
情報リテラシー 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

食品生産科学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 月曜日 ３時限 

情報処理センター 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

酒井 昇 ３号館１１６番室 

(酒井昇） 

 

電話：03-5463-0622、 

Ｅメール：sakai@kaiyodai.ac.jp 

水曜日の 10:00 から 12:00

と 週日 17:00から 19:00 

 

担当教員 

食品生産科学科 酒井昇、柴田真理朗（月曜日３限） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

まず、コンピュータ操作に慣れ、道具として使いこなせるようになることを目的とする。また、
コンピュータ・ネットワークにも慣れる。次に、ワープロソフト、計算ソフト、プレゼンテーシ
ョンソフトの基本を修得する。 
加えて、情報倫理に関する視覚教材等を用いて、Web、メール等のネットワーク利用における危
険性及び安全対策を中心とした情報セキュリティを理解する。 
コンピュータと関連する情報技術の環境について、コンピュータ機器を操作しながら解説し、そ

れらの基礎的内容を理解することを学習目標とする講義科目である。 

C:科学基礎,  
J：課題解決能力 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

・パーソナルコンピュータのオペレーションシステムおよびネットワーク利用等の情報技術における知識を習得する。（C） 
・ワープロソフト、プレゼンテーションソフトの使用法を習得する。（C） 
・表計算ソフトの使用法を習得するとともにデータ整理の定量的な取り扱いを演習によって習得する。（C、J） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

情報処理センターの教育用端末室において、コンピューターを前にして講義を
行う。受講する学生諸君は、講義の後に実際に端末を操作する。与えられた課
題に答え、レポートを提出する。学科により講義内容に若干の変更もある。 
 第１回 ガイダンス 
 第２回 Windowsシステムと基本ソフト 
 第３回 情報倫理 
 第４回 WWW を利用した情報検索 

 第５回 ワードプロセッシング（Word）１ 
 第６回 ワードプロセッシング（Word）２ 
 第７回 プレゼンテーションソフト（PowerPoint）の操作１ 
 第８回 プレゼンテーションソフト（PowerPoint）の操作２ 
 第９回 表計算ソフト（Excel）の使い方と応用１（パラメータ推定１） 
 第１０回 表計算ソフト（Excel）の使い方と応用２（パラメータ推定２） 

 第１１回 表計算ソフト（Excel）の使い方と応用３（統計処理１） 
 第１２回 表計算ソフト（Excel）の使い方と応用４（統計処理２） 
 第１３回 表計算ソフト（Excel）の使い方と応用５（VBA１） 
 第１４回 表計算ソフト（Excel）の使い方と応用６（VBA２） 
 第１５回 表計算ソフト（Excel）の使い方と応用７（VBA３） 

（予習のあり方）「授業計画」の内容に
ついて予習しておくこと。疑問点を把
握しておき、授業で質問することによ
り理解に努めること。 
（復習のあり方）授業中に提出された
課題を返却するので、自らの理解度を
確認すること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト：各担当教員が講義の最初に指示する。 

参考書： 
「実験データ処理に使う Exel 活用法」嶋貫健司・大塚礼雄, カットシステム(2004） 
「Power Point 徹底ガイド」相澤裕介, カットシステム(2005) 
「統計処理に使う Exel活用法」相澤裕介, カットシステム(2006) 

評価方法 評価基準 

[評価の方法] 

授業中に与えるレポート課題で評価する。レポート課題で
は考える力の習得状況および情報技術に関する科学的知識
の習得状況を評価する。 

達成目標に到達している場合に 60 点以上の合格点を与え

る。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題については、授業内で返却し、解説を行う。 
 

履修上の注意点 

(1)受講学生は、自由時間に端末室を利用しできるだけ自習すること。 
(2)レポートは必ず提出すること。 



情報リテラシー 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋政策文化学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 月曜日 ３時限 情報処

理センター 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

高橋 周 8号館 508室 

 

ctakah0（アットマーク）kaiyodai.ac.jp 

 

講義の際にお知らせしま

す。 
 

担当教員 

高橋 周 
日臺 晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

この授業は科学技術や人文・社会学などに必要な情報処理能力および計算能力を身につけるため
のものである。学生には、Web、メール等のネットワーク利用における情報セキュリティーを理
解し、ワード、パワーポント、エクセルなどをアカデミック・スキルとして使いこなす初歩を修
得することが求められている。授業では、Web上の情報をどのように選別すべきか、セキュリテ
ィーをいかに確保すればよいか、社会に対して責任ある行動や判断とはいかなるものか、論理的
で説得力ある文章をどのように作成すればよいか、いかにして作図や作表をするか、などについ

て講義される。 

◎C:科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1．Web、メール等のネットワーク利用における情報セキュリティーを理解し、危険性にたいして対処できるようになるこ
と。(C) 

2．大学生として必要な情報検索が行えるようになること。(C) 
3．ワード、パワーポント、エクセルをアカデミック・スキルとして使いこなせるようになること。(C) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ以下の順序に基づいて講義する予定。 
1．ログイン練習、履修登録 
2．メールの設定 
3．図書館の情報検索の仕方 
4．メールのマナー 
5．ワード（１） 

6．ワード（２） 
7．ワード（３） 
8．パワーポイント（１） 
9．パワーポイント（２） 
10．情報倫理 中間テスト 
11．エクセル（１） 
12．エクセル（２） 

