは、大学
院で基礎物理学を学ぶ上で必須となる概念を多く含んでいる。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 ローレンツ変換〔担当：北山〕

2 共変形式〔担当：北山〕

3 電磁放射〔担当：北山〕

4 クライン-ゴルドン方程式〔担当：北山〕

5 ディラック方程式〔担当：北山〕

6 電磁場との相互作用〔担当：北山〕

7 場の量子論(1)〔担当：北山〕

8 場の量子論(2)〔担当：北山〕

9 重力と幾何学〔担当：関口〕

10 一般相対性理論の数学とテンソル場〔担当：関口〕

11 重力の本質の時空の曲率〔担当：関口〕

12 アインシュタイン方程式(1)〔担当：関口〕

13 アインシュタイン方程式(2)〔担当：関口〕

14 一般相対性理論の観測的検証〔担当：関口〕

15 ブラックホール〔担当：関口〕

【３】 到達目標

前半は、学部で学んだ電磁気学と量子力学が、特殊相対論の枠組みのもとでどのように再定式化ないし拡張されるかを説明できる
ようになることを目標とする。後半は、特殊相対論そのものを拡張した一般相対論の枠組みを理解し、重力場を記述できるように
なることを目標とする。

【４】 授業概要および授業方法

前半は、共変形式、相対論的電磁気学、相対論的量子力学について学ぶ。後半は、特殊相対論の限界とそれを克服する考え方、曲
がった時空の幾何学、一般相対論の枠組みと応用などについて学ぶ。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

授業中に行った式の導出などは、必ず各自で確認して欲しい。また、授業中に問題を出題した場合は、それにも取り組むことを強
く勧める。必要時間は、週３時間程度である。

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書は特に指定しないが、参考書は講義のときに紹介する。

【７】 評価方法およびフィードバック

授業への能動的な参加状況(20%)及びレポート評点(80%)の合計点で評価する。レポートの内容については、授業時間中に解説す
る。

【８】 オフィスアワー

物理学科ホームページの http://www.ph.sci.toho-u.ac.jp/curriculum/office_hour/ を参照すること。
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【９】 関連科目

特殊相対性理論、量子力学Ａ・Ｂ、物理数学Ｃ・Ｄ

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・月３・1学年・2単位

科　目 物性物理学

(Physics of Condensed Matter)

河原林　透、大江　純一郎担当教員

コースナンバー：PHY-1102

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

物性物理学の基本的な概念、特に電荷やスピンの示す多彩な性質を理論的に理解することを目的とする。物質の電気的、磁気的な
伝導性の理論的な背景を理解することにより、新しいデバイスや物質の開発などに必要な基礎知識が習得できる。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 スピントロニクスの歴史〔担当：大江〕

2 固体中の電流とスピン流〔担当：大江〕

3 スピン軌道相互作用とスピンホール効果〔担当：大江〕

4 磁性体中のスピン波伝導〔担当：大江〕

5 スピン流と磁化ダイナミクス〔担当：大江〕

6 スピン起電力〔担当：大江〕

7 熱流とスピン流〔担当：大江〕

8 相転移の一般論とスケーリング〔担当：河原林〕

9 繰り込み群と臨界指数〔担当：河原林〕

10 アンダーソン転移のスケーリング理論〔担当：河原林〕

11 アンダーソン転移の動的スケーリング理論〔担当：河原林〕

12 アンダーソン転移とエネルギー準位統計〔担当：河原林〕

13 二次元強磁場中の電子の運動（古典論）〔担当：河原林〕

14 二次元強磁場中の電子の運動（量子論）〔担当：河原林〕

15 複合フェルミオン描像と量子ホール効果〔担当：河原林〕

【３】 到達目標

前半では、スピントロニクスと呼ばれる新しい物性分野について、また、後半では，固体中の輸送現象おいて不純物散乱や磁場の
効果によって生じる金属絶縁体転移（アンダーソン転移）や量子ホール効果といった量子現象を理解するための基礎的な概念や量
子状態の基礎的な性質について、基本的な物理現象とその応用について習得し、こうした現象の原理を理解するとともに、理想的
な場合において、物理量の評価ができるようになることを目標とする。

【４】 授業概要および授業方法

前半ではスピン流という新しい概念と、スピン流を利用した様々な物理現象について、後半では，不純物散乱がある場合の電子状
態の性質やアンダーソン転移のスケーリング理論、強磁場中の電子状態などについて、近年の研究成果も交えながら詳しく解説す
る。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

特に予習は必要ではないが、授業内容に関しては十分に復習（１８０分程度）することが望ましい。

【６】 教科書・参考書・参考資料

特に教科書は指定しない。
〔参考書〕西森秀稔著「相転移・臨界現象の統計物理学」（培風館，2005）
〔参考書〕吉岡大二郎著「量子ホール効果」（岩波書店， 1998）
〔参考書〕井上順一郎著「スピントロニクス」（共立出版，2010）

【７】 評価方法およびフィードバック

随時課すレポートによる評価を点数化し１００点満点で評価する。　提出されたレポートは、コメントをつけて返却する。

【８】 オフィスアワー

河原林：月曜５限、金曜５限
大江：月曜５限
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【９】 関連科目

特になし

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・金２・1学年・2単位

科　目 応用物理学

(Applied Physics)

金　衛国、中嶋　善晶担当教員

コースナンバー：PHY-1103

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

この授業は、(1) 光発生を中心としてレーザーの基礎、および光波制御を中心として非線形光学、光変調、光検出、光増幅を理解
すること(2) さまざまなレーザー分光法を紹介し、電子と原子核との相互作用、そして原子スペクトル・原子構造を理解すること
を目的とする。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
自然科学の光学・原子物理学分野における基礎学力やスキルの習得

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
光学・原子物理学分野の知識と技術を習得し、それらを問題解決に応用することができる。
（１）レーザー光の発生と光波の制御に関する知識を習得する。
（２）原子スペクトルから原子の基礎定数・物理量を導く知識を身につける。

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 電磁界と電磁波1（担当：中嶋）：Maxwell方程式、エネルギー密度、ポインティングベクトル、波長分散と群速度を解説す
る。

2 電磁界と電磁波2（担当：中嶋）：光の偏光状態とジョーンズ行列法を解説し、異方性媒質中の電磁波の伝搬や位相遅れにつ
いて理解する。

3 光線および光の伝搬（担当：中嶋）：光線行列を解説し、ガウシアンビームや光ファイバについて理解する。

4 光共振器（担当：中嶋）：Fabry-Perot共振器を解説し、光共振器の共振周波数について理解する。

5 放射と原子系の相互作用（担当：中嶋）：原子中を電磁波が伝搬する際の物理について解説し、屈折率、分散、吸収の物理
的起源について理解する。

6 レーザー理論（担当：中嶋）：レーザー発振の原理を解説し、3準位系レーザー、4準位系レーザー、およびモード同期動作
について理解する。

7 光コム1（担当：中嶋）：光コムの原理を解説し、光コムの繰り返し周波数とキャリア・エンベロープ・オフセット周波数に
ついて理解する。

8 光コム2（担当：中嶋）：光コムの光源を解説し、光コムの最先端の研究を紹介する。

9 単電子系の原子構造（担当：金）:Bohr　Modelから始まって量子力学の解を求め、単電子系の原子準位の固有値、固有関
数、特に量子数等の物理量を理解する。

10 微細構造（担当：金）：磁気モーメント及び角運動量との関係を説明し、スピン・軌道相互作用を計算して、電子の全角運
動量を導入し、原子の微細構造を理解する。

11 超微細構造（担当：金）：原子核の質量、電荷分布、核スピン、核の電磁気モーメントを解説する。磁気双極子相互作用、
電気４重極相互作用を計算し、また、実例を挙げ、超微細構造を理解する。

12 原子と外部電磁場との相互作用（担当：金）：外部磁場によるZeeman効果、外部電場によるStark効果を解説する。両効果の
異なる点を注意し、摂動を用いてそれそれのエネルギーを計算する。また、実例を挙げZeeman効果とStark効果を理解する。

13 レーザー分光の特徴（担当：金）：レーザーをもつ特徴からレーザー分光の特徴を説明する。また、レーザー分光の歴史、
物理学発展への貢献等も紹介する。

14 精密レーザー分光１（担当：金）：まず、分解能に密接するスペクトル線幅を解説する。吸収分光、Optogalvanic分光、共
鳴イオン化分光等のDoppler-limited分光法を紹介する。さらに、飽和分光、原子線分光、イオンビーム共線分光等の高分解
能分光法を紹介する。

15 精密レーザー分光２（担当：金）：レーザー冷却の原理、装置を説明し、中性原子の減速方法を解説する。さらに、ボー
ス・アインシュタイン凝縮等の最新端の研究を紹介する。

【３】 到達目標

1．レーザーの動作原理を説明できる。
2．光コムを説明できる。
3．原子スペクトルの構造を説明できる。
4．様々な精密レーザー分光を説明できる。

【４】 授業概要および授業方法

レーザー光と原子の相互作用に基づいて、（1）原子スペクトルの微細構造・超微細構造、及びレーザー分光法、（2）レーザーの
動作原理や光コムを解説する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

授業前にシラバスで授業計画を確認し、関連する分野について調べること。授業後には各回の授業で与えられた課題を、授業の復
習をすることにより解くこと。１回の授業ごとに１８０分の予習・復習が必要。
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【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書は特に使用しない。
参考書　(1) Amnon Yariv and Pochi Yeh: Photonics: Optical Electronics in Modern Communications (Oxford, 2006).
　　　　(2) Jun Ye and Steven T. Cundiff: Femtosecond Optical Frequency Comb: Principle, Operation and Applications
           (Springer, Norwell, 2010).
　　　　(3) H. Haken and H.C. Wolf: The Physics of Atoms and Quanta (Springer, Berlin, 1996).
　　　　(4) W. Demtroder: Laser Spectroscopy (Springer, Berlin, 1996).

【７】 評価方法およびフィードバック

授業への参加状況(３０％)、レポート評点(７０％)の合計点で評価する。課題のレポートは、評価したのち授業内で返却し、解答
のポイントを解説する。

【８】 オフィスアワー

金、中嶋、金：木曜日２時限

【９】 関連科目

特になし

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・木２・1学年・2単位

科　目 基礎物理学特論Ⅰ

(Particle Physics)

小川　了、中　竜大担当教員

コースナンバー：PHY-1201

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

素粒子物理学においては粒子崩壊率と散乱断面積が重要な観測量となる。これらは対応する素過程のファインマン図から振幅を求
め、フェルミの黄金律を用いて計算することができる。ミューオンの崩壊を例にその具体的な方法を学び、さらに後半は、対称性
および弱い相互作用のダイナミクスをニュートリノ相互作用を例に学ぶ。素粒子物理学に対する理解を深めることを目的とする。

高度な専門知識を学ぶ

＜教育目標＞

素粒子物理学に関する高度な専門知識を学ぶ。

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 The Feynman Calculus    1 Lifetimes and Cross Sections〔担当：渋谷〕

2 The Feynman Calculus    2 The Golden Rule〔担当：渋谷〕

3 The Feynman Calculus    3 The Feynman Rules for a Toy Theory〔担当：渋谷〕

4 Quantum Electrodynamics 1 The Dirac Equation〔担当：渋谷〕

5 Quantum Electrodynamics 2 Solutions to the Dirac Eq. and Bilinear Covariants〔担当：渋谷〕

6 Quantum Electrodynamics 3 The Feynman Rules for QED〔担当：渋谷〕

7 Quantum Electrodynamics 4 Casimir's Trick and the Trace Theorems〔担当：渋谷〕

8 Weak Interactions       1 Decay of the Muon〔担当：渋谷〕

9 Weak Interactions       2 CKM Matrix〔担当：小川〕

10 Symmetry                1 Symmetry in Particle Physics〔担当：小川〕

11 Symmetry                2 CPT〔担当：小川〕

12 Symmetry                3 Symmetry Breaking〔担当：小川〕

13 Weak Interactions       3 Neutrino Interaction〔担当：小川〕

14 Weak Interactions       4 Neutrino Oscillation〔担当：小川〕

15 Weak Interactions       5 High Energy Neutrinos〔担当：小川〕

【３】 到達目標

ミューオンの崩壊率、平均寿命を素過程のファインマン図から振幅を求め、フェルミの黄金律を用いて計算できる。
対称性および弱い相互作用のダイナミクスを理解し、説明できる。

【４】 授業概要および授業方法

まず、ファインマン図から遷移確率を計算する方法の概要を学び、次に電磁相互作用、さらに弱い相互作用の具体例を通して素粒
子物理学の実際的な計算手法を習得することを目指す。素粒子物理学における対称性とニュートリノの相互作用を通して実験的手
法を習得する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

量子力学、特に時間に依存する摂動論を復習しておくこと。
特殊相対性理論の基礎知識も必要である。
毎回180分の準備学習が必要である。

【６】 教科書・参考書・参考資料

David Griffiths: “Introduction to Elementary Particles”, 1987, John Wiley & Sons, Inc.
T.D. Lee: “Particle Physics and Introduction to Field Theory”, Harwood．
政池　明：「大学院素粒子物理I」第５章“時空の対称性”、講談社．
長島　順清：「素粒子物理学の基礎II、朝倉書店．
F.ハルツェン・A.D.マーチン 共著、小林 澈郎・広瀬 立成 共訳：「クォークとレプトン -現代素粒子物理学入門-」、培風館.

【７】 評価方法およびフィードバック

レポートにより評価する。授業内で改善点など講評を行う。

【８】 オフィスアワー

http://www.ph.sci.toho-u.ac.jp/curriculum/office_hour/ を参照すること。
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【９】 関連科目

基礎物理学
なし

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・月１・1学年・2単位

科　目 物性物理学特論Ⅰ

(Special Topics in Condensed Matter Physics Ⅰ)

田嶋　尚也、森成　隆夫担当教員

コースナンバー：PHY-1202

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

固体中の電子の基本的な性質を理解する。分子性導体のパイ電子状態、固体で実現する質量ゼロのディラック電子、（高温）超伝
導体や量子輸送現象、トポロジカル絶縁体などの最近のトピックスに実験と理論の両面から触れる。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）
技術者が背負う社会的責任の重さの理解（２）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 固体中の電子（田嶋）

2 バンドモデルI（田嶋）

3 バンドモデルII（田嶋）

4 電場・磁場中の電子（田嶋）

5 ボルツマン方程式と輸送現象（田嶋）

6 低次元金属の磁気抵抗効果（田嶋）

7 固体中のディラック電子I（田嶋）

8 固体中のディラック電子II（田嶋）

9 超伝導の基礎（森成）

10 BCS理論I（森成）

11 BCS理論II（森成）

12 非BCS超伝導（森成）

13 トポロジカル絶縁体1（森成）

14 トポロジカル絶縁体2（森成）

15 ワイル・ディラック半金属と量子異常（森成）

【３】 到達目標

近年の電子デバイスの発展は非常に目覚ましい。このようなエレクトロニクス社会の中で、時代の流れに適応し活躍していくに
は、その基礎となる電子の性質を理解することが大変重要となる。そこで、この科目では分子性導体を中心にして、以下を習得す
る。
1. 固体中の電子のエネルギー構造を計算できる。
2. 固体における電子および質量ゼロのディラック電子の基本的な性質を説明できる。
3. 半古典モデルから、輸送現象を中心に電子の外場応答を計算できる。
4. 超伝導現象の基礎であるBCS理論と非BCS理論を説明できる。
5. トポロジカル絶縁体と呼ばれている物質の表面電子状態を説明できる。

【４】 授業概要および授業方法

主な講義項目は以下の通りである。前半1－8回は田嶋が定期的な講義を、9－15回は森成が集中講義を行う。内容は、固体電子物
性に関する基本的な説明をした後、固体中の電子構造とその磁気抵抗効果、ディラック電子系、トポロジカル絶縁体など最新の話
題を提示する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

復習を十分して、疑問点は質問するなどして解消しておくこと。授業ごとに三時間程度の復習が必要である。
授業中に紹介した例などを関心をもって調べ、理解を深めることが望ましい。

【６】 教科書・参考書・参考資料

山下次郎・長谷川章　訳「ザイマン 固体物性論の基礎」（丸善）
鹿児島誠一　編著「低次元導体」（裳華房）
鹿野田一司・宇治進也　編著　「分子性物質の物理」（丸善）
恒藤敏彦，「超伝導・超流動」（岩波書店）
野村 健太郎，「トポロジカル絶縁体・超伝導体」(丸善)

【７】 評価方法およびフィードバック

レポート(70%)と出席(30%)の合計で評価する。レポート提出後、解説を行う。
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【８】 オフィスアワー

木曜日1・2限

【９】 関連科目

なし

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

森成の担当分の講義時間および講義室に関して、掲示を注意すること

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・火２・1学年・2単位

科　目 物性物理学特論Ⅲ

(Special Topics in Condensed Matter Physics Ⅲ)

赤星　大介、鈴木　健士担当教員

コースナンバー：PHY-1204

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

最近の凝縮系物理の研究を進める上で基礎となるような概念を身につけることを目的とする。具体的には、「非自明なトポロジー
を持つ物質系」や「強相関電子系」に焦点をあてて概説する。関連論文や学会講演の内容の大筋が理解できることを目標とする。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 序論〔担当：鈴木〕：本講義で対象とする非自明なトポロジーを持つ系、強相関電子系を概説する。