13．エクセル（３） 
14．エクセル（４） 
15．期末テスト 
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。 

（予習のあり方） 
「授業の計画」にあげた内容について
予習をしておくことが望ましい。 
（復習のあり方） 
授業内容で関心を持った点について参
考書等で調べたり、論文等を読むなど

して理解を深める。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：情報リテラシー教科書（オーム社、矢野 文彦 監修、2012年） 

評価方法 評価基準 

成績配分は、課題提出 20％、中間試験 30％、期末試験 50％
の割合で総合的に評価する。試験は持ち込み不可で行う。
試験では授業内容の習得度が評価対象となる。 

達成目標に記載した 3 項目を最低限クリアーしている場合
のみ、60％以上の評価を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

1．欠席は 3回まで。4回以上の欠席は不可とする。遅刻は 3回で 1回欠席とする。 
2．受講生は、自由時間に端末室を利用してできるだけ練習すること。 
3．レポートや課題は必ず期限までに提出すること。 
4. 当該科目は「日本語表現法」と関連がある。 
5．当該科目は卒業論文を作成するのに役立つ。 



情報リテラシー 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 火曜日 ４時限 

情報処理センター 

該当しない 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

吉田 次郎 9号館 506室 jiroy@kaiyodai.ac.jp 各担当教員が講義の最初

に呈示する。 
 

担当教員 

海洋環境学科   吉田次郎他（火曜日４次限） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

まずコンピューターに慣れて、道具として使いこなせるようになることを目的とする。また、コ
ンピューター・ネットワークに慣れる。ワープロソフトと計算ソフトの基本を修得する。情報倫
理に関する視覚教材等を用いて、Web，メール等のネットワーク利用における危険性および安全
対策を中心とした情報セキュリティーを理解する。 

B:技術者倫理, 
C:科学基礎, 
I:生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1.コンピュータの基本的操作を修得する。                   (C,I) 
2.ワープロソフトと計算ソフトの基本を修得する。               (C,I) 

3.情報倫理を身につけ、情報社会に対して責任感を持って行動できるようになる。 (B,I) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

情報処理センターの教育用端末室を使って、コンピューターを前にして講義を行
う。受講する学生諸君は、講義の後に実際に端末を操作する。課題を提出し、レポ
ートを出してもらう。各学科により講義内容に若干の変更がある場合がある。 
第１回  ガイダンス  

第２回  コンピューターの使い方とパスワードの変更方法 
第３回  メールの設定と使い方    
第４回  情報倫理（コンピューターの著作権と知的所有権侵害、論文成果、文章

剽窃など） 
第５回   エクセルとワードの基本 
第６回  エクセルとワードの基本      
第７回   文献検索 

第８回  WWW による情報検索           
第９回   パワーポイントの基本 
第１０回 パワーポイントの基本      
第１１回  パワーポイントの応用 
第１２回 エクセルの応用            
第１３回  ワードの応用 

第１４回 WWW の入門（ホームページの作り方） 
第１５回  総合まとめ 

(予習復習のあり方）各回の講義で
配付する資料を復習する事が次回
への予習となる 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト 各担当教員が講義の最初に指示する。 
参考書  その都度指示する。 

評価方法 評価基準 

レポート提出（100％）により評価する。 

 
学生の達成目標をクリヤーしていることが合格の条件とな

る(60%)。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う 

履修上の注意点 

(1)受講学生は、自由時間に端末室を利用してできるだけ練習すること。 

(2)レポートは必ず提出せよ。 



情報リテラシー 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

食品生産科学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 火曜日 ５時限 

情報処理センター 

該当しない。 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

白井 隆明 3号館 317室 内線 0587 火 12-13   3-317 

 

担当教員 

サラダサイエンス寄附講座 白井隆明 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

まず、コンピュータ操作に習熟し、道具として使いこなせるようになるこ

とを目的とする。また、コンピュータ・ネットワークも習得する。次に、
ワープロソフト、計算ソフト、プレゼンテーションソフトの基本を修得す
る。 
加えて、情報倫理に関する視覚教材等を用いて、Web、メール等のネットワ
ーク利用における危険性及び安全対策を中心とした情報セキュリティを理
解する。 
コンピュータと関連する情報技術の環境について、コンピュータ機器を操

作しながら解説し、それらの基礎的内容を理解することを学習目標とする
講義科目である。 

パーソナルコンピュータのオペレーション

システムと、ワープロソフト、表計算ソフ
ト、プレゼンテーションソフトおよびネッ
トワーク利用という情報技術における幅広
い知識を理解する。 
セキュリティシステムの中で、パーソナル
コンピュータを用い、ワープロソフト、表
計算ソフト、プレゼンテーションソフトお

よびネットワークの利用を習得する。 
（Ｃ：科学基礎） 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１情報処理センター内端末を学生証および PINを用いて起動させ、シャットダウンさることができる（C) 
２Webmailおよび Thunderbird により、メールの送信、メールの受信、メールの管理ができる（C) 
３Wordにより、文書の作成、文書の管理ができる（C) 