2 対称性〔担当：鈴木〕：自発的対称性の破れと相転移の概念について、ランダウの理論に基づいて解説する。

3 量子論的位相とトポロジー〔担当：鈴木〕：量子力学的位相の概念を導入する。

4 量子ホール絶縁体〔担当：鈴木〕：量子ホール効果について復習するとともに、そのトポロジーとの関係を議論する。

5 トポロジカル物質I〔担当：鈴木〕：トポロジカル絶縁体について、通常の金属・絶縁体との違いを中心に議論する。

6 トポロジカル物質II〔担当：鈴木〕：トポロジカル半金属が示す特徴について議論する。

7 磁性系におけるトポロジー〔担当：鈴木〕：非自明なトポロジーを持つ磁気構造とその系が示す物性について議論する。

8 前半のまとめと研究の動向〔担当：鈴木〕：これまでの内容をまとめ、発展的な内容も含む最近の件研究の動向について紹
介する。

9 物質中の電磁気学〔担当：赤星〕

10 化学結合の種類と酸化物の結晶構造〔担当：赤星〕

11 物質の電気的特性〔担当：赤星〕

12 物質の磁気的特性〔担当：赤星〕

13 強相関電子系としてのペロブスカイト型酸化物〔担当：赤星〕

14 高温超伝導〔担当：赤星〕

15 超巨大磁気抵抗効果〔担当：赤星〕

【３】 到達目標

非自明なトポロジーや強相関系の基礎概念を理解しイメージ化できるようになる。関連論文や学会講演の内容の「大筋」が理解で
きるようになる。

【４】 授業概要および授業方法

非自明なトポロジーを持つ系とトポロジカルに自明な系との違いについて、及び、非自明なトポロジーにより現れる特徴的な物性
のかについて概説する。強相関系ではペロブスカイト構造の物性を中心に高温超伝導や超巨大磁気抵抗効果について述べる。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

開講前に学部科目の量子力学A, B、固体物理学A, Bの科目を復習しておくこと。講義中には課題を出すので、次回の講義までに取
り組みまとめておくこと（３時間）。

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書は使用しない。（参考書）野村健太郎：「トポロジカル絶縁体・超伝導体」（丸善出版）、
十倉好紀：「強相関電子と酸化物」（岩波講座　物理の世界、さまざまな物質系1）岩波書店、など
必要に応じて、資料を配布する。

【７】 評価方法およびフィードバック

複数回のレポート(70%)と講義中の質疑応答(30%)で評価する。受講者から提出された課題レポートについては、講義中に受講者全
員で検討し議論を行う。

【８】 オフィスアワー

物理学科のホームページ http://www.ph.sci.toho-u.ac.jp/curriculum/office_hour/ を参照

- 74 -



【９】 関連科目

学部科目の量子力学、統計力学、固体物理学、卒業研究

〔予め学んでおくとよい科目〕

物理学特別研究、物理学演習

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・月２・1学年・2単位

科　目 応用物理学特論Ⅰ

(Special Topics in Applied Physics Ⅰ)

古川　武担当教員

コースナンバー：PHY-1205

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

原子・分子およびそれらのイオンに関する分光学・反応動力学の講義を行う。特に原子・分子・イオンと光・電子との相互作用を
中心に、現代科学を支える原子分子物理学について理解を深めることを目標とする。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 原子の構造とエネルギー準位I：一電子原子

2 原子の構造とエネルギー準位II：二電子原子・多電子原子

3 原子と光の相互作用

4 二原子分子のエネルギー準位：振動・回転励起状態

5 二原子分子と光の相互作用

6 多原子分子のエネルギー準位と状態間遷移

7 原子の反応過程I：粒子散乱

8 原子の反応過程II：高励起原子

9 原子の反応過程III：多価イオン

10 分子の反応過程I：二原子分子の解離反応

11 分子の反応過程II：マイクロ波分光

12 分子の反応過程III：多原子分子の場合

13 原子分子の応用研究I

14 原子分子の応用研究II

15 レポート作成

【３】 到達目標

原子・分子の電子励起状態、振動励起状態、回転励起状態とそのエネルギー準位について説明できる。
原子・分子・イオンと光・電子の相互作用、反応動力学について説明できる。
多原子分子の状態密度と各種反応速度定数の関係について説明できる。

【４】 授業概要および授業方法

基礎的な量子力学や化学物理、量子化学などの確認からはじめ、一原子分子、二原子分子、多原子分子、それぞれの準位構造や反
応過程について順を追って講義する。関連した実験技術も随時紹介し、終盤では原子分子を応用した最先端の研究について紹介も
行う。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

事前に配布するプリントおよび参考書を読んでおくこと。
授業１回に対して180分の予習・復習が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書は特に使用せず、必要に応じて作成資料等を配布する。
〔参考書〕
(1) 高柳和夫：原子分子物理学、2000、朝倉書店.
(2) 金子洋三郎：化学者のための原子衝突入門、1999、培風館.
(3) 高柳和夫：原子衝突、2007、朝倉書店.

【７】 評価方法およびフィードバック

授業の節目ごとに計５回のレポートを課し、その内容により評価する。各20%。
各レポートは講義時、もしくはプリント配布にて解説を行う。

【８】 オフィスアワー

月曜４限、火曜２限、木曜２限
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【９】 関連科目

原子物理学、量子力学、表面物理学

〔予め学んでおくとよい科目〕

無し

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・月２・1学年・2単位

科　目 応用物理学特論Ⅱ（2020年度開講せず）

(Special Topics in Applied Physics II)

酒井　康弘担当教員

コースナンバー：PHY-1206

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

気相における孤立系の原子、分子、それらのイオン、および比較的小さなサイズのクラスターまでを対象とした原子・分子の物理
学を講義する。本講義では、断面積の概念や振動子強度などの物理量が、励起や電離、解離といった過程や化学反応、物質の性質
にどのように関わるのかを理解するとともに、それらを実験的に研究するための手法や知見について理解することを目標とする。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 原子・分子物理学概論（原子単位、衝突断面積の概念）

2 実験技術(1)　 光、電子、イオンの検出法

3 実験技術(2)　 荷電粒子のエネルギー分析、価数分析

4 実験技術(3)　 質量分析

5 原子や分子の電子状態

6 光吸収法と電子エネルギー損失分光法

7 Born近似と振動子強度

8 放出電子の分光
（Auger電子分光法、光電子分光法、しきい電子分光）

9 質量分析の応用

10 同時計測技術

11 電子運動量分光法

12 多価イオン

13 発光分析

14 最新の研究から

15 まとめ

【３】 到達目標

衝突断面積や振動子強度といった物理量を古典論、量子論両方の立場から説明できる。
荷電粒子の検出、分析等の原理について説明できる。
さまざまな分光法について説明できる。

【４】 授業概要および授業方法

内容としては、基礎的である。学部で履修した量子力学や化学物理、量子化学などの知識を踏まえ、断面積の概念からはじめて、
最終的には現在行われている最先端の研究の紹介も行う。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

量子力学の知識は必須である。
予習：90分程度が必要。初回講義では水素原子までの範囲は完全に理解して講義に臨むこと。その他の会は、前回までの内容を理
解しておくこと。
復習：90分程度が必要。演習問題を解いておくこと。

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書は特に使用せず、必要に応じて作成資料等を配布する。
〔参考書〕
(1) 高柳和夫：原子分子物理学、2000、朝倉書店.
(2) 金子洋三郎：化学者のための原子衝突入門、1999、培風館.
(3) 高柳和夫：原子衝突、2007、朝倉書店.

【７】 評価方法およびフィードバック

授業中に課す小レポート（50％）と最終レポート（50％）で評価する。各レポートはコメント付きで返却するか、講義時に誤りの
多かった部分についての解説を行う

【８】 オフィスアワー

水曜日　2時限、金曜日5時限等
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【９】 関連科目

学部講義の量子力学A・B、同演習A・B、原子物理学Ⅱ、化学物理学

〔予め学んでおくとよい科目〕

応用物理学特論Ⅲ

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・火３、４・1学年・2単位

科　目 応用物理学特論Ⅲ

(Special Topics in Applied Physics Ⅲ)

酒井　康弘、古川　武、吉井　裕、坂上　裕之、池田　時浩、伊藤　由太担当教員

コースナンバー：PHY-1207

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

原子分子の電子状態を実験的に理解するいくつかの「分光法」を足がかりに、そこから得られる原子分子の世界の量子現象を理解
する。いくつかのトピックスにも触れて、最先端の研究状況についても理解を深める。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 プロローグ　分光、電子分光の基礎〔担当：酒井〕

2 電子分光とその応用〔担当：酒井〕

3 最近の研究から(1) 散乱電子ーイオン同時計測実験〔担当：酒井〕

4 プラズマ中の原子過程〔担当：坂上〕

5 最近の研究から(2) 多価イオン分光で太陽を探る〔担当：坂上〕

6 イオンと物質との相互作用〔担当：池田〕

7 最近の研究から(3) ガラスキャピラリーで生成したイオンマイクロビームによるDNA損傷研究〔担当：池田〕

8 レーザー分光〔担当：古川〕

9 最近の研究から(4) ポアンカレ蛍光〔担当：古川〕

10 原子・分子分光に基づく被ばく線量評価法〔担当：吉井〕

11 最近の研究から(5) 蛍光X線分析法の放射線測定への応用〔担当：吉井〕

12 質量分析・イオントラップとその応用 〔担当：伊藤〕

13 最近の研究から(6) 精密質量測定と超重元素の"安定の島〔担当：伊藤〕

14 フラグメントフリー質量分析〔担当：酒井〕

15 最近の研究から(7) フラグメントフリー質量分析を用いた呼気の分析〔担当：酒井〕

【３】 到達目標

さまざまな分光法により得られる情報から原子分子の物理を理解し説明できる

【４】 授業概要および授業方法

分光法は、原子分子物理だけでなくさまざまな分野で活用されている。本講義はそういった分光法の中から「光電子分光法」、
「電子エネルギー損失分光」といった電子分光と呼ばれるものから、太陽や核融合におけるプラズマ中の原子過程を探るための可
視、真空紫外、X線分光といったものまでさまざまな分光法を紹介し、そこから得られるさまざまな物理現象を概観する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

量子力学の知識は必須である。また春学期に行われる「応用物理学特論Ⅰ」または「応用物理学特論Ⅱ」も履修していることが望
ましい。
予習：90分程度が必要。初回講義では水素原子までの範囲は完全に理解して講義に臨むこと。その他の会は、前回までの内容を理
解しておくこと。
復習：90分程度が必要。講義中に提示された問題を再度やってみる。プリント(講義ノート）にある問題を解いておく。

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書は特に使用しないが、講義ノートを配布することがある。

【７】 評価方法およびフィードバック

講義の節目に、レポートを課し、その内容で評価する。（各20％）
各レポートはコメント付きで返却するか、講義時に誤りの多かった部分についての解説を行う

【８】 オフィスアワー

金曜日５時限
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【９】 関連科目

応用物理学特論Ⅰ 応用物理学特論Ⅱ（2020年度開講せず）
学部講義の量子力学A・B、同演習A・B、原子物理学Ⅱ、化学物理学

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

一部の講義は外部講師の先生方による集中講義の形をとるので講義の順番が前後することがある。掲示に注意してほしい

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 通年・集中・1学年・2単位

科　目 物理学特別講義Ⅲ

(Introduction to Contemporary PhysicsⅢ)

関口　雄一郎、中　竜大、小久保　英一郎、松本　重貴担当教員

コースナンバー：PHY-1208

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

この講義は、理学部の客員教授による特別講義である。現代物理学は、今日の目覚ましい科学技術の進歩を根底で支えるととも
に、我々の世界観をより豊かなものにする上で重要な役割を果たしている。本講義では、現代物理学の諸テーマの中からいくつか
トピックスを選び、それらについて学生向けに解説する。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 （小久保） 太陽系概観、天体の分類と特徴

2 （小久保） 原始惑星系円盤

3 （小久保） ダストから微惑星へ

4 （小久保） 微惑星から原始惑星へ

5 （小久保） 原始惑星から惑星へ

6 （小久保） 系外惑星系

7 （松本） 何故我々の宇宙に暗黒物質が存在すると言えるのか？

8 （松本） 暗黒物質が我々の宇宙の歴史で果たした役割について。

9 （松本） 宇宙のどこに暗黒物質はいるの？つまり暗黒物質の分布。

10 （松本） 暗黒物質について、これまでに分かっていること、分かっていないこと。

11 （松本） 魅力的な暗黒物質候補達についての紹介とその分類。

12 （松本） 暗黒物質問題の解決に向けて現在頑張っていること。

13 （小久保、松本）

14 （小久保、松本）

15 まとめ、レポート課題の提示

【３】 到達目標

惑星系の形成、構造、進化の基本物理を理解する。（小久保）
宇宙の暗黒物質(ダークマター)問題について正しく説明できる。本問題にたいする幾つかの魅力的な解決案について正しく説明で
きる。（松本）

【４】 授業概要および授業方法

（小久保英一郎）「惑星系の物理」
太陽系は惑星、衛星、環、小惑星、太陽系外縁天体、彗星と、質量・組成・軌道の違う多様な天体から構成されている。これらの
天体はどのような特徴をもち、どのようにして形成されたのだろうか。また、近年、観測によって銀河系には太陽系以外にも多様
な惑星系が存在することが明らかになっている。これらの惑星系は太陽系とは何が違うのだろうか。ここでは惑星系の構造・起
源・進化について、最新の観測・理論研究の成果を交えながら概説する。
（松本重貴）「暗黒物質の物理」
宇宙の暗黒物質問題について理論及び実験(観測)の両側面から言及し、暗黒物質が現代宇宙論において如何に重要な役割を果たし
ているのかにについて説明する。また暗黒物質について現在までに分かっていること、分かっていないことを丁寧にまとめ、その
解決方法について、最近の進展を含め説明する。講義全体を通し、直感的に本課題を理解出来るような講義を目指す。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

週2時間程度以上の復習を推奨する。特に、興味がある内容については、積極的に文献・論文等でより深く調べることを強く勧め
る。

【６】 教科書・参考書・参考資料

参考書（小久保）太陽系と惑星(渡部潤一他)、惑星形成の物理(井田茂・中本泰史)、Astrophysics of Planet Formation (P.
J.Armitage)
参考書（松本）見えない宇宙 (日本語) (ダン・フーパー (著), 柳下 貢崇 (翻訳)), 宇宙素粒子物理学（C.グルーペン (著), 小
早川恵三 (訳))
参考資料（松本）The waning of the WIMP? A review of models, searches, and constraints
(Giorgio Arcadi et al., Mar 21, 2017. 101 pp., Published in Eur.Phys.J. C78 (2018) no.3, 203
DOI: 10.1140/epjc/s10052-018-5662-y, e-Print: arXiv:1703.07364 [hep-ph])
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【７】 評価方法およびフィードバック

レポートの評価を80点、参加状況を20点として、合計が60点以上を合格とする。
※フィードバック―

【８】 オフィスアワー

物理学科ホームページの http://www.ph.sci.toho-u.ac.jp/curriculum/office_hour/ を参照すること。

【９】 関連科目

該当なし

〔予め学んでおくとよい科目〕

該当なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

この講義は、集中講義として行なう。日時等は追って掲示する。
履修登録は春学期に行なうこと。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・火１・1学年・2単位

科　目 分子構造論

(Molecular Structure)

内田　朗、後藤　勝、細井　晴子担当教員

コースナンバー：MOL-1102

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

「分子構造」は、狭義には分子の幾何学的な構造を意味するが、広義には分子内の電子的構造、言い換えれば化学結合をも意味す
る。この化学結合の知識を整理しておくことで、分子の立体構造をより深く考察することができる。授業では、分子軌道法を用い
て化学結合を統一的に理解することを目指す。また、タンパク質構造がどのような手法により解析されているのか，タンパク質の
構造が機能とどのように関連しているのかについて理解を深める。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 フーリエ変換（１）三角関数の直交性〔担当：内田〕

2 フーリエ変換（２）フーリエ級数を導く〔担当：内田〕

3 フーリエ変換（３）フーリエ級数の複素形式への拡張〔担当：内田〕

4 フーリエ変換（４）フーリエ級数からフーリエ変換へ〔担当：内田〕

5 フーリエ変換（５）フーリエ変換の性質〔担当：内田〕

6 タンパク質の構造解析（１）ソフトウェア〔担当：後藤〕

7 タンパク質の構造解析（２）位相の決定〔担当：後藤〕

8 タンパク質の構造解析（３）モデルの構築〔担当：後藤〕

9 タンパク質の構造解析（４）精密化の方法〔担当：後藤〕

10 タンパク質の構造解析（５）精密化の評価〔担当：後藤〕

11 分光とは〔担当：細井〕

12 電子スペクトル〔担当：細井〕

13 振動スペクトル〔担当：細井〕

14 レーザー〔担当：細井〕

15 時間分解分光〔担当：細井〕

【３】 到達目標

内田：フーリエ級数を導くことができる。フーリエ級数からフーリエ変換への拡張を理解する。
後藤：タンパク質の構造解析の流れを理解し、必要なプログラムを実行できる。
細井：分光法の原理を理解する。分子スペクトルから得られる情報を説明できる。

【４】 授業概要および授業方法

内田：Ｘ線結晶構造解析は、結晶によって回折されたＸ線のデータから電子密度を求めるものである。そこで重要な役割を果たし
ているフーリエ変換について解説する。
後藤：タンパク質構造の決定法を体験する。位相の決定、モデル分子の構築、精密化を行い、得られた立体構造から何が分かるの
かを解説する。
細井：分光の原理と、分子スペクトルから得られる様々な分子の性質について解説する。さらに生体関連分子に応用した最近の研
究例について概説する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

授業概要を参考に、学部等で学んだ関連分野の知識を復習して各講義に臨むこと。各授業に対して180分の予習・復習が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書は使用しない。必要に応じて資料を配する。
〔参考書〕「タンパク質の構造入門」Newton Press，「ポストゲノム時代のタンパク質科学」化学同人

【７】 評価方法およびフィードバック

授業態度20％および提出課題80％により評価する。提出された課題にコメントをつけ返却する。

【８】 オフィスアワー

内田：月曜５限，火曜３限（2205号室）。後藤：火曜４限，金曜４限（2207号室）。細井：月曜２限、木２限（4273号室）。
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【９】 関連科目

該当科目なし

〔予め学んでおくとよい科目〕

該当科目なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・木４、５・1学年・2単位

科　目 分子化学

(Biomolecular Chemistry)

古田　寿昭、渡邊　総一郎、渡邉　貴嘉担当教員

コースナンバー：MOL-1201

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

有機合成化学の基礎と，生命科学への貢献について講義する。学部講義と学術論文の間の溝を埋めるために必要な知識の習得を目
標にする。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
科学的な探究心・思考力・批判力を養う

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
根拠に基づいて科学的な推論を行い、結論を導く能力
問題解決のために積極的に他者と協働する態度

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 有機化学における選択性（古田）

2 有機合成反応（１）― 官能基変換反応（古田）

3 有機合成反応（２）― 炭素‐炭素結合形成反応（古田）

4 有機合成反応（３）― 遷移金属錯体触媒を利用する反応（古田）

5 逆合成解析の考え方の説明と問題演習（渡邊）

6 トランスフォームとレトロン（１）― Diels-Alder トランスフォーム（渡邊）

7 トランスフォームとレトロン（２）― カルボニル化合物の潜在極性と極性転換（渡邊）

8 トランスフォームとレトロン（３）― 合成等価体と官能基相互変換トランスフォーム（渡邊）

9 逆合成解析と実際の合成 ー 複雑な構造をもつ化合物の逆合成解析の実例（渡邊）

10 NMRによる有機化合物の構造決定 ― 1H NMR, 13C NMR, 2次元NMRの利用（渡邊）

11 生体分子の働きを調べる合成小分子 ― 最近のトピックスの紹介（渡邊）

12 ケミカルバイオロジー分野におけるトピックスの紹介：細胞の生理機能を調節して観察するケミカルプローブの開発１（古
田）

13 ケミカルバイオロジー分野におけるトピックスの紹介：細胞の生理機能を調節して観察するケミカルプローブの開発２（古
田）

14 ケミカルバイオロジー分野におけるトピックスの紹介：非天然アミノ酸のタンパク質への部位特異的導入技術の開発と応用
１（渡邉）

15 ケミカルバイオロジー分野におけるトピックスの紹介：非天然アミノ酸のタンパク質への部位特異的導入技術の開発と応用
２（渡邉）

【３】 到達目標

官能基変換反応や炭素-炭素結合形成反応について、実例を挙げて説明できる。生命科学研究において有機合成化学が果たす役割
について実例を挙げて説明できる。

【４】 授業概要および授業方法

有用な有機化合物を合成する際に必要な合成戦略の計画法と、それを実現するための種々の合成反応について紹介する。また、有
機化合物を分光学的に調べる方法や、生体機能関連化学の研究法、最近のトピックスなどについて解説する。

授業方法：プリントを配布し、それを参照しながら講義を進める。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

配布プリントの予習、講義内容の復習、および指定された宿題の解答。授業ごとに180分の予習・復習が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

〔参考書〕人名反応に学ぶ有機合成戦略（化学同人），生命現象を理解する分子ツール（化学同人），別冊化学分子イメージング
（化学同人），CSJ Current Review 6 核酸化学のニュートレンド（化学同人），ウォーレン有機化学（上，下）（東京化学同
人），大学院講義有機化学I，II（東京化学同人），知っておきたい有機反応100（東京化学同人），ウォーレン有機合成　逆合成
からのアプローチ（東京化学同人）など。

【７】 評価方法およびフィードバック

講義内容の理解を確認する課題 100％。課題回収後に模範解答の配布と講評を行う。

【８】 オフィスアワー

古田：水曜日・２時限、木曜日・４時限（ただし担当者の実習期間を除く）
渡邊：木曜日・５時限、金曜日・５時限（ただし担当者の実習期間を除く）
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【９】 関連科目

特になし

〔予め学んでおくとよい科目〕

生物分子科学演習，生物分子科学特別研究

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・金４、５・1学年・2単位

科　目 分子生物学Ａ

(Molecular Biology Ａ)

渡邉　直子、藤崎　真吾、曽根　雅紀、長瀬　隆弘、鈴木　えみ子担当教員

コースナンバー：MOL-1203

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

分子生物学的な観点からさまざまな生命現象を理解することを目的とする。
［長瀬］ゲノム生物学の基礎から応用までを理解する。
［鈴木］電子顕微鏡法の理論と手法および応用法を理解する。
［藤崎］生体膜脂質の構造と機能およびその研究法を理解する。
［渡邉］外界からの刺激に対する細胞内シグナル伝達経路を理解する。
［曽根］動物個体で起きる生命現象の分子メカニズムを理解する。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 ゲノム生物学とゲノム解析研究〔担当：長瀬〕

2 ゲノム構造解析と遺伝子探索〔担当：長瀬〕

3 ゲノム機能解析（オミクス学）への展開〔担当：長瀬〕

4 電子顕微鏡の動作原理と手技の基礎〔担当：鈴木〕

5 電子顕微鏡法の進歩と応用法〔担当：鈴木〕

6 遺伝子変異体の電子顕微鏡による解析法〔担当：鈴木〕

7 生体膜脂質の構造と進化〔担当：藤崎〕

8 生体膜脂質の層間移動の分子機構〔担当：藤崎〕

9 生体膜マイクロドメインの構造と機能〔担当：藤崎〕

10 がん遺伝子とがん発症メカニズム〔担当：渡邉〕

11 細胞内シグナル伝達研究法〔担当：渡邉〕

12 増殖刺激に対する細胞内シグナル伝達〔担当：渡邉〕

13 モデル生物を用いた個体分子生物学〔担当：曽根〕

14 多細胞動物の発生の普遍的分子機構〔担当：曽根〕

15 モデル生物を用いた疾患研究〔担当：曽根〕

【３】 到達目標

1. ゲノム構造解析の手法および機能研究の状況を理解し、説明できる。
2. 電子顕微鏡法の原理と応用法を理解し、説明できる。
3. 分子生物学的手法による代謝調節研究法を理解し、説明できる。
4. がん化のメカニズムおよびシグナル伝達研究法を理解し、説明できる。
5. モデル動物個体を用いた分子生物学研究の概要を理解し、説明できる。

【４】 授業概要および授業方法

［長瀬］近年のゲノム生物学の発展について紹介しながら生命現象の理解に向けた研究法を概説する。
［鈴木］電子顕微鏡法の原理と試料作製法開発の歩みを概説し、さらに応用例について紹介する。
［藤崎］脂質生化学のトピックをとりあげ、基礎事項、研究史、最新の知見を解説する。
［渡邉］細胞外からの刺激は細胞内シグナル分子に伝達され、遺伝子発現は秩序立って制御されているが、シグナル伝達分子の変
異は細胞をがん化に向かわせる。本講義では、歴史的な流れに沿って、がん遺伝子による細胞がん化のメカニズムから種々のシグ
ナル伝達経路について概説する。
［曽根］本講義では、個体分子生物学の主要なトピックについての、種を超えて普遍的な分子機構について概説する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

配布したプリント、ノート、参考書を用いて復習、予習を行う。授業ごとに予習・復習がそれぞれ 180 分必要である。

【６】 教科書・参考書・参考資料

［長瀬］教科書は使わない。毎回プリントを配布する。
［鈴木］教科書は使わない。毎回プリントを配布する。参考書および参考資料は講義の中で紹介する。
［藤崎、渡邉、曽根］教科書は使わない。毎回プリントを配布する。参考書および参考資料は講義の中で紹介する。

【７】 評価方法およびフィードバック

すべての講義に出席した上で、４人の担当教員の課題レポートを提出する。各レポート 25% で合計 100% とする。
後日レポートを返却する。
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【８】 オフィスアワー

渡邉：月曜５限、水曜３限　藤崎：月曜3限、金曜3限　曽根：火曜2限、水曜3限
長瀬、鈴木：初回の授業に連絡方法を指示

【９】 関連科目

特に無し

〔予め学んでおくとよい科目〕

特に無し

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・金４、５・1学年・2単位

科　目 分子生物学Ｂ（2020年度開講せず）

(Molecular Biology Ｂ)

渡邉　直子、藤崎　真吾、曽根　雅紀、長瀬　隆弘、鈴木　えみ子担当教員

コースナンバー：MOL-1204

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

分子生物学的な観点からさまざまな生命現象を理解することを目的とする。
［長瀬］ゲノム生物学の基礎となるバイオテクノロジーや生物情報科学について紹介するとともに、成果の医療への応用について
概説する。
［鈴木］細胞の微細構造と機能およびその研究法を理解する。
［藤崎］生体膜脂質の構造と機能およびその研究法を理解する。
［渡邉］外界からの刺激に対する細胞内シグナル伝達経路を理解する。
［曽根］動物個体で起きる生命現象の分子メカニズムを理解する。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 ［長瀬］バイオテクノロジーの歴史

2 ［長瀬］生物情報科学とデータベース

3 ［長瀬］個々人のゲノム解析と医療への応用

4 ［鈴木］電子顕微鏡を使った細胞微細構造研究法の基礎

5 ［鈴木］電子顕微鏡を使った細胞微細構造研究法による細胞機能解析

6 ［鈴木］細胞微細構造研究法による細胞の病態理解

7 ［藤崎］動物におけるコレステロール生合成の調節の分子機構

8 ［藤崎] 植物・細菌におけるイソプレノイド生合成経路

9 ［藤崎］脂質代謝調節におけるリピドキナーゼ・リピドホスファターゼの役割

10 ［渡邉］がん抑制遺伝子と発がん

11 ［渡邉］増殖抑制に関わる細胞内シグナル伝達

12 ［渡邉］免疫応答に対する細胞内シグナル伝達

13 ［曽根］モデル生物を用いた遺伝解析の方法

14 ［曽根］ショウジョウバエを用いた発生研究

15 ［曽根］ショウジョウバエを用いた個体分子生物学の実践例

【３】 到達目標

1. ゲノム構造解析の手法および機能研究の状況を理解し、説明できる。
2. 細胞の微細構造と機能の概要およびその研究法を説明できる。
3. 分子生物学的手法による代謝調節研究法を理解し、説明できる。
4. がん化のメカニズムおよびシグナル伝達研究法を理解し、説明できる。
5. モデル動物個体を用いた分子生物学研究の概要を理解し、説明できる。

【４】 授業概要および授業方法

［長瀬］近年のゲノム生物学の発展について紹介しながら生命現象の理解に向けた研究法を概説する。
［鈴木］細胞の微細構造と機能およびこれらを明らかにした研究方法について、特に電子顕微鏡法を中心に概説する。
［藤崎］脂質生化学のトピックをとりあげ、基礎事項、研究史、最新の知見を解説する。
［渡邉］細胞外からの刺激は細胞内シグナル分子に伝達され、遺伝子発現は秩序立って制御されているが、シグナル伝達分子の変
異は細胞をがん化に向かわせる。本講義では、歴史的な流れに沿って、がん遺伝子による細胞がん化のメカニズムから種々のシグ
ナル伝達経路について概説する。
［曽根］本講義では、個体分子生物学の主要なトピックについての、種を超えて普遍的な分子機構について概説する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

配布したプリント、ノート、参考書を用いて復習、予習を行う。授業ごとに予習・復習がそれぞれ 180 分必要である。

【６】 教科書・参考書・参考資料

［長瀬］教科書は使わない。毎回プリントを配布する。
［鈴木］教科書は使わない。参考書および参考資料は講義の中で紹介する。
［藤崎、渡邉、曽根］教科書は使わない。毎回プリントを配布する。参考書および参考資料は講義の中で紹介する。
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【７】 評価方法およびフィードバック

すべての講義に出席した上で、４人の担当教員の課題レポートを提出する。各レポート 25% で合計 100% とする。後日レポート
を返却する。

【８】 オフィスアワー

渡邉：月曜５限、水曜３限　藤崎：月曜3限、金曜3限　曽根：月曜2限、火曜2限
長瀬、鈴木：初回の授業に連絡方法を指示

【９】 関連科目

特に無し

〔予め学んでおくとよい科目〕

特に無し

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特に無し

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・月３・1学年・2単位

科　目 分子医学（生物）／分子医学Ａ（分子）

(Molecular Medicine (Ａ))

永田　喜三郎、上野　太郎、多田　政子、松本　紋子、柴田　岳彦担当教員

コースナンバー：MOL-1205

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

永田：免疫機構（特に抗体形成段階）の異常によって引き起こされる疾病について解説し、学部で習得した知識を臨床的に実用化
する思考構築を目指す。多田：多能性幹細胞の遺伝子発現制御や特性を理解し、現在発展しつつある再生医療の是非や有効性を正
しく判断できるようになる。松本：活性酸素種による恒常性の維持と破綻に関する知見を理解し、説明できるようになる。上野：
自然科学の専門分野における基礎学力やスキルの習得する（基礎学力）。科学的思考力や情報検索力、判断力などの涵養する（科
学的素養）。柴田：病原体感染に伴う生体の免疫応答の制御と破綻について学ぶ。

高度な専門知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ

＜教育目標＞

専門分野および関連分野における高度な専門知識・技能

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 B細胞の初期分化〔担当：永田〕

2 プレB細胞受容体を介する情報伝達異常と免疫疾患の関わり〔担当：永田〕

3 遺伝子改変マウスを用いたアレルギー研究の最前線〔担当：永田〕

4 睡眠の分子遺伝学〔担当：上野〕

5 ケミカルバイオロジーを用いた神経科学〔担当：上野〕

6 睡眠医療の現状と未来〔担当：上野〕

7 幹細胞のエピジェネティクス（担当：多田〕

8 幹細胞のリプログラミング〔担当：多田〕

9 幹細胞の再生医療応用〔担当：多田〕

10 活性酸素種と抗酸化酵素〔担当：松本〕

11 酸化ストレスと疾患〔担当：松本〕

12 レドックス研究の最前線〔担当：松本〕

13 自然免疫の役割とその制御 ～炎症応答の制御機構に注目して～〔担当：柴田〕

14 獲得免疫の役割とその制御 ～アレルギー性喘息の制御機構に注目して～〔担当：柴田〕

15 ワクチンや抗体療法による予防や治療〔担当：柴田〕

【３】 到達目標

免疫学や疾患に関わる医科学の最新の研究成果についてレポートを作製したり、自身の研究論文に活用できるようになる。

【４】 授業概要および授業方法

永田：免疫不全症および免疫過敏症について最新の研究成果を解説する。多田：幹細胞のエピジェネティクスや体細胞核がリプロ
グラミングされる機構や再生医療への応用について学ぶ。松本：活性酸素種による恒常性の維持と破綻について、最新の研究成果
を解説する。上野：睡眠医学及び睡眠医療について、最新の研究成果を解説する。柴田：真菌やウイルス感染に伴う自然免疫や獲
得免疫応答について説明し、予防・治療について最新の研究を紹介する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

永田、多田、松本、上野、柴田：免疫学や生化学に対する一般的な知識（学部講義としては、免疫学、生化学)を再確認しておく
こと。
（予習）学部に履修した生物学（免疫学、生化学）の基礎的な知識の再確認しておくこと。
（復習）広い分野について講義するので、各講義ごとにまとめて知識を深めておくこと。
予復習ともに１コマ辺り180分程度設けること。

【６】 教科書・参考書・参考資料

各教員はそれぞれ資料を配布する。

【７】 評価方法およびフィードバック

参加態度（30％）とレポートまたは発表（70％）によって評価する。また、小テストの結果（レポートに含む）も評価する。提出
レポートについて内容が適切にまとめられているか、課題に適切に回答しているかについてフィードバックする。

【８】 オフィスアワー

永田：月曜・水曜2限 (2110室）、　多田：月曜・水曜2限（1402A室）、　松本：水曜3限（1408A室）、上野：月曜・火曜4限
(4281室）、
柴田：初回の授業に連絡方法を指示。

- 92 -



【９】 関連科目

免疫学Ⅰ・Ⅱ、生化学Ⅰ・Ⅱ
代謝生化学、応用生化学、レドックス生物学

〔予め学んでおくとよい科目〕

（専攻）演習Ⅰ～Ⅳ （専攻）特別研究Ⅰ～Ⅳ
特になし。

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

なし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：オムニバス
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2020 秋学期・月３・1学年・2単位

科　目 分子医学（生物）／分子医学Ｂ（2020年度開講せず）

(Molecular Medicine (Ｂ))

永田　喜三郎、上野　太郎、多田　政子、松本　紋子、柴田　岳彦担当教員

コースナンバー：MOL-1206

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

永田：自然免疫の基本的なしくみおよびその異常によって引き起こされる疾病について解説し、学部で習得した知識を臨床的に実
用化する思考構築を目指す。多田：多能性幹細胞の遺伝子発現制御や特性を理解し、現在発展しつつある再生医療の是非や有効性
を正しく判断できるようになる。。松本：神経変性疾患におけるミトコンドリア異常や凝集体形成に関する知見を理解し、説明で
きるようになる。上野：神経科学の基礎研究と臨床応用について学ぶ。柴田：病原体感染に伴う生体の免疫応答の制御と破綻につ
いて学ぶ。

高度な専門知識・技能と、科学的な探究心・思考力・批判力をもつ

＜教育目標＞

専門分野および関連分野における高度な専門知識・技能

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 自然免疫応答〔担当：永田〕

2 生体内での死細胞に対する応答〔担当：永田〕

3 自然免疫応答に対する老化の影響と疾患〔担当：永田〕

4 神経科学における計測技術〔担当：上野〕

5 神経科学における介入技術〔担当：上野〕

6 神経科学と臨床〔担当：上野〕

7 幹細胞のエピジェネティクス〔担当：多田〕

8 幹細胞のリプログラミング〔担当：多田〕

9 幹細胞の再生医療応用（担当：多田〕

10 ミトコンドリア呼吸鎖複合体〔担当：松本〕

11 タンパク質のミスフォールディングと凝集体形成〔担当：松本〕

12 神経変性疾患の新規バイオマーカー開発〔担当：松本〕

13 感染に伴う自然免疫の役割とその制御〔担当：柴田〕

14 感染に伴う獲得免疫の役割とその制御〔担当：柴田〕

15 今注目される免疫学の話題〔担当：柴田〕

【３】 到達目標

免疫学や疾患に関わる医科学の最新の研究成果についてレポートを作製してたり、自身の研究論文に活用できるようになる。

【４】 授業概要および授業方法

永田：自然免疫および老化について最新の研究成果を解説する。多田：幹細胞のエピジェネティクスや体細胞核がリプログラミン
グされる機構や再生医療への応用について学ぶ。松本：神経変性疾患のミトコンドリア 異常や凝集体形成に関する最新の研究成
果を解説する。上野：神経科学の最新の研究成果を解説する。柴田：真菌やウイルス感染に伴う自然免疫や獲得免疫応答について
説明し、予防・治療について最新の研究を紹介する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

永田、多田、松本、上野、柴田：免疫学や生化学に対する一般的な知識（学部講義としては、免疫学や生化学)を再確認しておく
こと。
（予習）学部に履修した生物学（免疫学や生化学）の基礎的な知識の再確認しておくこと。
（復習）広い分野について講義するので、各講義ごとにまとめて知識を深めておくこと。
予復習ともに１コマ辺り180分程度設けること。