４Excelにより、表計算シートの作成、表計算シートの管理ができる（C) 
５PowerPoint により、プレゼンテーション原稿の作成、プレゼンテーション原稿の管理ができる（C) 
６情報倫理学習を通じ、PCセキュリティ、フィッシング、情報管理を学ぶ（C) 
７最新端末機器および OSの機能と特徴を詳説する（C) 
７ネットワークを通じ、インターネットプロトコルを学ぶ（C) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

情報処理センターの教育用端末室において、コンピューターを前にして講義を
行う。受講する学生諸君は、講義の後に実際に端末を操作する。与えられた課
題に答え、レポートを提出する。学科により講義内容に若干の変更もある。 
 第１回 ガイダンス 
 第２回 コンピューターの使い方とパスワードの変更方法 
 第３回 Windows入門 
 第４回 ファイル、ディレクトリ、ドライブ 

 第５回 タイピング練習         第６回 エディター、日本語の入力 
 第７回 プリンタの使い方       第８回 コンピュータ・ネットワーク 
 第９回 メール入門             第１０回 WWW入門、WWWによる情報検索 
 第１１回 MS Power Point入門   第１２回 MS Excel入門 
 第１３回 ワープロソフト MS Word入門 

 第１４回 コンピュータソフトと著作権・知的所有権 
 第１５回 課題日 

「授業計画」の内容について予習して
おくこと。授業中に提出された課題を
返却するので、自らの理解度を確認す
ること。 
（予習のあり方）まず、学生証および
PIN を用いて端末を起動する。次いで、
Thunderbird や Webmail に受信したメ

ールを確認する。アプリケーションソ
フトを予め起動させ、ボタンの内容、
タブの内容を確認する。 
不明な点は記録にとどめておき、授業
の中で質問するよう準備しておく。 

（復習のあり方）まず、学生証および
PIN を用いて端末を起動する。次いで、

Thunderbird や Webmail に受信したメ
ールを確認する。アプリケーションソ
フトで既に作成した資料について、授
業に添って操作を再度確認する。結果
を印刷プリビューで確認した後、印刷
する。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト：各担当教員が講義の最初に指示する。 
参考書：適宜指示する。 

評価方法 評価基準 

[評価の方法] 
 授業中に与えるアプリケーションソフトを利用したレポート課題（50％）と最終
課題（50％）で評価する。 

[評価基準] 
レポート課題ではアプリケーションソフトを理解しているかの習得状況を評価し、
最終課題では情報技術に関する科学的知識およびセキュリティ知識、倫理問題への

インターネット利用の倫理および
セキュリティを理解し、メールソフ
ト、プレゼンテーションソフト、ワ

ープロソフト、表計算および作図ソ
フトを円滑に使えると高い評点を
与える。 



習得状況を評価する。達成目標に到達している場合に 60点以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 

履修上の注意点 

(1)受講学生は、自由時間に端末室の PCを利用しできるだけ自習すること。 

(2)課題は必ず提出。 



情報リテラシー 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 水曜日 １時限 

情報処理センター 

該当しない 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

武田 誠一 9号館 506室 jiroy@kaiyodai.ac.jp 各担当教員が講義の最初

に呈示する。 
 

担当教員 

海洋環境学科   吉田次郎他（火曜日４次限） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

まずコンピューターに慣れて、道具として使いこなせるようになることを目的とする。また、コ
ンピューター・ネットワークに慣れる。ワープロソフトと計算ソフトの基本を修得する。情報倫
理に関する視覚教材等を用いて、Web，メール等のネットワーク利用における危険性および安全
対策を中心とした情報セキュリティーを理解する。 

B:技術者倫理, 
C:科学基礎, 
I:生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1.コンピュータの基本的操作を修得する。                   (C,I) 
2.ワープロソフトと計算ソフトの基本を修得する。               (C,I) 

3.情報倫理を身につけ、情報社会に対して責任感を持って行動できるようになる。 (B,I) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

情報処理センターの教育用端末室を使って、コンピューターを前にして講義を行う。受講
する学生諸君は、講義の後に実際に端末を操作する。課題を提出し、レポートを出しても
らう。各学科により講義内容に若干の変更がある場合がある。 
第１回   ガイダンス                

第２回 コンピューターの使い方とパスワードの変更方法 
第３回   メールの設定と使い方       
第４回 情報倫理（コンピューターの著作権と知的所有権侵害、論文成果、文章剽窃など）      
第５回   エクセルとワードの基本 
第６回 エクセルとワードの基本      
第７回   文献検索 
第８回 WWWによる情報検索           

第９回   パワーポイントの基本 
第１０回 パワーポイントの基本      
第１１回 パワーポイントの応用 
第１２回 エクセルの応用            
第１３回 ワードの応用 
第１４回 WWW の入門（ホームページの作り方） 

第１５回 総合まとめ 

(予習復習のあり方）各回の
講義で配付する資料を復習
する事が次回への予習とな
る 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト 各担当教員が講義の最初に指示する。 
参考書  その都度指示する。 

評価方法 評価基準 

レポート提出（100％）により評価する。 
 

学生の達成目標をクリヤーしていることが合格の条件となる(60%)。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う 

履修上の注意点 

(1)受講学生は、自由時間に端末室を利用してできるだけ練習すること。 
(2)レポートは必ず提出せよ。 



情報リテラシー 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋生物資源学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 水曜日 ５時限 