【６】 教科書・参考書・参考資料

各教員はそれぞれ資料を配布する。

【７】 評価方法およびフィードバック

参加態度（30％）とレポートまたは発表（70％）によって評価する。提出レポートについて内容が適切にまとめられているか、課
題に適切に回答しているかについてフィードバックする。

【８】 オフィスアワー

永田：月曜・水曜2限（2110室）、　多田：月曜・水曜2限（1402A室）、松本：水曜3限（1408A室)、上野：月曜・火曜4限（4281
室）、
柴田：初回の授業に連絡方法を指示。
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【９】 関連科目

免疫学、分子医学I、生化学Ⅰ・Ⅱ
代謝生化学、応用生化学、レドックス生物学

〔予め学んでおくとよい科目〕

（専攻）演習Ⅰ～Ⅳ （専攻）特別研究Ⅰ～Ⅳ
特になし。

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：オムニバス
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2020 秋学期・木２・1学年・2単位

科　目 情報数学基礎論Ⅰ

(Fundamental Information MathemeticsⅠ)

豊田 哲也担当教員

コースナンバー：INF-1104

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

情報科学に必要な数学の基礎についての知識を深め応用する能力を養う．
前半は，束論/圏論について学ぶ．
後半は，複雑系科学について学ぶ．

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 ガイダンス，論理学のおさらい

2 束論の基礎，束とブール代数

3 論理学と束

4 圏論の基礎，トポスと基本定理

5 論理学と圏

6 束論/圏論の応用

7 束論/圏論のまとめとレポート課題

8 複雑系とは何か

9 フラクタル

10 カオス

11 セル・オートマトン

12 パーコレーション

13 複雑ネットワーク

14 マルチエージェントシミュレーション

15 複雑系のまとめとレポート課題

【３】 到達目標

束論・圏論の知識を習得し，様々なデータ構造を集合論から説明することができる．
身近な社会現象を複雑系科学の知見で説明することができる．

【４】 授業概要および授業方法

前半では，束論・圏論の理論を学び，数理論理学とくに集合論についての知識を深める．
後半では，複雑系科学に関する手法を通して計算機科学の知識を深め，さらに社会現象を説明できる能力を習得する．

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

授業で習ったことは必ずその日のうちに復習すること．
予習と復習あわせて180分の時間が必要．

【６】 教科書・参考書・参考資料

講義資料を配布予定．
[参考書]清水義夫：記号論理学講義，東京大学出版会．
[参考書]井庭崇，福原義久：複雑系入門-知のフロンティアへの冒険，NTT出版．

【７】 評価方法およびフィードバック

評価はレポート課題による．
レポートに対して改善点に関する講評をおこなう．

【８】 オフィスアワー

月曜４限

- 96 -



【９】 関連科目

「関数解析学」や「情報代数学」を学んでおくとよい．

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・木２・1学年・2単位

科　目 情報数学基礎論Ⅱ（2020年度開講せず）

(Fundamental Information MathematicsⅡ)

白柳　潔担当教員

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

情報科学に必要な数学の基礎についての知識を深め応用する能力を養う。本講義では、情報理論に必須な体の理論と、体と群の関
係を結ぶガロア理論について学ぶ。ガロア理論は、数学の中で最も美しい理論の一つである。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 3次方程式の解法

2 体の拡大

3 単純拡大

4 有限拡大と代数拡大

5 分解体

6 自己同型群と固定体I

7 自己同型群と固定体II

8 正規拡大（ガロア拡大）

9 ガロア理論の基本定理I

10 ガロア理論の基本定理II

11 可解群

12 べき根による方程式の可解性I

13 べき根による方程式の可解性II

14 定規とコンパスによる作図

15 まとめとレポート課題

【３】 到達目標

1.体の拡大について理解し、体の拡大次数や代数的数の最小多項式を求めることができる。
2.ガロア理論の基本定理を理解し、与えられたガロア拡大のガロア群を計算することができる。
3.5次以上の代数方程式が代数的に解けない理由を理解することができる。
4.以上を通じて、ガロア理論の美しさを感じることができる。

【４】 授業概要および授業方法

一般の体の拡大、ガロア拡大およびガロア群について学び、中間体と部分群の対応を記述するガロア理論を習得する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

授業で習ったことは必ずその日のうちに復習すること。また、授業中に出された練習問題は必ず解くこと。
予習と復習あわせて180分の時間が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

講義ノートによる。

【７】 評価方法およびフィードバック

評価はレポート課題による。
レポートに対して改善点に関する講評を行う。

【８】 オフィスアワー

金曜2限

【９】 関連科目

学部3年秋の「情報代数学」を学んでおくとよい。

〔予め学んでおくとよい科目〕
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【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・金３・1学年・2単位

科　目 数理科学基礎論Ⅰ

(Fundamental Mathematical ScienceⅠ)

豊田　昌史、木村　大輔担当教員

コースナンバー：INF-1104

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

情報科学の基礎となる数学理論についてのより進んだ内容について学び，深い知識と応用力，論理的思考力を養うことを目的とす
る．前半では，関数解析学の一分野である不動点定理について学ぶ. 「不動点」に関係する定理とその適用例を学び, ある不動点
定理と他の不動点定理, または, 不動点定理とある非線形問題の解との結びつきの理解を目指す. 後半では，理論計算機科学の一
分野である計算論の初歩について概説する．「計算」という概念を捉え，定式化した4つの計算モデルについて学び，それぞれの
特徴と性質の理解を目指す．

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 イントロダクション （豊田・木村(大)）

2 Banachの不動点定理と縮小系写像の不動点定理（豊田）

3 Banachの不動点定理と常微分方程式の解（豊田）

4 Banachの不動点定理と非整数階常微分方程式の解（豊田）

5 Banachの不動点定理とm-accretive作用素（豊田）

6 Ran-ReuringsおよびNieto-Lopezの不動点定理とその適用例（豊田）

7 Kneser-Tarskiの不動点定理とその適用例（豊田）

8 Kneser-Tarskiの不動点定理、縮小写像の不動点定理、Ran-ReuringsおよびNieto-Lopezの不動点定理（豊田）

9 チューリング機械 (木村(大))

10 whileプログラム (木村(大))

11 計算可能関数 (木村(大))

12 ラムダ式の定義，代入，ベータ簡約 (木村(大))

13 ベータ簡約の合流性 (木村(大))

14 ラムダ式の表現力と不動点演算子 (木村(大))

15 チャーチ・チューリングの提唱 (木村(大))

【３】 到達目標

1.授業で扱う不動点定理を説明できる. また, それぞれの不動点定理の適用例を少なくとも一つ説明できる.
2.講義で扱う4つの計算モデルについてそれぞれ理解し，計算可能な関数について説明できるようになる．

【４】 授業概要および授業方法

前半では，不動点定理について学ぶ. 特に, Banachの不動点定理や縮小写像系の不動点定理, Ran-Reuringsの不動点定理や
Nieto-Lopezの不動点定理などの順序と位相の両方を仮定した空間での不動点定理, Tarski-Kneserの不動点定理などの順序集合で
の不動点定理とその適用例を学ぶ. （豊田）
後半では，計算論についての基礎を学ぶ．4つの計算モデル，特にラムダ計算を中心として，チューリング機械や whileプログラ
ム，計算可能関数について解説する．これらの等価性について触れ，「計算とは何か」に対する1つの解答「チャーチ・チューリ
ングの提唱」について述べる． （木村(大)）

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

前回の授業のノートや文献を読み返す予習と,その日の授業の内容をノートにまとめ直す復習が必要である．合わせて１８０分の
授業準備の時間が必要である．

【６】 教科書・参考書・参考資料

参考書
増田久弥「応用解析ハンドブック」丸善出版
高橋正子「計算論 計算可能性とラムダ計算」(コンピュータサイエンス大学講座)近代科学社

【７】 評価方法およびフィードバック

評価はレポート課題による. レポート課題についての解説を行う.

【８】 オフィスアワー

豊田：火曜日２限
木村(大)：金曜日４限
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【９】 関連科目

なし

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・金３・1学年・2単位

科　目 数理科学基礎論Ⅱ（2020年度開講せず）

(Fundamental Mathematical ScienceⅡ)

豊田　昌史、木村　大輔担当教員

コースナンバー：INF-1108

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

情報科学の基礎となる数学理論についてのより進んだ内容について学び，深い知識と応用力，論理的思考力を養うことを目的とす
る．前半では，数学基礎論の中心である公理的集合論の初歩について学ぶ．関数や数などの数学の諸概念が集合を用いて定義でき
ることを示し，順序数や超限帰納法，選択公理についての理解を目指す．後半では，前半で学ぶ選択公理が使われる部分に注意し
つつ, 微分積分学と関数解析学のいくつかの定理を見直す. 特に, 連続関数とそれに関係する関数, および関数のつくる空間のも
つ性質について学ぶ.

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 イントロダクション （豊田・木村(大)）

2 集合論の公理系 (木村(大))

3 自然数，整数，有理数の構成 (木村(大))

4 実数の構成 (木村(大))

5 順序数 (木村(大))

6 整礎帰納法，超限帰納法 (木村(大))

7 選択公理 (木村(大))

8 Banach-Tarski のパラドクス (木村(大))

9 連続関数（豊田）

10 連続関数の性質（豊田）

11 連続関数のつくる空間（豊田）

12 連続関数と積分（豊田）

13 関数の不連続点（豊田）

14 空間の完備性（豊田）

15 関数解析学の定理と選択公理（豊田）

【３】 到達目標

1.数の概念の構成方法について理解し，集合概念がどのようにして数学の基礎を与えるかを説明できる．
2.連続関数および関数のつくる空間の性質について理解し, 選択公理がどのようにして使われるかを説明できる.

【４】 授業概要および授業方法

前半では，数学基礎論の初歩について学ぶ．特に，順序数と選択公理について学ぶ (木村(大))
後半では，微分積分学と関数解析学について学ぶ. 特に, 連続関数とそれに関係する関数, および関数のつくる空間のもつ性質に
ついて学ぶ.

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

前回の授業のノートや文献を読み返す予習と,その日の授業の内容をノートにまとめ直す復習が必要である．合わせて１８０分の
授業準備の時間が必要である．

【６】 教科書・参考書・参考資料

参考書
松坂和夫「集合・位相入門」岩波書店
洲之内治男「ルベーグ積分入門」内田老鶴圃

【７】 評価方法およびフィードバック

評価はレポート課題による. レポート課題についての解説を行う.

【８】 オフィスアワー

豊田：月曜日２限
木村（大）：金曜日４限
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【９】 関連科目

なし

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

なし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・木３・1学年・2単位

科　目 メディア科学基礎論Ⅰ

(Media Science:Basic TheoryⅠ)

数藤　恭子、松島　俊明担当教員

コースナンバー：INF-1102

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

本講義では、様々なメディア情報を処理・認識するために必要な理論や手法について講義する。本講義は、学部で学んだ画像処理
およびパターン認識の内容を元に、さらに進んだ手法や新しい理論等について学習、修得することを目標としている。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
画像認識や画像処理、機械学習理論がどのように応用され、社会的な問題を解決するため使われるかを学習する。

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
パーセプトロン、サポートベクタマシン、ディープラーニングといった機械学習に関するアルゴリズムと画像処理についての
知識と、それらのプログラミングに関する知識を習得する。

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 最近傍決定則〔担当：松島〕

2 パーセプトロン〔担当：松島〕

3 Widrow-Hoffの学習規則〔担当：松島〕

4 誤差逆伝播学習法〔担当：松島〕

5 クラスタリング〔担当：松島〕

6 プログラミング演習〔担当：松島〕

7 プログラミング演習のまとめ〔担当：松島〕

8 サポートベクタマシン（SVM)〔担当：数藤〕

9 確率的クラスタリング〔担当：数藤〕

10 確率的クラスタリング〔担当：数藤〕

11 隠れマルコフモデル〔担当：数藤〕

12 ディープラーニング〔担当：数藤〕

13 ディープラーニング（時系列データ）〔担当：数藤〕

14 演習〔担当：数藤〕

15 レポート作成（発表）〔担当：数藤・松島〕

【３】 到達目標

メディア情報を処理する際に必要となるパターン認識や画像情報処理の基礎的な事項について理解し、具体的な問題に適用するこ
とができるようになる。

【４】 授業概要および授業方法

講義内容は大きく分けてパターン認識編と画像処理編の２部からなる。パターン認識編は松島が担当し、画像処理編は数藤が担当
する。各講義は授業計画欄の内容を予定している。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

授業中に出題された課題を解いてくること。授業1回に対して、１８０分の予習復習が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

〔参考書〕中川聖一：パターン情報処理、丸善
〔参考書〕原田達也：画像認識、講談社

【７】 評価方法およびフィードバック

出席状況(演習課題)50%、レポート(または試験)50%で評価する。
提出された演習課題についての講評を行う。

【８】 オフィスアワー

数藤：(木)15:00-17:00
松島：(火)10:00-11:30、 (水) 10:00-11:30、(木) 15:00-17:00
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【９】 関連科目

パターン認識、コンピュータビジョン

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス

- 105 -



2020 春学期・2020年度開講せず・1学年・2単位

科　目 メディア科学基礎論Ⅱ（2020年度開講せず）

(Media Science:Basic TheoryⅡ)

数藤　恭子、松島　俊明担当教員

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

本講義では、様々なメディア情報を処理・認識するために必要な理論や手法について講義する。本講義は、学部で学んだ画像処理
およびパターン認識の内容を元に、さらに進んだ手法や新しい理論等について学習、修得することを目標としている。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
画像認識や画像処理、機械学習理論がどのように応用され、社会的な問題を解決するため使われるかを学習する。

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
音楽情報処理ならびに画像認識技術についての知識と、様々なパターン認識手法とそれらのプログラミングに関する知識を習
得する。

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 音楽情報処理の概要〔担当：松島〕

2 音響情報処理〔担当：松島〕

3 周波数分析と自動採譜〔担当：松島〕

4 演奏情報処理〔担当：松島〕

5 MIDIとSMF〔担当：松島〕

6 楽譜情報処理〔担当：松島〕

7 楽譜認識〔担当：松島〕

8 画像認識技術の分類〔担当：数藤〕

9 統計的特徴抽出〔担当：数藤〕

10 クラスタリング〔担当：数藤〕

11 EMアルゴリズム〔担当：数藤〕

12 トピックモデル〔担当：数藤〕

13 隠れマルコフモデル〔担当：数藤〕

14 画像認識の応用例〔担当：数藤〕

15 レポート作成（試験）〔担当：数藤・松島〕

【３】 到達目標

メディア情報を処理する際に必要となるパターン認識や画像情報処理、音楽情報処理の基礎的な事項について理解し、具体的な問
題に適用することができるようになる。

【４】 授業概要および授業方法

講義内容は大きく分けて音楽情報処理編と画像認識技術編の２部からなる。音楽情報処理編は松島が担当し、画像認識技術編は数
藤が担当する。各講義は授業計画欄の内容を予定している。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

授業中に出題された課題を解いてくること。授業1回に対して、１８０分の予習復習が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

〔参考書〕C.Roads：コンピュータ音楽－歴史・テクノロジー・アート、東京電機大学出版局、ISBN4501532106
〔参考書〕C.M.ビショップ：パターン認識と機械学習　上・下、丸善

【７】 評価方法およびフィードバック

出席状況(演習課題)50%、レポート(または試験)50%で評価する。
提出された演習課題についての講評を行う。

【８】 オフィスアワー

数藤：(木) 15:00-17:00
松島：(火)10:00-11:30、 (水) 10:00-11:30、(木) 15:00-17:00
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【９】 関連科目

パターン認識、コンピュータビジョン

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・金２・1学年・2単位

科　目 コンピュータ科学基礎論Ⅰ

(Fundamentals of Computer ScienceⅠ)

中島　悠、我妻　伸彦担当教員

コースナンバー：INF-1103

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

本授業では、コンピュータ科学の基礎論としてオブジェクト指向に基づくソフトウェア設計技術を学び、また近年注目される
ニューラルネットワークが学習する情報処理系と脳の情報処理メカニズムの比較を通じて、コンピュータ科学の基礎を理解するこ
とを到達目標とする。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 前半部の講義概要〔担当：中島〕

2 コンポーネントベースのソフトウェア工学、オブジェクトの概念〔担当：中島〕

3 クラスモデルの基礎〔担当：中島〕

4 Javaによるエージェントシミュレータの設計と実装の準備〔担当：中島〕

5 経路選択シミュレーションの設計と実装〔担当：中島〕

6 社会問題のシミュレーション1〔担当：中島〕

7 社会問題のシミュレーション2〔担当：中島〕

8 後半部の講義概要〔担当：我妻〕

9 脳の計算理論1 脳の計算素子と神経回路〔担当：我妻〕

10 脳の計算理論2 初期視覚系の数理モデル〔担当：我妻〕

11 脳の計算理論3 中高次視覚系の数理モデル〔担当：我妻〕

12 ニューラルネットワーク1 ニューラルネットワークの基本と学習〔担当：我妻〕

13 ニューラルネットワーク2 深層学習〔担当：我妻〕

14 脳とニューラルネットワーク〔担当：我妻〕

15 まとめ、期末レポートの説明〔担当：中島・我妻〕

【３】 到達目標

中島分：オブジェクト指向に基づくソフトウエア設計の手法・応用について理解し、実システム設計に活用できること。
我妻分:ニューラルネットワークの原理・手法・応用と脳の違いについて理解し、説明できること。

【４】 授業概要および授業方法

本授業の前半では、オブジェクト指向を中心としたソフトウェア設計の解説と実習をする。本授業の後半では、脳の視覚処理系と
深層ニューラルネットワークが学習する処理メカニズムについて紹介する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

中島分：授業前に資料を読んでおき、課題を解いておくこと｡
我妻分:授業前に資料を読み、課題に対する自分の考えをまとめておくこと。
毎回2～３時間程度の自習を想定している。

【６】 教科書・参考書・参考資料

〔参考書〕
　「オブジェクト指向とコンポーネントによるソフトウェア工学」（ペルディタ・スティーブンス著、児玉公信監訳、ピアソンエ
デュケーション）　「深層学習」（岡谷貴之著、講談社）、そのほかの参考書は講義で紹介する。

【７】 評価方法およびフィードバック

評価方法：　前半部(平常点50点)と後半部(平常点20点、期末レポート30点)の合計を評価とする。
フィードバック：　レポートを返却する。

【８】 オフィスアワー

中島　水13:00～16:10（第４を除く）
我妻  月10:00~12:00、金 15:30~16:30
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【９】 関連科目

以下の学部科目を学んでおくとよい。アルゴリズムとデータ構造、コンピュータアーキテクチャ、プログラミングC、神経回
路理論

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

なし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス

- 109 -



2020 春学期・木２・1学年・2単位

科　目 金融工学特論

(Advanced Financial Engineering)

高田　英行担当教員

コースナンバー：INF-1202

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

授業の目的：確率論の一分野である確率解析学の金融工学への応用を学ぶことで，基礎理論が実社会でどのように利用されている
かを学ぶ．
学習成果：基礎となる確率解析学について、応用を意識しながら学ぶことができる．また，実際に数値計算を行う際に必要とされ
る技術についても学ぶことができる．

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
複雑な金融市場を数理的にモデル化し解析するための数学的理論を学ぶことによって，金融分野に現れる社会的な問題を解決
するための能力を培う．

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
自然科学分野である確率解析学と社会科学分野であるファイナンス理論とを互いに関連づけ，複眼的なものの見方を習得す
る．
情報処理技術と金融分野にまたがる社会的実務を担うことのできる能力を身につける．

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 金融工学の概論
金融市場で取引されている証券価格や為替レートは，ランダムに変動しているように見える．従って，「それらは将来どの
ように変動していくのか」を予測することは非常に難しいと言えよう．金融工学という数学的アプローチでは，将来は予測
できないという立場に立ち，将来の不確実性をうまくコントロールする術を確立しようと試みる．どのように将来の不確実
性を確率論的に定式化し，どのような理論的解析を行うのか，この科目を通して体系的に学ぶことになる．初回の講義で
は，金融工学の考え方と，とくに講義で取り上げる比較的新しい理論の概要を紹介する．今年は非線型フィルタリングとい
う考え方を紹介する．

2 確率論の復習
確率解析学を学ぶために必須となる確率論の復習を行う．具体的には，事象，標本，σ-集合体，確率空間，確率変数，条件
付確率，確率密度関数，確率分布関数，期待値，分散，大数の法則などを復習する．ただし，測度論的確率論には深入りし
ないで直感的に確率測度の解説を行う．これらの用語の定義を自分で確認しておいて欲しい．（９０分）

3 離散時間フィルタリング（１）
金融市場の参加者が、市場から受け取る情報をもとに真の証券価格を推定しようとする状況を考える。受け取る情報にはノ
イズが含まれており、それを完全には分離できないことを前提に、市場参加者が最善を尽くす様子を数学的に厳密に定式化
する「純粋数学」と「金融」の境界領域の醍醐味を味わってほしい。ベイズの定理の様々なバージョンについて理解を深め
ることが出発点となる。

4 離散時間フィルタリング（２）
フィルタリング方程式の離散時間バージョンを導出する。

5 条件付期待値とマルチンゲール
離散時間確率過程の例としてランダムウォークを学び，マルチンゲールの概念を習得する．この際，条件付期待値の概念に
慣れる必要があるが，学部１年生のときに学んだ初等確率論の条件付期待値とは異なる点に注意を要する．初等確率論では
条件付期待値は単なる「数」と習ったであろうが，確率解析学では条件付期待値は「確率変数」である．この違いを混乱し
ないよう講義では配慮するが，学生のほうでもよく注意して聴いてほしい．合わせて，増大情報系（英語ではフィルタレー
ションと言う）の概念も習得する．とくに，σ-集合体について復習しておくこと．（４０分）

6 確率測度の変換
フィルタリング方程式を導出する際に用いられる確率測度の変換テクニックについて解説する。直感的な理解を助けるた
め、最初は２項ツリーモデルを用いて初等的な解説を行う。

7 ブラウン運動と確率積分（１）
確率過程の具体例として「ブラウン運動」を解説する．ブラウン運動とは，小さな粒子がジグザグにランダムに動き回る様
子を数学的に厳密に定義したもので，ブラウン運動する粒子が通った軌跡は決してとぎれない(即ち，連続な経路をもつ)
が，いたるところでジグザグしているので微分ができない(従って接線をひくことができない)という奇妙な性質を持つ．ブ
ラウン運動の二次変分について解説を行うが，大数の法則を用いるのでもういちど復習をしておいてほしい．
この回の予習として、正規分布および大数の法則について復習をしておくこと（１２０分）．

8 ブラウン運動と確率積分（２）
単純過程のブラウン運動による確率積分の定義と一般の確率過程の確率積分の定義（その１）
リーマン積分とリーマンスティルチェス積分について復習をしておくこと（１２０分）．

9 ブラウン運動と確率積分（３）
単純過程のブラウン運動による確率積分の定義と一般の確率過程の確率積分の定義（その２）

10 伊藤の公式
確率変数を滑らかな関数で変換すると，別の新たな確率過程ができあがる．ではその新しい確率過程はどのような確率法則
に従っているのであろうか? という疑問に応えてくれるのが「伊藤の公式」である．ここでは伊藤の公式の直感的な証明を
行い，応用例を多く経験することによって理解を深める．この回の予習として，一変数のテイラー展開について復習をして
おくこと．ただし剰余項については復習しなくてもよい（９０分）．

11 確率微分方程式
確率微分方程式とはどのようなものか，それの解とはどのような意味なのか，解説を行う．伊藤の公式を使って典型的な確
率微分方程式を解けるようになることを目標とする．講義のノートを見なくても確率微分方程式を解けるように復習をして
ほしい（１２０分）．
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12 連続時間フィルタリング（１）
非線型フィルタリング理論の設定（議論の出発点）を解説する。なにが問題となっているのか、なにが難しいのか、なにを
もって最適な推定値をするのか等、具体的な計算に入っていく前にストーリーをよく理解しておくことが大切である。

13 連続時間フィルタリング（２）
非線型フィルタリング方程式の導出を行う。

14 連続時間フィルタリング（３）
非線型フィルタリング方程式の導出を行う。時間があれば数値的に解くアルゴリズムについても黒板を使って解説する（コ
ンピュータは使わない）。

15 総括とまとめ

【３】 到達目標

金融に関する知識：証券価格の価格計算の基本的な考え方を説明できる．
数学に関する知識：確率解析学の基礎を学び，伊藤の公式を用いた確率微分方程式の計算をできる．ブラウン運動と確率積分の応
用例として非線型フィルタリング理論を学び，不確実性の取り扱い方と証券価格の価格付け理論について説明できる．

【４】 授業概要および授業方法

この数十年の金融工学の発展により、証券価格を基準財価格（銀行預金や郵便貯金など）で割ることで得られる確率過程がマルチ
ンゲールになるような確率測度（リスク中立確率測度と呼ばれる同値マルチンゲール測度である）を見つけることができれば、そ
の確率測度のもとでの条件付期待値の計算によってあらゆる証券の価格付けが可能であるという理論体系ができあがっている。数
理モデルを構築する際にはどの要素を不確実要素と仮定するかによって、様々なモデリングが提案されている。この講義では、不
完全情報のもとで価格付けを行うための基礎理論となる非線型フィルタリング理論について解説を行う。議論の大筋を理解するた
め、最初は離散時間のモデルを解説し、確率解析学の初歩を解説したあと、連続時間の非線型フィルタリング理論を解説する。時
間があれば、数値的に解くアルゴリズムであるパーティクル・フィルターについても解説を行いたい。最終講義では金融工学の
様々なところでフィルタリングが応用されている様子について紹介したい。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

講義中に資料を配布し，復習のポイントを都度指示するので，それに従って120分の復習を行うこと．講義の最後に，次回の講義
内容を紹介するとともに必要となる予備知識を列挙するので，60分の予習を行うこと．

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書:なし
参考資料：講義中に配布する
参考書:講義中に適宜紹介する

【７】 評価方法およびフィードバック

講義中に提示する練習問題に関するレポート課題（100%）．　レポート返却時にフィードバックを行う．

【８】 オフィスアワー

金曜３限

【９】 関連科目

学部１，２年生で学ぶ確率論についての初歩的な知識は仮定する．学部３年生春学期の「確率解析学」および秋学期の「ファ
イナンス数学」を履修していることが望ましい．履修していない場合でも理解できるよう講義中に必要な解説は行う．講義中
に配布する資料で予習復習を行うことが求められる．

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・水１・1学年・2単位

科　目 応用線型代数特論

(Linear algebra and its applications)

並木　誠、足立　智子担当教員

コースナンバー：INF-1204

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

本授業では、線形代数学や代数学の分野に関して、基礎理論から応用分野まで幅広く理解を深め、学習した内容を論理的に説明
し、実際の問題へ適用できるようになることを目標とする。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
線型代数学や代数学の基礎と応用分野について学ぶ。

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
線型代数学の知識を応用した、数理最適化理論、アルゴリズム、オペレーションズ・リサーチの分野への応用、代数学を応用
した暗号理論について学ぶ。

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 数学的準備〔担当：並木〕

2 数理計画法とは？〔担当：並木〕

3 線形計画法〔担当：並木〕

4 シンプレックス法〔担当：並木〕

5 双対理論〔担当：並木〕

6 制約なし最適化〔担当：並木〕

7 制約あり最適化〔担当：並木〕

8 代数学の基本概念〔担当：足立〕

9 剰余群〔担当：足立〕

10 群の準同型定理〔担当：足立〕

11 合同体〔担当：足立〕

12 体の拡大〔担当：足立〕

13 楕円曲線〔担当：足立〕

14 公開鍵暗号〔担当：足立〕

15 まとめ〔担当：並木・足立〕

【３】 到達目標

線形代数の知識や概念を理解し、それを最適化理論や暗号化理論に応用することができる。

【４】 授業概要および授業方法

授業の前半では、線形代数学の応用分野としての数理最適化理論に関して、講義あるいは輪講を行う。後半部では、代数学の知識
を前提に、初等整数論、また、この理論を用いた暗号への応用について、講義あるいは輪講を行う。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

学部の授業の，線形代数，代数，解析学などを習熟しておくこと。１８０分の予習・復習が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書・参考書は授業中に適宜紹介する。

【７】 評価方法およびフィードバック

授業での平常点(10%)、輪講評点(30%)、レポート評点(60%)の合計点で評価する。輪講や授業で行う演習の模範解答を配布する。

【８】 オフィスアワー

足立：木曜日午後3時～　　並木：木曜日午後4時～

【９】 関連科目

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし

〔この科目に続く内容の科目〕
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【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・月２・1学年・2単位

科　目 代数・幾何特論

(Topics in Algebra and Geometry)

野田　健夫、安冨　真一担当教員

コースナンバー：INF-1208

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

代数と幾何の分野から話題を選び、その学習を通じて現代的な数学の手法を理解し、発想力・問題解決能力を身に付けることを目
標とする。前半と後半はそれぞれ独立した内容である。前半は数の幾何に題材を取りLLLアルゴリズムを扱う。同アルゴリズムは
格子の最小ベクトルを近似的に求めるアルゴリズムで様々な応用を持つ。後半の幾何では、位相幾何の主要な基礎理論の１つであ
るホモロジー理論を扱う。ホモロジー理論は連続写像によって変わらない図形・空間の本質的特徴を代数的に記述する手法で、図
形・空間を大域的に比較するのに役立つ。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 Latticeの基本的性質〔担当：安冨〕

2 LLLアルゴリズムの目的〔担当：安冨〕

3 ガウスのLattice basisアルゴリズム〔担当：安冨〕

4 グラム・シュミットの直交化法について〔担当：安冨〕

5 LLLアルゴリズムについて〔担当：安冨〕

6 LLLアルゴリズムの解析〔担当：安冨〕

7 LLLアルゴリズムの応用〔担当：安冨〕

8 整数環上の加群〔担当：野田〕

9 単体複体〔担当：野田〕

10 同相とホモトピー同値〔担当：野田〕

11 鎖複体とホモロジー群〔担当：野田〕

12 オイラー数〔担当：野田〕

13 完全系列〔担当：野田〕

14 曲面のホモロジー群〔担当：野田〕

15 学習到達度の確認〔担当：安冨・野田〕

【３】 到達目標

１．LLLアルゴリズムについてその基本的な性質，定理を理解し説明することができる．
２．単体複体のホモロジー群について、定義・基本性質・計算方法を理解し説明することができる。

【４】 授業概要および授業方法

前半では格子の基礎理論から始め、LLLアルゴリズムの内容、解析、応用を掘り下げて学んでいく。
後半は、代数的準備として加群の準同型から始め、単体複体としての図形の記述、ホモロジー群の定義、完全系列と計算手法に話
題を広げていく。
東邦大学eラーニングサイト上のコースを用いて授業資料の掲示や課題提出を行う。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

微分積分と線形代数に関する基本的な知識を前提とするので復習しておくこと。また毎回の授業では高度な数学が展開されるので
その定着のためには復習が求められる。授業ごとに１８０分の予習・復習が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

前半：教科書は特に指定しない。『Lattice Basis Reduction: An Introduction to the LLL Algorithm and Its
Applications,Murray R. Bremner著』を主な参考書とする。
後半：教科書は特に指定しないが、参考書として次を挙げる：
阿原一志『計算で身につくトポロジー』（共立出版）
平岡裕章『タンパク質構造とトポロジー』（共立出版）

【７】 評価方法およびフィードバック

いくつかの課題を提示しそのレポートで評価する。野田の評価を50％安冨の評価を50％とする。
レポートについては講評を行う。

【８】 オフィスアワー

安冨：火曜日17:00～19:00
野田：月曜日16:00～17:30
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【９】 関連科目

前半・後半共に線形代数の知識は駆使していきますので、線形代数を復習しておいてください。

〔予め学んでおくとよい科目〕

無し

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

数学に興味を持つ他専攻の学生も歓迎します。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・金２・1学年・2単位

科　目 応用解析学特論（2020年度開講せず）

(Advanced Applied Analytics)

木村　泰紀担当教員

コースナンバー：INF-1211

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

本講義は, 数学の理論の一つである「関数解析学」の諸概念について理解し、情報科学の研究おいて実際に利用できるようになる
ことを目的とする。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 ノルム空間：ノルムの公理を理解し、ノルム空間の例をあげることができるようになる

2 バナッハ空間：バナッハ空間の定義を理解し、いくつかの具体的な空間がバナッハ空間であることを証明できるようになる

3 有界線形作用素：有界線形作用その定義を理解し、その基本的な性質を示すことができるようになる

4 作用素ノルム：作用素ノルムの定義を理解し、具体的な作用素のノルムを計算できるようになる

5 共役空間：共役空間の概念を理解し、基本的なノルム空間の共役空間を求められるようになる

6 一様有界性定理：一様有界性の定理及びその証明を理解し、具体的な例に応用できるようになる

7 開写像定理：開写像定理及びその証明を理解し、具体的な例に応用できるようになる

8 ハーン・バナッハの定理：ハーン・バナッハの定理及びその証明を理解し、具体的な例に応用できるようになる

9 汎関数族の誘導位相：汎関数の誘導位相の定義を理解し、誘導位相の開基の性質を応用できるようになる

10 弱位相：弱位相の定義を理解し、その基本的な性質を示すことができるようになる

11 回帰性：回帰性の定義を理解し、具体的な空間が回帰的かどうか判別できるようになる

12 汎弱位相：汎弱位相の定義を理解し、その基本的な性質を示すことができるようになる

13 共役作用素：共役作用素の定義を理解し、与えられた作用素の共役作用素が求められるようになる

14 特論：関数解析学における発展的な内容に触れ、その有用性を理解する

15 総合演習：本講義で扱った内容について総合的な演習問題を解き、解説を行う。

【３】 到達目標

関数解析の基礎理論と応用例について、説明できること。

【４】 授業概要および授業方法

本講義は情報科学に必要な数学の理論である「関数解析学」について講義する。講義の前半では、関数解析学の基本的な理論であ
るバナッハ空間の諸性質について解説する。続いて、一様有界性定理や開写像定理、ハーン・バナッハの定理等の重要な定理に触
れ、講義の後半では、弱位相や回帰性、汎弱位相等の定義および性質を解説する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

講義後に配布する演習問題およびその解答を利用して予習と復習を行う。予習と復習に合わせて180分の時間が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

特に指定しない。

【７】 評価方法およびフィードバック

評価はレポート課題による。レポートに対する改善点に関する講評を行う。

【８】 オフィスアワー

月曜日 10:40-12:10

【９】 関連科目

学部の講義「関数解析学」を復習しておくこと。

〔予め学んでおくとよい科目〕

【１０】その他

特になし
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【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・月２・1学年・2単位

科　目 バイオインフォマ特論

(Advanced Bioinformatics)

日紫喜　光良、ホセ・ナチェル担当教員

コースナンバー：INF-1207

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

このコースの第一部（7回）はバイオインフォマティクスと現実の問題との間に介在する諸要素について議論する。また、この
コースの第二部（7回）は3年次のバイオインフォマティクスコース基礎論の幅を広げる。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
バイオインフォマティクスについて、基礎と先端的な応用について学ぶ。

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
「教育目標」：バイオインフォマティクスについて、基礎と先端的な応用について学ぶ。
「具体的な項目」：遺伝学、ゲノム情報、遺伝子発現情報等の基礎知識を習得する。進化系統樹推定、RNA構造予測、遺伝子
発現プロフィール解析、ネットワーク解析等に関するアルゴリズムや応用技術を習得する。
周辺知識として、遺伝情報の社会的意義や遺伝子発現情報に基づく疾患の分類等について議論する。

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 遺伝学の基礎（日紫喜）
英語文献を読み、次の内容を読み取る。
（１）何という疾患か（２）その症状は何か（３）遺伝形式は何か（４）どのような種類の変異がおきたか（５）どのよう
な治療を行ったか
遺伝子の多様性とそれがひきおこす結果についての一般的な知識を整理する
遺伝子の多様性による疾患リスクとその対処への例を挙げる