情報処理センター 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

横田 賢史 2号館 208号室(横田賢史)、

1号館 209号室(塩出大輔)、

2号館 127号室(遠藤雅人)、

8号館(岩田繁英) 

yokota@kaiyodai.ac.jp, 03-5463-0578; 

shiode@kaiyodai.ac.jp, 03-5463-0477; 

asteroid@kaiyodai.ac.jp, 03-5463-0154; 

siwata0@kaiyodai.ac.jp,   03-5463-0469 

随時、各指導教員が対

応する。 

 

担当教員 

横田賢史、塩出大輔、遠藤 雅人、岩田 繁英 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

近年目覚ましい発展を遂げてきた情報技術（IT）は社会の中で大きな役割を果たしているが、大
学の教育、研究活動においても不可欠となっている。しかし、利便性が増す一方で、新しい技術
を悪用する行為も急増している。個人情報や機密情報の漏えい、ウィルスなどの不正プログラム
による被害は、社会基盤や生活環境を脅かす要因となっている。 
授業では情報処理センターの端末 PC を用いて、教育・研究に関連するアプリケーション、情報

機器およびネットワークを活用する基本的な能力を修得することを目標とする。また、情報セキ
ュリティに関する基本的な知識についても正しく理解し、安全で快適な IT 利用方法を身に着け
ていく。 
 

◎Ｃ：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

情報処理センターの端末 PC を用いて、教育・研究に関連するアプリケーション、情報機器およびネットワークを活用す

る基本的な能力を修得すること  (C) 
情報セキュリティに関する基本的な知識について理解し、安全で快適に IT機器を使用できるようになること  (C) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

情報処理センターの教育用端末室を使って、コンピューターを前にして講義を行う。受講する
学生は実際に端末を操作する。課題を提出し、レポートを出してもらう。 
第１回 ガイダンス（情報処理センター端末の使い方 PIN、パスワードの設定、大学メール
の利用方法） 

第２回 情報のタイプと収集方法（図書館情報検索の紹介・使用方法） 
第３回 インターネットと Webアプリケーション（通信の概略とホームページ検索の仕組み） 
第４回 レポートの作成方法１（Wordを用いたレポート作成方法、プリンタの使い方） 
第５回 レポートの作成方法２（数式表記、罫線作成方法など） 
第６回 レポートの作成方法３（レポートファイルの提出方法、校閲のやり方） 
第７回 データ分析法１（Excelを用いた統計データの処理方法） 

第８回 データ分析法２（Excelによる統計解析方法の基礎・グラフの作成方法） 
第９回 データ分析法３（相関と回帰分析） 
第１０回 プレゼンテーションの方法１（Powerpointを用いた発表資料の作成方法） 
第１１回 プレゼンテーションの方法２（図形、画像、ワードアートなどの効果的な使い方） 
第１２回 プレゼンテーションの方法３（スライドの管理と動画・アニメーション等の設定） 
第１３回 情報セキュリティ１（情報漏えいとその対策法） 
第１４回 情報セキュリティ２（インターネット社会の実態と法令・モラル） 

第１５回 予備日 
＊講義の内容・順序は必要に応じて変更する場合がある。 

（予習のあり方） 
初回に配布する手引き
を一読し、情報処理セン
ター端末 PCにより前も

って使い方を練習して
おくこと。関連する web
サイトなどは、必要のあ
るときは指示する。 
（復習のあり方） 
授業内容で関心を持っ

た点について参考書等
で調べたり、論文等を読
むなどとして理解を深
める。授業中に説明した
e-learning システムや
web サイトを活用して、
情報セキュリティの脅

威やその対策について
よく理解しておくこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

初回の授業において、「情報処理センターの手引き」を配布する。 
その他適宜、指示する。 

評価方法 評価基準 

【評価方法】 
毎回の授業中に出す課題(50%)
とレポート(50%)をもとに評価
する。 

レポートの内容について、１．情報機器やネットワークを活用する基本的な能力が身に
ついたか、２．情報セキュリティに関する基本的な知識を修得できたか、３．学習内容
をレポートに簡潔にまとめることが出来ているか、の観点から評価する。 
これらの達成目標をクリアーしている場合のみ 60点以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題の解説等については、要望に応じて提出時に適宜行う。 

履修上の注意点 

情報機器を用いた実験レポート、数値データの整理、発表資料の作成の基礎となる。 
ネット社会の脅威を理解して、適切な利用法を身に着ける。 

mailto:siwata0@kaiyodai.ac.jp


日本語表現法 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 木曜日 １時限 ５号館

４１０番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

ﾄﾝﾌﾟｿﾝ 美恵子 ５号館５４０９室   

 

世話人： 大島弥生 

(E-mail:yayoi@kaiyodai.ac.jp, tel:03-5463-0646) 

木曜日 12:00-13:00 

 
 

担当教員 

上記の主担当教員および学科教員 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本学での授業修得に必要な，日本語の文章表現，レポートの作成方法，議論と口頭発表のやり方
を学ぶ。本授業での作業を通じ，国際的コミュニケーションの基礎ともなる日本語運用能力を養
う。本学を卒業する学生は，高度専門職業人として，論理的思考能力，適切な判断力，社会に対
する責任感をもって行動し，現代社会の諸課題について対応する実践的指導能力と課題探求・問
題解決の能力が求められている。これらの能力を獲得するためには，自らの思考・学習成果を言
語化し，それを他者に伝えていくための文章作成能力・プレゼンテーション能力が必要である。
本授業においては，資料・情報の収集・分類を行い，自分の立場を明確にした上で，反論をふま