2 集団遺伝学の基礎（日紫喜）
Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE)の原理と実際に観測される逸脱の意味を理解する。
英語の文献を読み、次の内容を読み取るまたは調べる
（１）Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM)で疾患の原因遺伝子および臨床的特徴を調べる（２）臨床研究の種類
を挙げ説明する（３）論文が扱う対象集団を説明する（４）症状の程度について説明する（５）症状の程度とHWEからのずれ
との関係（６）疾患に対する抵抗性とHWEからのずれ
Loss of heterozygosityの意義について説明する

3 疾患と遺伝子との関係（１）（日紫喜）
シーケンシングによって高浸透度の遺伝子変異を発見するアプローチについて、英語の論文を読み次の内容を理解する
（１）ファイル形式（２）各フィールドの内容

4 疾患と遺伝子との関係（２）（日紫喜）
英語の論文を読み次の内容を読解する
（１）用いられているバイオインフォマティクスの手法（２）日本における、ある塩基配列のアリル頻度と遺伝子型頻度を
dbSNPで調べる（３）当該化学療法が有効だと考えられる患者の数を推定する

5 遺伝子発現データの利用（１）（日紫喜）
特徴的な遺伝子発現プロファイルのサンプル間類似性を利用した薬効の探究について英語論文を読んで要点を挙げる

6 遺伝子発現データの利用（２）（日紫喜）
前回の続き。また、ドラッグ・リポジショニングの方法論について整理する。

7 バイオインフォマティクスと社会（日紫喜）
ゲノム情報から個人を同定する技術について、リチャードIII世の遺骨発見と特定を題材として理解し考察する。

8 ゲノムデータベースシステムのツールと使用方法を紹介する。（ナチェル）

9 進化系統樹推定特論：配列を用いて進化系統樹を推定する(演習・課題）（ナチェル）

10 RNA二次構造予測：RNA二次構造予測のアルゴリズムを説明する(演習・課題）（ナチェル）

11 遺伝子発現プロフィール解析と機械学習法を説明する。機械学習を用いた遺伝子発現の分類を行う：（１）理論を紹介し
て、（２）白血病の種類を分類する(演習・課題）（ナチェル）

12 遺伝子発現プロフィール解析とニューラルネットワーク学習法を説明する。遺伝子発現データとニューラルネットワークを
用いた細胞の状態を分類・予測する(演習・課題）（ナチェル）

13 遺伝子発現時系列データと群知能アルゴリズムを説明する。群知能アルゴリズム（ニューラルネットワークを含む）を用い
た生命データ(遺伝子発現時系列データ）解析と予測を行う(演習・課題）（ナチェル）

14 生命情報ネットワーク解析特論：複雑生物情報ネットワークの数理モデルと生物学データの解析を説明する。ヒト疾患たん
ぱく質のデータを用いて、ネットワーク解析を行う　(演習・課題）（ナチェル）

15 まとめ（日紫喜・ナチェル）
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【３】 到達目標

疾患の原因遺伝子の性質や探索方法について簡単な説明ができること。遺伝子と社会との関係について遺伝学的な考えを踏まえ、
また社会的公平の観点から、自分なりの説明ができること。核酸や蛋白質の配列相同性の求め方、構造予測、機能予測などについ
て基本的な概念と方法について理解していること。またそのために機械学習やネットワーク解析を適用する方法を理解しているこ
と。

特にニューラルネットワークやその他機械学習を学んで、実際の遺伝子発現データを使用して、細胞の状態や疾患の種類を分類・
予測することができる。また、群知能アルゴリズムを用いた生命データ(時系列データ）解析と予測の方法論について説明でき
る。生命情報ネットワーク解析特論の手法について説明できる。特に複雑ネットワークの理論・特徴量を理解し、実際のデータを
使用し、情報解析を行うことができる。また、RNA二次構造予測に関する方法について説明できる。

【４】 授業概要および授業方法

　このコースの第一部（7回）はバイオインフォマティクスと現実の問題との間に介在する諸要素について論じる。まず、遺伝
学、集団遺伝学、疾患と遺伝子との関係について基礎を確認する。次に、興味ある問題をビッグデータにマッピングして取り扱う
ための方法論を遺伝子発現データを例にとって説明する、最後に、バイオインフォマティシャンと社会との関係について議論す
る。必要に応じて、Web上のリソースを紹介する。
　このコースの第二部（7回）は3年次のバイオインフォマティクスコース基礎論の幅を広げる。特に、この講義では、二次RNA構
造と進化系統樹を予測し、タンパク質構造を分析し、比較するために、より高度なアルゴリズムや方法を説明する。また、ニュー
ラルネットワーク、機械学習、群知能と複雑生命情報ネットワーク解析の方法を紹介し、実際の生物学的データを用いて生物的特
性や細胞の状態を予測する。授業方法は毎回黒板とスライドで数理モデルや計算アルゴリズムを説明し、学生が自分のノートに内
容を書くことである。計算方法やアルゴリズムを深く理解するため、授業中に演習を行って、学生が解決・計算してみる。データ
ベースから実際のデータを使用して、課題として、学んだアルゴリズムでパソコン実習をする。また、毎回資料を配布する。毎回
の授業前に前回の授業の資料・英語の関連論文やノートで予習すること、課題を準備する。授業内で課題の解説を行う。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

分子生物学ならびにバイオインフォマティクスの基礎的な知識を有していることが望ましい。
毎授業前に前回の授業の資料・英語の関連論文やノートで予習すること。毎授業前までに前回の復習をしっかりすること。従っ
て、授業ごとに２時間の予習・復習が必要。また、問題・データ解析の授業の課題ごとに２時間以上必要とする。

【６】 教科書・参考書・参考資料

講義で指定する。

【７】 評価方法およびフィードバック

評価：提出された課題で判断する（100%）。授業内で課題の解説を行う。
また、提出されたレポート・課題はできるだけコメントを入れて返却する。

【８】 オフィスアワー

日紫喜：火曜日13時30分～14時30分　ただし、講義で指定するメールアドレスに連絡を取り予約することが望ましい
ナチェル：火曜日3限、水曜日13:00~16:00（第4週を除く）、その他随時、講義で指定するメールアドレスに連絡を取り予約する
こと

【９】 関連科目

学部科目の場合は医学概論(日紫喜),基礎生化学(日紫喜),基礎分子生物学(ナチェル),バイオインフォマティクス基礎論(ナ
チェル)、人工知能　（中島）、データベース論 （中島）の科目の内容と関連性が高い。

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・火５・1学年・2単位

科　目 画像生成学

(Visual Computing)

新谷　幹夫、白石　路雄担当教員

コースナンバー：INF-1203

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

画像生成技術は、コンテンツ創造だけではなく、データ分析や科学的知見の視覚的な把握などにも広く応用されるようになってき
ている。コンピュータグラフィックスに関する基礎的な知識を前提として、ビジュアルコンピューティングに関する先端的技術に
ついて理解することを目標とする。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
科学的な知見を視覚的に表現するビジュアルコンピューティングの先端技術について学ぶ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
コンピュータグラフィックスの基礎、モデリングとレンダリング、アニメーションなどの原理と応用技術について学ぶ

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 「コンピュータグラフィックス」の復習〔担当：新谷・白石〕

2 ビジュアルコンピューティング入門（１）〔担当：新谷〕

3 ビジュアルコンピューティング入門（２）〔担当：新谷〕

4 モデリング（１）〔担当：新谷〕

5 モデリング（２）〔担当：新谷〕

6 レンダリング（１）〔担当：新谷〕

7 レンダリング（２）〔担当：新谷〕

8 アニメーション（１）〔担当：新谷〕

9 アニメーション（２）〔担当：白石〕

10 NPR（１）〔担当：白石〕

11 NPR（２）〔担当：白石〕

12 ビジュアリゼーション〔担当：白石〕

13 インタラクション〔担当：白石〕

14 GPUによるリアルタイムレンダリング（１）〔担当：白石〕

15 GPUによるリアルタイムレンダリング（２）〔担当：白石〕

【３】 到達目標

資料を参照しつつ、ビジュアルコンピューティングに関する先端的技術を説明できるようになる。

【４】 授業概要および授業方法

モデリング、レンダリング、アニメーション、NPR、ビジュアリゼーション、インタラクション、GPUによるリアルタイムレンダリ
ングなどのトピックについて、輪講形式で講義を行う。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

教材及び関係論文の講読・調査、発表用資料の作成、発表後報告書の作成など,１８０分程度の予習復習が必要

【６】 教科書・参考書・参考資料

〔教科書〕
画像電子学会編、西田友是、近藤邦雄、藤代一成監修：
ビジュアルコンピューティング　3次元CGによる画像生成
東京電機大学出版局、2006.

【７】 評価方法およびフィードバック

輪講評点（50％）及びレポート評点（50％）の合計点で評価する。発表の講評を行い、これに基づいて発表後報告書を作成する。

【８】 オフィスアワー

新谷：金曜日12：10～13：00、　白石：月曜日・木曜日10：40～12：10
それ以外は、質問等をメールで受付る。新谷（shinya@is.sci.toho-u.ac.jp）白石（shira@is.sci.toho-u.ac.jp）
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【９】 関連科目

特になし

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・火２・1学年・2単位

科　目 ネットワーク科学特論

(Advanced Network Science)

佐藤　文明、金岡　晃担当教員

コースナンバー：INF-1205

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

学部及び専攻基礎科目のネットワーク関連科目を出発点として、ネットワークに関連する技術の現状について理解する。
本授業では、具体的な実現技術や最新の技術動向などを中心として、現在のネットワークを支える技術のあらましを理解すること
を目標とする。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 ネットワークの科学：複雑ネットワーク（１）〔担当：金岡〕

2 ネットワークの科学：複雑ネットワーク（２）〔担当：金岡〕

3 ネットワークの科学：ネットワーク設計問題（１）〔担当：金岡〕

4 ネットワークの科学：ネットワーク設計問題（２）〔担当：金岡〕

5 Software-Defined Network (SDN)の基礎〔担当：金岡〕

6 SDNと仮想ネットワーク〔担当：金岡〕

7 SDNの応用：OpenFlow実践入門〔担当：金岡〕

8 無線ネットワークの概要〔担当：佐藤〕

9 モバイルアドホックネットワーク（MANET）のメディアアクセス技術〔担当：佐藤〕

10 MANETにおけるルーティング技術（１）〔担当：佐藤〕

11 MANETにおけるルーティング技術（２）〔担当：佐藤〕

12 MANETの応用〔担当：佐藤〕

13 センサーネットワークの基本技術〔担当：佐藤〕

14 センサーネットワークの応用〔担当：佐藤〕

15 論文紹介の発表会〔担当：佐藤〕

【３】 到達目標

ネットワークの設計技術、仮想化技術に関する代表的なトピックについて説明できる。
無線ネットワークの基礎技術、応用技術に関する代表的なトピックについて説明できる。

【４】 授業概要および授業方法

前半では、主としてネットワークの設計技術、仮想化技術について議論する（金岡）。
後半では、無線ネットワークに関する技術について議論する（佐藤）。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

予習：参考書の関連する章を事前に読んでくること。（９０分）
復習：講義で解説した内容に関わる文献や解説などをWebや配布資料で調べ、まとめておくこと。（９０分）

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書は指定しない。必要に応じて資料を配布する。
〔参考書〕アンドリュー S. タネンバウム：コンピュータネットワーク第4版　日経BP社

【７】 評価方法およびフィードバック

平常点（40％）、期末レポート（60％）の合計で評価する。
期末レポートについては、コメントを付けて返却する。

【８】 オフィスアワー

佐藤：　月曜　16:00~17:00　火曜　9:30~10:30　水曜　9:30~10:30
金岡：　火曜　10:00~10:30　金曜　13:00~17:00
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【９】 関連科目

コンピュータネットワーク（学部科目）

〔予め学んでおくとよい科目〕

情報科学特別研究

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・木１・1学年・2単位

科　目 信号処理特論

(Signal Processing)

伊藤　登担当教員

コースナンバー：INF-1206

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

ディジタル信号処理(DSP)の基幹技術であるディジタルフィルタリングと離散フーリエ変換を学修し、音声のような1次元信号、静
止画像のような2次元信号とテレビ映像のような3次元信号処理の基礎理論と応用を理解し、フィルタリング手法を用いて1次元と
多次元信号を処理できることを本特論の目的とする。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
1次元と多次元ディジタルフィルタリング理論、離散信号の離散フーリエ変換とz変換、1次元と多次元フィルタの伝達関数と
周波数特性の計算、1次元と多次元フィルタによる信号処理手法。

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 連続時間信号のスベクトル解析と連続時間信号の離散化

2 離散時間信号のスベクトル解析(離散時間フーリエ変換)

3 連続時間信号のスペクトルと離散時間信号のスベクトルの関係

4 標本化定理の導出と意味

5 離散時間信号処理システム（ディジタルフィルタ）の構成

6 ディジタルフィルタリングの概念と出力演算(畳み込み)

7 1次元離散時間信号のz変換

8 1次元離散時間信号の逆z変換

9 1次元離散時間信号の離散フーリエ変換(DFT)

10 1次元離散時間信号の逆離散フーリエ変換(IDFT)

11 1次元離散時間信号の高速フーリエ変換(FFT)

12 多次元信号処理システム（フィルタ）の構成とフィルタリング理論

13 多次元離散空間信号のz変換と逆z変換

14 多次元離散空間信号の離散フーリエ変換(DFT)

15 多次元離散空間信号の逆離散フーリエ変換(IDFT)

【３】 到達目標

① 1次元と多次元ディジタル信号の離散フーリエ変換とz変換を計算できる。

② 1次元と多次元ディジタルフィルタの伝達関数と周波数特性を計算できる。

③ 1次元と多次元ディジタルフィルタリングの概念と意味を理解し、フィルタリングによる信号処理手法を様々な分野に応用でき
る。

【４】 授業概要および授業方法

本授業では、教科書の輪講を行い、主に以下の内容を学習する。

①１次元と多次元ディジタル信号の離散フーリエ変換とz変換の定義と計算。

② 1次元と多次元ディジタルフィルタの伝達関数および周波数特性の概念と計算。

③ 1次元と多次元ディジタルフィルタリングの様々な分野への応用。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

学部生の授業である「信号処理」と「線形システム」の内容を復習する。毎回授業終了後、次の授業の前日までに180分以上をか
けて前回の授業の内容を徹底的に復習し、理解するように準備すること。

【６】 教科書・参考書・参考資料

教科書:MATLAB対応ディジタル信号処理(樋口・川又共著、昭晃堂)

【７】 評価方法およびフィードバック

成績は輪講とレポートで評価し、割合はそれぞれ5割とする。また、レポートの正解を詳しく解説する。
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【８】 オフィスアワー

木曜日 8:00～18:00

【９】 関連科目

学部生の「信号処理」と「線形システム」

〔予め学んでおくとよい科目〕

特になし。

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・2020年度開講せず・1学年・2単位

科　目 システムセキュリティ特論（2020年度開講せず）

(Advanced Systems Security)

佐藤　文明、金岡　晃担当教員

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

情報セキュリティとは、企業の情報システムを取り巻くさまざまな脅威から、情報資産を機密性・完全性・可用性（三大要件）の
確保を行いつつ、正常に維持することである。本講義では、情報セキュリティ技術の専門家として、セキュアな情報システムを企
画・要求定義・開発・運用・保守するための知識、実践力を養うことを目的とする。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 １．イントロダクション（金岡）

　情報セキュリティの概念、情報セキュリティの３つの特性、セキュリティ対策の基本的な考え方を論じる。

2 ２．暗号の基礎（金岡）

　暗号の概念、主な暗号方式、ハッシュ関数、鍵交換アルゴリズム等を解説する。

3 ３．情報セキュリティの脅威・各種の攻撃（１）（金岡）

　脅威の概念と分類、侵入・攻撃手法の概要、ポートスキャン、バッファオーバフロー攻撃、
　パスワードクラック、セッションハイジャックを解説する。

4 ４．情報セキュリティの脅威・各種の攻撃（２）（金岡）

　DNSサーバに対する攻撃、DoS攻撃、Webアプリケーションの入力データを悪用した攻撃、
　悪意あるコードによる攻撃解説する。

5 ５．情報システムの脆弱性（金岡）

　脆弱性の概念、ネットワーク構成の脆弱性、TCP/IPプロトコルの脆弱性、電子メールの脆弱性、
　DNSの脆弱性、HTTP/Webアプリケーションの脆弱性 について論じる。

6 ６．セキュリティマネジメント（金岡）

　リスクアセスメント、リスクマネジメント、セキュリティポリシの策定、情報資産の管理、
　物理的・環境的セキュリティ対策、人的セキュリティ対策、情報セキュリティインシデントへの対応、
　事業継続管理、情報セキュリティ監査 について述べる。

7 ７．セキュリティ対策（１）侵入検知（佐藤）

　ホストの要塞化、脆弱性検査、アクセス制御、TrustedOS について解説する。

8 ８．セキュリティ対策（２）侵入検知（佐藤）

　ファイアウォール、侵入検知システム、侵入防御システム、Webアプリケーションファイアウォール
　（WAF）について解説する。

9 ９．セキュリティ対策（３）認証（佐藤）

　認証の概要、固定式パスワード、ワンタイムパスワード、バイオメトリクス認証について説明する。

10 １０．セキュリティ対策（４）認証（佐藤）

　認証システム、ICカードによる本人認証、RADIUS,Kerberos、ディレクトリサービスを解説する。

11 １１．セキュリティ対策（５）通信の暗号化（佐藤）

　VPN、IPSec、SSL/TLS、暗号メール、無線LANセキュリティ、証明書 について解説する。

12 １２．システム開発にけるセキュリティ対策（佐藤）

　C/C++におけるセキュリティ対策、Javaにおけるセキュリティ対策、Perlにおけるセキュリティ対策
　について論じる。

13 １３．セキュリティ対策の法制度（佐藤）

　ISO/IEC 15408　ITセキュリティ評価基準、コンピュータ犯罪の対策法、電子署名法、通信傍受法、
　特定電子メール法 について解説する。

14 １４．個人情報保護とセキュリティ対策（金岡）

　JISQ15001の概要、プライバシーマーク制度について 解説する。
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15 １５．まとめと議論（金岡、佐藤）

　今後のコンピュータ技術の発展とシステムセキュリティに対する課題について論じる。

【３】 到達目標

情報システムの脅威、脆弱性を分析できるようになる。
セキュリティ対策やパッチの適用作業などの情報システム運用プロセスを説明できる。
情報セキュリティポリシの作成方法について説明できる。
情報システム開発において、情報セキュリティを確保するめの要素技術を説明できる。

【４】 授業概要および授業方法

情報システムセキュリティについての知識や技術について解説する。
また、各自セキュリティに関連する文献を読んで、調査報告する。
また、具体的なセキュリティインシデントの事例について、議論する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

IPAが実施する情報処理安全確保支援士の資格対策用の教科書、問題集を参考にして、翌週の講義に関連する章を予習してくるこ
と。また、練習問題で復習すること。それぞれ、１．５時間。

【６】 教科書・参考書・参考資料

適宜、講義中に配布する。
また、情報処理安全確保支援士の資格対策用の教科書、問題集を参考書として指定する。

【７】 評価方法およびフィードバック

情報セキュリティに関する文献を読んで、レポートとして提出する。（60％）また、発表を行う。（40　％）
レポートは、コメントして返却する。

【８】 オフィスアワー

佐藤：　月曜　16:00~17:00　火曜　9:30~10:30　水曜　9:30~10:30
金岡：　火曜　10:00~10:30　金曜　13:00~17:00

【９】 関連科目

コンピュータネットワーク（学部科目）
暗号と情報セキュリティ（学部科目）

〔予め学んでおくとよい科目〕

情報科学特別研究

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・集中・1学年・1.5単位

科　目 環境科学調査法

(Analytical Methods in Environmental Science)

柴田　裕希、大越　健嗣、脇　司、安立　美奈子担当教員

コースナンバー：ENV-1101

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

教育目標：環境科学における自然・社会環境の現況調査と影響評価に着目し、国内外の最新の枠組みとその具体的な手法につい
て、事例を通じ体系的に修得することを目標とします。
期待される学習効果：これらの知見を踏まえ、環境・社会調査の方法を実践的に学ぶと同時に、調査結果を定量的に分析し、事実
に基づいて判断・推定する能力を獲得します。これは、環境に係る高度な専門職において広く要求される能力で、それらの業務に
応用が可能です。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う
（３）バランスのとれた高度職業人として国際社会でも活躍できる能力を養う

＜教育目標＞

科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）
技術者が背負う社会的責任の重さの理解（２）
コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術の習得（３）
企業の社会的責任の理解（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 環境調査の目的と意義（柴田）

2 社会における環境調査「社会の発展と開発について」「開発にともなう環境影響」（柴田）

3 社会における環境調査「環境影響の種類と程度に応じた対応」「現況調査と環境影響の予測・評価」（柴田）

4 社会における環境調査「環境影響の評価結果と影響低減策」「結果の開示とモニタリングの実施」（柴田）

5 群集生態学の調査・解析手法（脇）

6 寄生虫学の調査・解析法（野外調査）（脇）

7 寄生虫学の調査・解析法（野外・室内実験）（脇）

8 寄生虫学の研究デザイン（脇）

9 植物生態学の研究デザイン（安立）

10 生態学における統計学的推定と検定（安立）

11 生態系サービスの評価手法（安立）

12 海洋生態学調査法（干潟域）（大越）

13 海洋生態学調査法（岩礁域）（大越）

14 海洋生態学調査法（深海域）（大越）

15 海洋生態学調査法（解析法）（大越）

【３】 到達目標

・環境の現況調査や影響評価の方法を理解し、優れた手法がどのようなものであるか体系的に説明ができる。
・環境調査の結果について定量的に評価し、科学的に理解し提示することができる。
・解析の目的や得られたデータに基づいて、適切な統計学的な手法を選択し、実施することができる。
・解析結果から適切な推定や結論を導くことができる。

【４】 授業概要および授業方法

環境科学の視点から自然環境と社会環境の双方について、その現況を調査すると同時に、今後の変化を予測そ評価するための枠組
みについて、国内外の事例を基に学びます。さらに、その調査結果について科学的に評価するために、統計解析を含む具体的な手
法について学びます。
■アクティブラーニング：この授業では、一部の内容において受講生間のディスカッションを含みます。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

講義を通じて議論対象とした環境調査の事例に関して背景となる情報を収集し整理します。予習、復習ともに１コマあたり最低で
各90分を要します。

【６】 教科書・参考書・参考資料

講義内にて紹介します。

【７】 評価方法およびフィードバック

講義内のレポートとその成果発表（60％）最終レポート（40％）。講義内のレポートとその成果発表については、講義内でフィー
ドバックします。最終レポートについては、返却をもってフィードバックします。
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【８】 オフィスアワー

原則として水曜日12：10～13：00
また、各教員のシラバスを確認すること

【９】 関連科目

なし

〔予め学んでおくとよい科目〕

環境科学特論（生物）／環境生態学特論Ⅰ（環境）

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

開講日は後日掲示するので注意すること。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・水２・1学年・1.5単位

科　目 環境科学計測法

(Measurement and Instrumentation in Environmental Science)

尾関　博之、井関　正博、齋藤　敦子担当教員

コースナンバー：ENV-1102

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

地球表層部を構成する三圏（気圏・水圏・地圏）にわたる環境計測法の基本原理、および地球科学データの統合的解析手法につい
て学ぶ。また実際の試料を用いた分析実習を行うことにより、方法論とその活用技術を習得する。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 地球科学分析法の基礎と応用例〔担当：尾関〕

2 気象観測の基本と測定データの統計処理：ランダム誤差と系統誤差〔担当：尾関〕

3 モデル関数の選択と線形・非線形最小二乗法によるモデルパラメーターの推定〔担当：尾関〕

4 モデルの検定：t検定とχ２乗検定〔担当：尾関〕

5 相関係数とラグ相関解析〔担当：尾関〕

6 地球科学的データの時系列解析・フーリエ解析〔担当：尾関〕

7 赤外分光光度計を用いた大気成分の測定（実習）〔担当：尾関〕

8 水環境の実態の把握〔担当：井関〕

9 水質分析項目の理解〔担当：井関〕

10 水質の簡易測定器を用いた実サンプルの分析〔担当：井関〕

11 実サンプルデータの解釈と発表および考察〔担当：井関〕

12 土壌・底質試料の分析法（有機分析・無機分析）〔担当：齋藤〕

13 分析実習　原子吸光法を用いた土壌試料中の重金属類の分析　試料の前処理〔担当：齋藤〕

14 分析実習　原子吸光法を用いた土壌試料中の重金属類の分析　機器の操作法の習得・取得データの解析〔担当：齋藤〕

15 原子吸光法を用いた土壌試料中の重金属類の分析　まとめと総括〔担当：齋藤〕

【３】 到達目標

・講義で取り上げる地球環境の計測・分析・解析手法について、その基本的原理を理解し、機器の取り扱い・測定データの基本的
な解析を行うことができるようになる。

【４】 授業概要および授業方法

地球環境の計測・分析・解析手法として、地圏から水圏・大気圏の代表的手法を取り上げ、それらの測定原理およびデータの解析
手法・データの評価方法を学習する。

授業方法：
基本的な授業形態として、パワーポイント（プリント）及び板書で授業を行う。また、具体的テーマに即した各種測定を実際に行
い、講義内容の理解を深めると同時に、機器の操作法、データ整理・解釈の手法を習得する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

各回に配布する参考資料を復習すること。機器の取り扱いに関する実習を行った場合は取得データの整理・解析等を完結させるよ
うにすること（3時間）

【６】 教科書・参考書・参考資料

毎回、参考資料を配布し、参考書を紹介する。

【７】 評価方法およびフィードバック

レポート（70％）とその内容に対しての口頭試問（30％）により、各分析法の原理、特徴、基本操作、データ解釈を習得できたか
を判定する。口頭試問をレポート返却時に行う。

【８】 オフィスアワー

尾関　月曜日16:20 － 18:00
齋藤　月曜日13:30 － 15:00
井関　月曜日13:30 － 15:00
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【９】 関連科目

なし

〔予め学んでおくとよい科目〕

地球科学特論Ⅰ 地球科学特論Ⅱ（2020年度開講せず） 環境化学特論Ⅰ 環境化学特論Ⅱ

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・金２・1学年・2単位

科　目 地球科学特論Ⅰ

(Special Topics in Earth Science)

尾﨑　和海担当教員

コースナンバー：ENV-1222

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

「大気海洋と生命の進化」をテーマとし、生物地球化学的物質循環についての数理的視座を習得する。講義のほか、地球史及び物
質循環学に関する文献紹介を通して地球システム科学的思考の上に地球表層環境の進化を理解する。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 地球史概観

2 大気中二酸化炭素濃度の変遷史

3 大気中酸素濃度の変遷史

4 海水組成の変遷史

5 物質循環の数理

6 炭素循環の基礎

7 炭素循環の数理

8 海洋物質循環の基礎

9 海洋栄養塩循環

10 海洋物質循環の数理

11 冥王代ー太古代の物質循環

12 原生代の物質循環

13 顕生代の物質循環（１）：長期トレンド

14 顕生代の物質循環（２）：変動期

15 系外惑星学

【３】 到達目標

大気海洋と生命の進化を物質循環の観点から説明できるようになる。

【４】 授業概要および授業方法

地球の大気と海洋の化学組成の進化について、地球システム科学の視点から講義する。大気及び海洋の起源、大気組成の変遷史、
海洋組成の変遷史、大気海洋組成を規定する物質循環およびそれらに関連する生物地球化学的物質循環について、どのような数理
的枠組みで説明されているのかについて講義する。関連する研究論文の紹介や文献調査を行う。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

講義中に演習課題ないしは調査課題を都度提示する。それらに取り組むことにより講義内容の定着を図ること（3時間）

【６】 教科書・参考書・参考資料

毎回、参考資料を配布し、参考書を紹介する。

【７】 評価方法およびフィードバック

担当教員が課すレポートの内容（90％）と講義中に出題する演習問題（10%）で評価する。提出されたレポートに対しコメントを
付して返却することによりフィードバックする。

【８】 オフィスアワー

月曜日昼休み

【９】 関連科目

地球惑星科学Ⅰ・Ⅱ　地球システム論

〔予め学んでおくとよい科目〕

無し

〔この科目に続く内容の科目〕
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【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・火２・1学年・2単位

科　目 地球科学特論Ⅱ（2020年度開講せず）

(Special Topics in Earth ScienceⅡ)

上原　真一担当教員

コースナンバー：ENV-1223

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

リソスフェアおよびそれを構成する岩石の物性を理解し，それに基づき地圏（固体地球表層部）のさまざまな現象のメカニズムに
ついて考察する．

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 リソスフェアの力学的内部構造と変形様式の概観

2 連続体力学入門（１）：歪みと応力

3 連続体力学入門（２）：構成則と力学特性を記述するパラメータ

4 岩石の破壊特性(１)：岩石中の亀裂の特性

5 岩石の破壊特性(２)：脆性破壊の巨視的特徴

6 摩擦の物理

7 地震破壊の物理過程

8 Mohrの応力円による応力状態および降伏条件の表現

9 多孔質媒質・不均質媒質：パーコレーションとフラクタル次元

10 弾性波の透過特性

11 多孔質媒体の透水特性

12 流体飽和岩石の力学的挙動（１）：弾性変形

13 流体飽和岩石の力学的挙動（２）：非弾性変形

14 断層の内部構造と，力学・透水特性

15 地震の現象論

【３】 到達目標

固体地球表層部の現象を理解するうえでの基礎となるリソスフェアおよびそれを構成する岩石の物性を理解できるようになる．

【４】 授業概要および授業方法

固体地球表層部を構成するリソスフェアおよびそれを構成する岩石の力学的・水理学的特性についての基礎について学び,それに
基づいて地表面の構造や地震などの様々な現象について理解を深めていく．

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

講義中に演習課題ないしは調査課題を都度提示する．それらに取り組むことにより講義内容の定着を図ること（3時間）

【６】 教科書・参考書・参考資料

講義中に適宜参考資料を配布し，参考書を紹介する．

【７】 評価方法およびフィードバック

レポート課題により，地球表層部で起こる諸現象の科学的理解ができているかを判定する（100%）．レポートに対してコメントを
与えて返却する．

【８】 オフィスアワー

火曜日昼休み

【９】 関連科目

地球科学特論Ⅰ 環境科学計測法

〔予め学んでおくとよい科目〕

【１０】その他

特記事項無し
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【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・水１・1学年・2単位

科　目 環境化学特論Ⅰ

(Special Topics in Environmental ChemistryⅠ)

齋藤　敦子、今野　大輝、南澤　麿優覽担当教員

コースナンバー：ENV-1202

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

化学物質を安全かつ有効に利用するシステムを考えるため、環境中における化学物質の発生源、分布、循環、曝露状況などの環境
動態を科学的に分析する原理と方法を習得する。また水環境全体の状況を理解すると共に、環境化学プロセスの設計や単位操作の
概念について学ぶ。

高度な専門知識に裏打ちされた問題発見能力およびその解決を導く能力をもつ

＜教育目標＞

・環境化学分野における高度な専門知識
・環境化学分野における問題発見能力およびその解決を導く能力

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 環境中での化学物質の分布と挙動について理解する。（齋藤）

2 多環芳香族炭化水素の発生源と分布・挙動について理解する。（齋藤）

3 多環芳香族炭化水素の分析法について理解する。（齋藤）

4 界面活性剤の発生源と分布・挙動について理解する。（齋藤）

5 界面活性剤の分析法について理解する。（齋藤）

6 水圏のダイナミクスについて理解する。（南澤）

7 定常状態と平衡状態について理解する。（南澤）

8 主要なイオンの循環(1)：淡水と海水中でのイオン種の評価について理解する。（南澤）

9 主要なイオンの循環(2)：二酸化炭素と炭酸カルシウムについてイオンの循環を理解する。（南澤）

10 環境水中の各種重金属の発生源と挙動予測の立て方について理解する。（南澤）

11 グリーンケミストリーの考え方について理解する。（今野）

12 環境化学プロセスの最新事例について理解する。（今野）

13 現代における化学工学の基本的役割について理解する。（今野）

14 化学工業における単位操作の概念について理解する。（今野）

15 様々な単位操作の計算手法について理解する。（今野）

【３】 到達目標

化学物質を安全かつ有効に利用するシステムを考えるため、環境中における化学物質の発生源、分布、循環、曝露状況などの環境
動態を科学的に分析する原理と方法が習得できる。また、グリーンケミストリーの考え方や環境化学プロセスの最新トレンドが理
解できると共に、化学工業に不可欠な概念である単位操作について学ぶことにより、経済合理性を加味した実践的な環境化学への
アプローチができるようになる。

【４】 授業概要および授業方法

【齋藤】有害物質の発生源と、それらが環境中に排出された後の分布や挙動について、有害物質の構造や性質と関連づけながら物
理化学的視点から解説する。また、このような化学物質の動態変化を化学的に分析する原理や手法についても講義する。授業方
法：板書、パワーポイント、プリント配布により行う。
【南澤】水は、大気・海・陸地の地球表層に全て存在し、あらゆる生命に欠かすことが出来ない。多くの化学物質は、水と共にさ
まざまな形態で環境中に分布する。地球の営みが密接に関係している様を化学的現象で解説し、各種環境評価に活用できるように
具体的な評価計算演習を交えて説明する。
【今野】グリーンケミストリーの考え方や環境化学プロセスの最新トレンドについて解説する。また化学工業における化学工学の
学問的役割と各種単位操作を用いたプロセス設計について説明する。物質やエネルギーの流れ、反応操作、および物質分離などの
プロセスに関する計算演習を行う。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

授業内容をまとめた資料をあらかじめ配布しておくので、予習・復習に活用すること。授業ごとに180分の予習・復習が必要。

【６】 教科書・参考書・参考資料

参考資料を配布する。また、適宜、参考書等を紹介する。

【７】 評価方法およびフィードバック

受講態度（30％）と課題のレポート（70％）により判定する。
レポートに対する講評を行う。

【８】 オフィスアワー

月曜日 13：30 ～ 15：00
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【９】 関連科目

環境化学分析法

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

なし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・火１・1学年・2単位

科　目 環境化学特論Ⅱ

(Special Topics in Environmental ChemistryⅡ)

南澤　麿優覽担当教員

コースナンバー：ENV-1203

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

地球と人体や動植物等の生体の活動を科学的に眺め、生態系における化学物質の挙動を海洋や河川，土壌や大気，ヒトや動物の体
内，さらには極限環境にも存在する多様な細菌群へも目を向けて幅広くそのダイナミクスとダイナミズムを学ぶ。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う
（３）バランスのとれた高度職業人として国際社会でも活躍できる能力を養う

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）
企業の社会的責任の理解（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 環境化学特論IIで取り扱う、環境科学全般について、科目の目的、講義内容と進め方などをシラバスに基づいて解説し、講
義の概要を理解する。

2 地球環境科学に関する、具体的に必要な化学の知識を復習し、実際の分析や解析技術に活用する事例を学び、その仕組みを
理解する。

3 大気の化学に関して学び、自然の営みが生む成分や、人為的に生み出される成分に関して学び、その仕組みを理解する(1)。

4 大気の化学に関して学び、自然の営みが生む成分や、人為的に生み出される成分に関して学び、その仕組みを理解する(2)。

5 地殻の化学に関して学び、自然の営みが生む成分や循環、人為的に生み出される成分に関して学び、その仕組みを理解する
(1)。

6 地殻の化学に関して学び、自然の営みが生む成分や循環、人為的に生み出される成分に関して学び、その仕組みを理解する
(2)。

7 水圏のダイナミクスと生命の誕生に関して、化学物質を中心に学び、その仕組みを理解する(1)。

8 水圏のダイナミクスと生命の誕生に関して、化学物質を中心に学び、その仕組みを理解する(2)。

9 生命の誕生と進化に関わる地球全体の化学物質の挙動を学び、その仕組みを理解する(1)。

10 生命の誕生と進化に関わる地球全体の化学物質の挙動を学び、その仕組みを理解する(2)。

11 暮らしと化学物質(1)：環境中の変異原とは何か、発癌物質とは何かを学び、その仕組みを理解する。

12 暮らしと化学物質(2)：化学物質の安全性・毒性について学び、その評価事例や算定を理解する。

13 メタゲノムとは何か(1)：環境化学の中の生命科学について学ぶ。

14 メタゲノムとは何か(2)：環境メタゲノムの事例と解析によって得られる知識を理解する。

15 発展的なメタゲノム解析に関して解説し、これからの環境化学に必要な分野を理解する。

【３】 到達目標

地球と人体や動植物等の生体の活動を科学的に眺め、生態系における化学物質の挙動を海洋や河川，土壌や大気，ヒトや動物の体
内，さらには極限環境にも存在が確認多様な細菌群へも目を向けて幅広くそのダイナミクスとダイナミズムを学ぶ。