え論理的に文章を展開するレポートを作成し，それにもとづいて口頭発表を行う中で，これらの
能力を養成していく。 

A コミュニケーショ
ン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

全員がレポートを作成し，口頭発表を行う。そのプロセスを通じて，大学でのレポートや卒業論文作成の基礎となる，文

章作成能力と口頭表現能力を身につける。同時に，活動を通じて，協働活動の必要性とペアやチームにおける個々の役割
を学ぶ。(A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 資料・情報の収集・分類を行い，自分の立場を明確にした上で，反論をふま
え論理的に文章を展開するレポートを完成させ，それに基づいて口頭発表を行
う。その過程で，以下の各項目について学習する。 
１．「表現法」の紹介   
２．構想を練る     
３．分析的読解 

４．情報を調べる（その際は情報倫理に配慮する） 
５．筋道を立てる    
６．アウトライン 
７．パラグラフを書く     
８．本文を書き込む   
９．引用（その際は剽窃に注意する） 

10．点検しあう 
11．口頭発表の準備    
12．口頭発表 
13．口頭発表      
14．総まとめと自己評価 
15．試験 

毎回，課題について準備し，授業後の
復習を通じて課題を完成させることを
繰り返す。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

新入生オリエンテーション時にテキストの入手方法を指示する。 
『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版』（ひつじ書房，大島弥生ほか著，\1600＋税）を生協で購入し，初回授業から
持参すること。 

評価方法 評価基準 

成績は，以下のように評価する。 
－授業内の活動での理解を反映したワークシート記入とレポ

ートの途中提出物（30％） 
－学期末レポート（30％） －口頭発表（20％） －試験（20％） 

学生の達成目標に関して，本学でのレポートや卒業論文
作成の基礎となる，文章作成能力と口頭表現能力を身に

つけたと判定された場合にのみ，60 点以上の合格点を
与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。レポート・途中提出物・発表に
ついては，提出・実施の翌週に授業内で解説を行う。 

履修上の注意点 

初回の授業で履修上のルールを説明するので，事前に掲示で所属クラスを確認し，教科書を持参して，必ず初回から出席
すること。 



日本語表現法 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 木曜日 １時限 講義棟

２１番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

石井 久美子 ５号館５４０９室   

 

世話人： 大島弥生 

(E-mail:yayoi@kaiyodai.ac.jp, tel:03-5463-0646) 

木曜日 12:00-13:00 

 
 

担当教員 

上記の主担当教員および学科教員 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本学での授業修得に必要な，日本語の文章表現，レポートの作成方法，議論と口頭発表のやり方
を学ぶ。本授業での作業を通じ，国際的コミュニケーションの基礎ともなる日本語運用能力を養
う。本学を卒業する学生は，高度専門職業人として，論理的思考能力，適切な判断力，社会に対
する責任感をもって行動し，現代社会の諸課題について対応する実践的指導能力と課題探求・問
題解決の能力が求められている。これらの能力を獲得するためには，自らの思考・学習成果を言
語化し，それを他者に伝えていくための文章作成能力・プレゼンテーション能力が必要である。
本授業においては，資料・情報の収集・分類を行い，自分の立場を明確にした上で，反論をふま

え論理的に文章を展開するレポートを作成し，それにもとづいて口頭発表を行う中で，これらの
能力を養成していく。 

A コミュニケーショ
ン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

全員がレポートを作成し，口頭発表を行う。そのプロセスを通じて，大学でのレポートや卒業論文作成の基礎となる，文

章作成能力と口頭表現能力を身につける。同時に，活動を通じて，協働活動の必要性とペアやチームにおける個々の役割
を学ぶ。(A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 資料・情報の収集・分類を行い，自分の立場を明確にした上で，反論をふま
え論理的に文章を展開するレポートを完成させ，それに基づいて口頭発表を行
う。その過程で，以下の各項目について学習する。 
１．「表現法」の紹介   
２．構想を練る     
３．分析的読解 

４．情報を調べる（その際は情報倫理に配慮する） 
５．筋道を立てる    
６．アウトライン 
７．パラグラフを書く     
８．本文を書き込む   
９．引用（その際は剽窃に注意する） 

10．点検しあう 
11．口頭発表の準備    
12．口頭発表 
13．口頭発表      
14．総まとめと自己評価 
15．試験 

毎回，課題について準備し，授業後の
復習を通じて課題を完成させることを
繰り返す。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

新入生オリエンテーション時にテキストの入手方法を指示する。 
『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版』（ひつじ書房，大島弥生ほか著，\1600＋税）を生協で購入し，初回授業から
持参すること。 

評価方法 評価基準 

成績は，以下のように評価する。 
－授業内の活動での理解を反映したワークシート記入とレポ

ートの途中提出物（30％） 
－学期末レポート（30％） －口頭発表（20％） －試験（20％） 
 

学生の達成目標に関して，本学でのレポートや卒業論文
作成の基礎となる，文章作成能力と口頭表現能力を身に

つけたと判定された場合にのみ，60 点以上の合格点を
与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。レポート・途中提出物・発表に
ついては，提出・実施の翌週に授業内で解説を行う。 

履修上の注意点 

初回の授業で履修上のルールを説明するので，事前に掲示で所属クラスを確認し，教科書を持参して，必ず初回から出席
すること。 



日本語表現法 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 木曜日 １時限 講義棟

３１番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大場 理恵子 ５号館５４０９室   

 

世話人： 大島弥生 

(E-mail:yayoi@kaiyodai.ac.jp, tel:03-5463-0646) 

木曜日 12:00-13:00 

 
 

担当教員 

上記の主担当教員および学科教員 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本学での授業修得に必要な，日本語の文章表現，レポートの作成方法，議論と口頭発表のやり方
を学ぶ。本授業での作業を通じ，国際的コミュニケーションの基礎ともなる日本語運用能力を養
う。本学を卒業する学生は，高度専門職業人として，論理的思考能力，適切な判断力，社会に対
する責任感をもって行動し，現代社会の諸課題について対応する実践的指導能力と課題探求・問
題解決の能力が求められている。これらの能力を獲得するためには，自らの思考・学習成果を言
語化し，それを他者に伝えていくための文章作成能力・プレゼンテーション能力が必要である。
本授業においては，資料・情報の収集・分類を行い，自分の立場を明確にした上で，反論をふま

え論理的に文章を展開するレポートを作成し，それにもとづいて口頭発表を行う中で，これらの
能力を養成していく。 

A コミュニケーショ
ン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

全員がレポートを作成し，口頭発表を行う。そのプロセスを通じて，大学でのレポートや卒業論文作成の基礎となる，文

章作成能力と口頭表現能力を身につける。同時に，活動を通じて，協働活動の必要性とペアやチームにおける個々の役割
を学ぶ。(A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 資料・情報の収集・分類を行い，自分の立場を明確にした上で，反論をふま
え論理的に文章を展開するレポートを完成させ，それに基づいて口頭発表を行
う。その過程で，以下の各項目について学習する。 
１．「表現法」の紹介   
２．構想を練る     
３．分析的読解 

４．情報を調べる（その際は情報倫理に配慮する） 
５．筋道を立てる    
６．アウトライン 
７．パラグラフを書く     
８．本文を書き込む   
９．引用（その際は剽窃に注意する） 

10．点検しあう 
11．口頭発表の準備    
12．口頭発表 
13．口頭発表      
14．総まとめと自己評価 
15．試験 

毎回，課題について準備し，授業後の
復習を通じて課題を完成させることを
繰り返す。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

新入生オリエンテーション時にテキストの入手方法を指示する。 
『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版』（ひつじ書房，大島弥生ほか著，\1600＋税）を生協で購入し，初回授業から
持参すること。 

評価方法 評価基準 

成績は，以下のように評価する。 
－授業内の活動での理解を反映したワークシート記入とレポ

ートの途中提出物（30％） 
－学期末レポート（30％） －口頭発表（20％） －試験（20％） 
 

学生の達成目標に関して，本学でのレポートや卒業論文
作成の基礎となる，文章作成能力と口頭表現能力を身に

つけたと判定された場合にのみ，60 点以上の合格点を
与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。レポート・途中提出物・発表に
ついては，提出・実施の翌週に授業内で解説を行う。 

履修上の注意点 

初回の授業で履修上のルールを説明するので，事前に掲示で所属クラスを確認し，教科書を持参して，必ず初回から出席
すること。 



日本語表現法 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 木曜日 １時限 講義棟

４１番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小笠 恵美子 ５号館５４０９室   

 

世話人： 大島弥生 

(E-mail:yayoi@kaiyodai.ac.jp, tel:03-5463-0646) 

木曜日 12:00-13:00 

 
 

担当教員 

上記の主担当教員および学科教員 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本学での授業修得に必要な，日本語の文章表現，レポートの作成方法，議論と口頭発表のやり方
を学ぶ。本授業での作業を通じ，国際的コミュニケーションの基礎ともなる日本語運用能力を養
う。本学を卒業する学生は，高度専門職業人として，論理的思考能力，適切な判断力，社会に対
する責任感をもって行動し，現代社会の諸課題について対応する実践的指導能力と課題探求・問
題解決の能力が求められている。これらの能力を獲得するためには，自らの思考・学習成果を言
語化し，それを他者に伝えていくための文章作成能力・プレゼンテーション能力が必要である。
本授業においては，資料・情報の収集・分類を行い，自分の立場を明確にした上で，反論をふま

え論理的に文章を展開するレポートを作成し，それにもとづいて口頭発表を行う中で，これらの
能力を養成していく。 

A コミュニケーショ
ン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

全員がレポートを作成し，口頭発表を行う。そのプロセスを通じて，大学でのレポートや卒業論文作成の基礎となる，文

章作成能力と口頭表現能力を身につける。同時に，活動を通じて，協働活動の必要性とペアやチームにおける個々の役割
を学ぶ。(A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 資料・情報の収集・分類を行い，自分の立場を明確にした上で，反論をふま
え論理的に文章を展開するレポートを完成させ，それに基づいて口頭発表を行
う。その過程で，以下の各項目について学習する。 
１．「表現法」の紹介   
２．構想を練る     
３．分析的読解 

４．情報を調べる（その際は情報倫理に配慮する） 
５．筋道を立てる    
６．アウトライン 
７．パラグラフを書く     
８．本文を書き込む   
９．引用（その際は剽窃に注意する） 