【４】 授業概要および授業方法

地球環境の恒常性を維持する仕組みを、地球の誕生と進化(大気、地殻、水圏、生命）の4つの柱を中心に学ぶ。また、これらの仕
組みの中で、我々が注目する物質（元素や化学物質ひいてはゲノムまで）の挙動をどのように調べ、データーとして活用するのか
を環境分析、メタゲノム解析等の技術を紹介しながら学習する。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

授業内容をまとめた資料をあらかじめ配布しておくので、予習・復習に活用すること。（予習・復習3時間）

【６】 教科書・参考書・参考資料

参考資料を配布する。また、適宜、参考書等を紹介する。

【７】 評価方法およびフィードバック

評価方法：受講態度（30％）と課題のレポート（70％）により判定する。
フィードバック：レポートに対する講評を行う。

【８】 オフィスアワー

講義の前後にアポイントをとってください。
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【９】 関連科目

環境化学分析法、環境化学特論I

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

なし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・集中・1学年・2単位

科　目 環境科学特論（生物）／環境生態学特論Ⅰ（環境）

(Special Topics in (Environmental Science /Environmental Ecology Ⅰ))

大越　健嗣、脇　司、安立　美奈子担当教員

コースナンバー：ENV-1209

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

生態学にかかわる環境問題を科学的・体系的に理解し、問題解決の基礎となる科学を推進する能力を習得することを目的とする。
環境生態学に関するテーマを自ら設定し、それに関する論文を多数読み、非専門家でも理解できる表現で解説する。この過程を通
して、自らの研究の意義をより俯瞰的・総合的な視点で理解し、説明できるようになる。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う
（３）バランスのとれた高度職業人として国際社会でも活躍できる能力を養う

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
生命科学における思想や倫理観の理解（２）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）
技術者が背負う社会的責任の重さの理解（２）
コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術の習得（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 ガイダンス：論文レビューとは何か（大越・安立・脇）

2 海洋生態学　論文レビュー１
海洋生態学に関する最近の話題から（大越）

3 海洋生態学　論文レビュー２
水産学に関する最近の話題から（大越）

4 海洋生態学　論文レビュー３
化学生態学に関する最近の話題から（大越）

5 海洋生態学　論文レビュー４
海洋生態学における今後の課題（大越）

6 海洋生態学　論文レビュー５
水産学における今後の課題（大越）

7 群集生態学　論文レビュー１
寄生虫の生活史に関する最近の話題（脇）

8 群集生態学　論文レビュー２
動物の種間関係に関連した最近の話題から（脇）

9 群集生態学　論文レビュー３
寄生虫や共生生物の絶滅と保全に関する課題（脇）

10 群集生態学　論文レビュー４
生物間相互作用に関する今後の課題（脇）

11 森林生態学　論文レビュー１
森林生態学の歴史と課題（安立）

12 森林生態学　論文レビュー２
気候変動適応に関する最近の話題から（安立）

13 森林生態学　論文レビュー３
植物生態学に関する最近の話題から（安立）

14 森林生態学　論文レビュー４
社会的課題に即した研究テーマの設定（安立）

15 森林生態学　論文レビュー５
科学研究と政策（安立）

【３】 到達目標

・国内外の論文を多数読み、レビューする能力を身につける。
・自分が関心をもっている科学的課題の位置づけや研究の現状について非専門家に説明できるようになる。
・自らが大学院で行っている研究課題の社会的意義と科学的意義を説明できるようになる。

【４】 授業概要および授業方法

環境生態学に関するテーマを自ら設定し、それに関する論文を多数読み、レビューとして発表する。担当教員および授業参加者と
の議論を通し、課題に関する理解を深めるとともにコミュニケーション能力を高める。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

自分が発表を担当する回の予習には9時間以上を要する。自分以外が発表した回の復習には3時間程度を要する。

【６】 教科書・参考書・参考資料

授業の中で必要に応じて指定する
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【７】 評価方法およびフィードバック

自分の担当回での発表や質疑応答の状況（70%）およびそれ以外の回での議論への参加状況（30%）にもとづいて評価する。授業の
中での双方向の議論を通してフィードバックする。

【８】 オフィスアワー

大越(5613室）、脇(5515室）、安立(5518室）：水曜日12:00-13:00

【９】 関連科目

環境科学調査法

〔予め学んでおくとよい科目〕

【１０】その他

開講日は後日掲示するので注意すること。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 春学期・集中・1学年・2単位

科　目 環境生態学特論Ⅱ

(Special Topics in Environmental EcologyⅡ)

大越　健嗣、脇　司、安立　美奈子担当教員

コースナンバー：ENV-1213

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

現代社会の諸問題のうち生態学と関連する課題について科学的・体系的に理解し、問題解決に向けた科学を進め、その成果を社会
に還元するための基礎能力を習得する。特に科学コミュニケーションに関する論考を行い、教職やインタープリテーションにおい
て必要となる表現力の習得を目指す。授業は主に受講者によるプレゼンテーションと議論によって進める。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う
（３）バランスのとれた高度職業人として国際社会でも活躍できる能力を養う

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
生命科学における思想や倫理観の理解（２）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）
技術者が背負う社会的責任の重さの理解（２）
コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術の習得（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 ガイダンス：科学コミュニケーションとは何か（大越・安立・脇）

2 プレゼンテーション１
海洋生態学に関する最近の話題から（大越）

3 プレゼンテーション２
水産学に関する最近の話題から（大越）

4 プレゼンテーション３
保全生態学に関する最近の話題から（安立）

5 プレゼンテーション４
植物生態学に関する最近の話題から（安立）

6 プレゼンテーション５
群集生態学に関する最近の話題から（脇）

7 プレゼンテーション６
無脊椎動物生態学に関する最近の話題から（脇）

8 科学コミュニケーション１
海洋生態学における今後の課題（大越）

9 科学コミュニケーション２
水産学における今後の課題（大越）

10 科学コミュニケーション３
保全生態学における今後の課題（安立）

11 科学コミュニケーション４
植物生態学における今後の課題（安立）

12 科学コミュニケーション５
群集生態学における今後の課題（脇）

13 科学コミュニケーション６
無脊椎動物生態学に関する今後の課題（脇）

14 環境教育
研究成果の教育現場への還元のあり方（大越・安立・脇）

15 インタープリテーション
野外の動植物を題材にした解説・教育のあり方（大越・安立・脇）

【３】 到達目標

・自分が進めている研究の内容をわかりやすく解説し、非専門家からの質問に対して適切に対応できるようになる。
・科学コミュニケーションとインタープリテーションの基礎能力を身につける。
・環境教育に関する基礎的なスキルを身についける。

【４】 授業概要および授業方法

自分が進めている研究の内容を非専門家向けに説明し、質疑応答等の過程を通してコミュニケーションのスキルを向上させる。ま
た科学コミュニケーションのあり方について文献に基づいて考究する。事前に予習を踏まえたアクティブラーニング型の授業形式
をとり、受講者間あるいは受講者と講師とのディスカッションを行う。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

自分が発表を担当する回の予習には9時間以上を要する。自分以外が発表した回の復習には1時間程度を要する。
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【６】 教科書・参考書・参考資料

授業の中で必要に応じて指定する

【７】 評価方法およびフィードバック

自分の担当回での発表や質疑応答の状況（70%）およびそれ以外の回での議論への参加状況（30%）にもとづいて評価する。授業の
中での双方向の議論を通してフィードバックする。

【８】 オフィスアワー

水曜日12:00-13:00

【９】 関連科目

環境科学特論（生物）／環境生態学特論Ⅰ（環境）

〔予め学んでおくとよい科目〕

【１０】その他

開講日は後日掲示するので注意すること。

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・水３・1学年・2単位

科　目 環境管理創成科学特論Ⅰ

(Environmental Management Science and MethodologyⅠ)

籠　義樹担当教員

コースナンバー：ENV-1232

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

日本の環境管理における科学性や合理性の考え方について検討したうえで、現在の日本で政策的に取り組まれている環境管理施策
について体系的に学ぶ。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う

＜教育目標＞

各専門分野に関する高度な知識（１）
深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
生命科学における思想や倫理観の理解（２）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）
技術者が背負う社会的責任の重さの理解（２）
コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術の習得（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

内　　容No.

1 公害から近年型環境問題へ：環境管理の萌芽

日本の環境政策の歴史は1960年代に深刻さを増した公害問題への対策に始まる。公害対策とは問題が発生してから対応する
事後的アプローチであり対処療法的である。近年の環境問題は、過去の公害問題に比べてはるかに複雑で因果関係が分かり
にくい。そうした近年型環境問題に対応していくために、環境管理という考え方が生まれてきたことを解説する。

2 水俣病の教訓

今考えれば、水俣病は因果関係が分かりやすい問題であったが、それへの対応はスムーズに進んだわけではない。近年型環
境問題は水俣病に比べれば因果関係に科学的不確実性があり被害も不明確であることから、直ちに経済活動を抑制するよう
な対応は難しい。その難しさについて、水俣病の歴史を振り返って考察する。

3 環境法の理念

現在の環境政策を司る環境法は、近年型環境問題に対応するため、問題の発生を未然に防止する環境管理の考え方を反映し
て構成されている。そうした環境法の理念について解説する。

4 環境紛争の解決制度

近年型環境問題は、公害病のような決定的な被害が発生しているわけではないので、どういった状態が望ましいかは民主的
な合意形成プロセスを経て決定される。そのプロセスで紛争が発生した場合の解決制度について解説する。

5 環境基本法・生物多様性基本法・地球温暖化対策推進法

環境法全体を統括する位置付けにある環境基本法、地球規模の環境問題にわが国が対応していくための生物多様性基本法・
地球温暖化対策推進法について解説する。

6 環境影響評価法・循環型社会形成推進基本法・廃棄物処理法

環境問題の発生を未然に防止し、社会の持続可能性を高める上で重要な環境影響評価法・循環型社会形成推進基本法・廃棄
物処理法について解説する。

7 環境基本計画

環境基本計画は、環境基本法の下で策定される環境関連の最上位計画である。本計画の内容と、その内容がPDCAサイクルの
下でどのように変化してきたかについて解説する。

8 地球規模の環境問題に取り組むための計画

地球規模の環境問題である生物多様性問題と地球温暖化問題について取り組むための計画と、その進捗管理の状況について
解説する。

9 循環型社会形成推進基本計画

資源が乏しいわが国が社会の持続可能性を高めるためには循環型の社会にして行く必要があり、そのための循環型社会形成
推進基本計画の内容と、その進捗管理の状況について解説する。

10 化学物質のリスク低減への取り組み

化学物質のリスク対策は、環境基本計画においても一貫して重要な取り組み分野となっている。化学物質のリスクについて
は、科学的にどの程度であれば「安全」であるかという水準と、私たちがどの程度であれば安全」と感じるかという水準に
ギャップがあり、そのギャップから生じる問題と、そのギャップを埋めるための取り組みについて解説する。

11 都市計画と土地利用計画

土地利用の在り方と都市の将来像を描く計画は、環境の状態に直接的な影響を与える。そうした都市計画と土地利用計画に
ついて解説する。
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12 経済のグリーン化

公害の時代は、経済と環境はトレードオフの関係として捉えられていた。しかし、近年型環境問題に対応していくために
は、環境への取り組みが経済成長をもたらし、その経済成長がより一層環境への取り組みを促すような関係を形成して行か
なければならない。そうした経済のグリーン化の考え方と現状について解説する。

13 今後の環境管理の考え方：予防原則

現在の環境管理の考え方は、問題発生の未然防止が基本である。しかし、近年型環境問題については、そもそもどの程度の
対応が未然防止につながるかが不明確なものが認識されるようになってきている。そうした問題に対応する考え方である予
防原則について解説する。

14 プレゼンテーション(1)

各受講生が自分の修士論文の内容と環境管理の考え方の接点について考察し発表する。

15 プレゼンテーション(2)

第14回と同じ。なお、発表を2回に分けるかどうかは受講者数による。

【３】 到達目標

環境問題の質の変化に伴って環境管理の考え方がどのように変化してきたかを知るとともに、現在の環境管理がどのような法体系
の下にどのように展開されているかを体系的に理解することによって、自分の修士論文の研究課題を環境管理体系の中に位置づけ
ることができる。

【４】 授業概要および授業方法

持続可能性を意識する現代社会において、環境管理のための環境計画や環境政策に求められる機能や役割の重要性は高い。そうし
た環境計画・政策を策定し執行する過程では、利害や関心が多様な参加者の間での合意形成が不可欠である。合意可能な環境計
画・政策には、科学的な正さや合理的であることが求められる。
しかし、科学的厳密さを求めることが結果として対応の遅れをまねく危険性や、個々にとって合理的なことが全体としては不合理
となる場合もあることには注意しなければならない。また、人間の判断は、時として科学的であることや合理的であることと矛盾
する場合もあるのである。
本講義では、実際の環境計画や政策の策定・執行過程に見られる科学性と合理性の問題を検討し、それが環境管理の考え方にどの
ように反映されているかを考察する。さらに、現在の環境管理の理念がどのような法体系として具現化されており、その下で環境
政策としてどのように展開されているかを体系的に学ぶ。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

予習・復習用のプリントを配布する（毎回3時間程度の学習時間）。

【６】 教科書・参考書・参考資料

参考書として、原科幸彦編著「環境計画・政策研究の展開－持続可能な社会づくりへの合意形成」岩波書店、3,800円
、北村喜宣「環境法 第3版」弘文堂、3,564円をあげる。

【７】 評価方法およびフィードバック

講義内で提出する演習プリント（60%）と期末プレゼンテーション（40%）
演習プリントは5段階（A+～C）で評価するとともにコメントを記入して返却する。また、プレゼンテーションについては講評を行
う。

【８】 オフィスアワー

水曜日12：10～13：00（5号館5F講師控室）

【９】 関連科目

なし

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特に無し

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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2020 秋学期・集中・1学年・2単位

科　目 環境管理創成科学特論Ⅱ（2020年度開講せず）

(Environmental Management Science and MethodologyⅡ)

竹内　彩乃担当教員

コースナンバー：ENV-1233

【１】 授業の目的と学習成果〔教育目標・具体的な項目〕

日本の環境管理における体系的理解を踏まえ、現在の日本で取り組まれている環境管理施策について理解することを目的とする。
このため、都市や開発事業、企業経営における環境管理の実例を基に実践的に学ぶ。これによって、自身の取り組んでいる環境科
学研究と環境管理の実践との関係を学ぶことができる。

（１）高度な専門知識・問題発見解決能力を持つ
（２）自然に対する畏敬の念と謙虚な心を養う

＜教育目標＞

深い専門知識に基づいた問題発見解決能力（１）
科学技術が社会や自然に及ぼす影響の理解（２）
技術者が背負う社会的責任の重さの理解（２）
コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術の習得（３）
企業の社会的責任の理解（３）

＜具体的な項目＞

【２】 授業計画

7月に中旬に参加希望者に対してオリエンテーションを実施。
※以降、関東圏内にて

８月前半

事前学習（学内）
教員とともに、実習の概要を踏まえ、学部３年生の適応可能な教育プログラム
をデザインする。

８月後半

実習第１日
・『川崎臨海部の目指すべき将来像』を読み川崎市の産業政策について理解する。
また、自分の学びのテーマを設定する。

実習第２日
・川崎市役所もしくは近隣の工場を訪問し、取り組みについてヒアリングを行う。

実習第３日
・磯子火力発電所(仮)を訪問し、火力発電の未来について理解する。

実習第４日
・プログラムの実演、フィードバック。
・ディスカッションを通じて改善の作成。
・総括的な講義。

９月上旬
事後学習（学内）
事前に想定した、教育目標を達成できたかどうかについて検討し、今後の課題をまとめる。

【３】 到達目標

現代の様々なセクターにおける社会的課題に対して、環境管理の理論と実践がどのように展開され、運用されているについて、実
例を通じて総合的に理解することによって、自分の修士論文の研究課題を環境管理の実践の中に位置づけ、環境管理の実践におけ
る環境科学研究の貢献を説明することができる。

【４】 授業概要および授業方法

本講義は現在の日本で取り組まれている環境管理施策について理解することを目的に、都市や開発事業、企業経営における環境管
理の実例を基に実践的に学ぶ。このため、都市と開発事業、企業経営のそれぞれにおける環境管理の理論、実践、運用と実施体
制、効果と課題について実例を通じて学んでいく。また、講義の最後には、それまでに学んだ環境管理の実例を基に、それらの取
り組みにおいて環境科学研究が果たした役割について考察する。これによって、自身の取り組んでいる環境科学研究と環境管理の
実践との関係を学ぶことができる。

【５】 授業外学修（予習・復習）および必要時間

予習・復習用のプリントを配布する（１コマ分に対して3時間相当、計60時間の予習・復習を要する）。

【６】 教科書・参考書・参考資料

参考書として、原科幸彦編著「環境計画・政策研究の展開－持続可能な社会づくりへの合意形成」岩波書店、原科幸彦編著「市民
参加と合意形成」学芸出版をあげる。
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【７】 評価方法およびフィードバック

講義内で提出する演習プリント（60%）と期末プレゼンテーション（40%）
演習プリントは5段階（A+～C）で評価する。また、プレゼンテーションについては講評を行う。

【８】 オフィスアワー

月曜日３～５限

【９】 関連科目

環境管理創成科学特論Ⅰ
なし

〔予め学んでおくとよい科目〕

なし

〔この科目に続く内容の科目〕

【１０】その他

特になし

【１１】教育職員免許法施行規則に定める区分
　＜選択必修科目＞　2018年度以前生
　〔科目〕教科又は教職に関する科目

　＜選択必修科目＞　2019年度以降生
　〔科目〕大学が独自に定める科目
　〔事項〕教科及び教科の指導法に関する科目
　　授業形態：単独　or　オムニバス
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