10．点検しあう 
11．口頭発表の準備    
12．口頭発表 
13．口頭発表      
14．総まとめと自己評価 
15．試験 

毎回，課題について準備し，授業後の
復習を通じて課題を完成させることを
繰り返す。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

新入生オリエンテーション時にテキストの入手方法を指示する。 
『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版』（ひつじ書房，大島弥生ほか著，\1600＋税）を生協で購入し，初回授業から
持参すること。 

評価方法 評価基準 

成績は，以下のように評価する。 
－授業内の活動での理解を反映したワークシート記入とレポー

トの途中提出物（30％） 
－学期末レポート（30％） －口頭発表（20％） －試験（20％） 
 

学生の達成目標に関して，本学でのレポートや卒業論
文作成の基礎となる，文章作成能力と口頭表現能力を

身につけたと判定された場合にのみ，60点以上の合格
点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。レポート・途中提出物・発表に
ついては，提出・実施の翌週に授業内で解説を行う。 

履修上の注意点 

初回の授業で履修上のルールを説明するので，事前に掲示で所属クラスを確認し，教科書を持参して，必ず初回から出席
すること。 



日本語表現法 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋生物資源学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 木曜日 ２時限 ５号館

４１０番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大島 弥生 ５号館５４０９室   

 

世話人： 大島弥生 

(E-mail:yayoi@kaiyodai.ac.jp, tel:03-5463-0646) 

木曜日 12:00-13:00 

 
 

担当教員 

上記の主担当教員および学科教員 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本学での授業修得に必要な，日本語の文章表現，レポートの作成方法，議論と口頭発表のやり方
を学ぶ。本授業での作業を通じ，国際的コミュニケーションの基礎ともなる日本語運用能力を養
う。本学を卒業する学生は，高度専門職業人として，論理的思考能力，適切な判断力，社会に対
する責任感をもって行動し，現代社会の諸課題について対応する実践的指導能力と課題探求・問
題解決の能力が求められている。これらの能力を獲得するためには，自らの思考・学習成果を言
語化し，それを他者に伝えていくための文章作成能力・プレゼンテーション能力が必要である。
本授業においては，資料・情報の収集・分類を行い，自分の立場を明確にした上で，反論をふま

え論理的に文章を展開するレポートを作成し，それにもとづいて口頭発表を行う中で，これらの
能力を養成していく。 

A コミュニケーショ
ン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

全員がレポートを作成し，口頭発表を行う。そのプロセスを通じて，大学でのレポートや卒業論文作成の基礎となる，文

章作成能力と口頭表現能力を身につける。同時に，活動を通じて，協働活動の必要性とペアやチームにおける個々の役割
を学ぶ。(A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 資料・情報の収集・分類を行い，自分の立場を明確にした上で，反論をふま
え論理的に文章を展開するレポートを完成させ，それに基づいて口頭発表を行
う。その過程で，以下の各項目について学習する。 
１．「表現法」の紹介   
２．構想を練る     
３．分析的読解 

４．情報を調べる（その際は情報倫理に配慮する） 
５．筋道を立てる    
６．アウトライン 
７．パラグラフを書く     
８．本文を書き込む   
９．引用（その際は剽窃に注意する） 

10．点検しあう 
11．口頭発表の準備    
12．口頭発表 
13．口頭発表      
14．総まとめと自己評価 
15．試験 

毎回，課題について準備し，授業後の
復習を通じて課題を完成させることを
繰り返す。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

新入生オリエンテーション時にテキストの入手方法を指示する。 
『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版』（ひつじ書房，大島弥生ほか著，\1600＋税）を生協で購入し，初回授業から
持参すること。 

評価方法 評価基準 

成績は，以下のように評価する。 
－授業内の活動での理解を反映したワークシート記入とレポ

ートの途中提出物（30％） 
－学期末レポート（30％） －口頭発表（20％） －試験（20％） 
 

学生の達成目標に関して，本学でのレポートや卒業論文
作成の基礎となる，文章作成能力と口頭表現能力を身に

つけたと判定された場合にのみ，60 点以上の合格点を
与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。レポート・途中提出物・発表に
ついては，提出・実施の翌週に授業内で解説を行う。 

履修上の注意点 

初回の授業で履修上のルールを説明するので，事前に掲示で所属クラスを確認し，教科書を持参して，必ず初回から出席
すること。 



日本語表現法 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋生物資源学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 木曜日 ２時限 講義棟

３１番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大場 理恵子 ５号館５４０９室   

 

世話人： 大島弥生 

(E-mail:yayoi@kaiyodai.ac.jp, tel:03-5463-0646) 

木曜日 12:00-13:00 

 
 

担当教員 

上記の主担当教員および学科教員 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本学での授業修得に必要な，日本語の文章表現，レポートの作成方法，議論と口頭発表のやり方
を学ぶ。本授業での作業を通じ，国際的コミュニケーションの基礎ともなる日本語運用能力を養
う。本学を卒業する学生は，高度専門職業人として，論理的思考能力，適切な判断力，社会に対
する責任感をもって行動し，現代社会の諸課題について対応する実践的指導能力と課題探求・問
題解決の能力が求められている。これらの能力を獲得するためには，自らの思考・学習成果を言
語化し，それを他者に伝えていくための文章作成能力・プレゼンテーション能力が必要である。
本授業においては，資料・情報の収集・分類を行い，自分の立場を明確にした上で，反論をふま

え論理的に文章を展開するレポートを作成し，それにもとづいて口頭発表を行う中で，これらの
能力を養成していく。 

A コミュニケーショ
ン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

全員がレポートを作成し，口頭発表を行う。そのプロセスを通じて，大学でのレポートや卒業論文作成の基礎となる，文

章作成能力と口頭表現能力を身につける。同時に，活動を通じて，協働活動の必要性とペアやチームにおける個々の役割
を学ぶ。(A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 資料・情報の収集・分類を行い，自分の立場を明確にした上で，反論をふま
え論理的に文章を展開するレポートを完成させ，それに基づいて口頭発表を行
う。その過程で，以下の各項目について学習する。 
１．「表現法」の紹介   
２．構想を練る     
３．分析的読解 

４．情報を調べる（その際は情報倫理に配慮する） 
５．筋道を立てる    
６．アウトライン 
７．パラグラフを書く     
８．本文を書き込む   
９．引用（その際は剽窃に注意する） 

10．点検しあう 
11．口頭発表の準備    
12．口頭発表 
13．口頭発表      
14．総まとめと自己評価 
15．試験 

毎回，課題について準備し，授業後の
復習を通じて課題を完成させることを
繰り返す。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

新入生オリエンテーション時にテキストの入手方法を指示する。 
『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版』（ひつじ書房，大島弥生ほか著，\1600＋税）を生協で購入し，初回授業から
持参すること。 

評価方法 評価基準 

成績は，以下のように評価する。 
－授業内の活動での理解を反映したワークシート記入とレポー

トの途中提出物（30％） 
－学期末レポート（30％） －口頭発表（20％） －試験（20％） 
 

学生の達成目標に関して，本学でのレポートや卒業論
文作成の基礎となる，文章作成能力と口頭表現能力を

身につけたと判定された場合にのみ，60点以上の合格
点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。レポート・途中提出物・発表に
ついては，提出・実施の翌週に授業内で解説を行う。 

履修上の注意点 

初回の授業で履修上のルールを説明するので，事前に掲示で所属クラスを確認し，教科書を持参して，必ず初回から出席
すること。 



日本語表現法 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

食品生産科学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 木曜日 ２時限 講義棟

４１番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小笠 恵美子 ５号館５４０９室   

 

世話人： 大島弥生 

(E-mail:yayoi@kaiyodai.ac.jp, tel:03-5463-0646) 

木曜日 12:00-13:00 

 
 

担当教員 

上記の主担当教員および学科教員 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本学での授業修得に必要な，日本語の文章表現，レポートの作成方法，議論と口頭発表のやり方
を学ぶ。本授業での作業を通じ，国際的コミュニケーションの基礎ともなる日本語運用能力を養
う。本学を卒業する学生は，高度専門職業人として，論理的思考能力，適切な判断力，社会に対
する責任感をもって行動し，現代社会の諸課題について対応する実践的指導能力と課題探求・問
題解決の能力が求められている。これらの能力を獲得するためには，自らの思考・学習成果を言
語化し，それを他者に伝えていくための文章作成能力・プレゼンテーション能力が必要である。
本授業においては，資料・情報の収集・分類を行い，自分の立場を明確にした上で，反論をふま

え論理的に文章を展開するレポートを作成し，それにもとづいて口頭発表を行う中で，これらの
能力を養成していく。 

A コミュニケーショ
ン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

全員がレポートを作成し，口頭発表を行う。そのプロセスを通じて，大学でのレポートや卒業論文作成の基礎となる，文

章作成能力と口頭表現能力を身につける。同時に，活動を通じて，協働活動の必要性とペアやチームにおける個々の役割
を学ぶ。(A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 資料・情報の収集・分類を行い，自分の立場を明確にした上で，反論をふま
え論理的に文章を展開するレポートを完成させ，それに基づいて口頭発表を行
う。その過程で，以下の各項目について学習する。 
１．「表現法」の紹介   
２．構想を練る     
３．分析的読解 

４．情報を調べる（その際は情報倫理に配慮する） 
５．筋道を立てる    
６．アウトライン 
７．パラグラフを書く     
８．本文を書き込む   
９．引用（その際は剽窃に注意する） 

10．点検しあう 
11．口頭発表の準備    
12．口頭発表 
13．口頭発表      
14．総まとめと自己評価 
15．試験 

毎回，課題について準備し，授業後の
復習を通じて課題を完成させることを
繰り返す。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

新入生オリエンテーション時にテキストの入手方法を指示する。 
『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版』（ひつじ書房，大島弥生ほか著，\1600＋税）を生協で購入し，初回授業から
持参すること。 

評価方法 評価基準 

成績は，以下のように評価する。 
－授業内の活動での理解を反映したワークシート記入とレポ

ートの途中提出物（30％） 
－学期末レポート（30％） －口頭発表（20％） －試験（20％） 
 

学生の達成目標に関して，本学でのレポートや卒業論文
作成の基礎となる，文章作成能力と口頭表現能力を身に

つけたと判定された場合にのみ，60 点以上の合格点を
与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。レポート・途中提出物・発表に
ついては，提出・実施の翌週に授業内で解説を行う。 

履修上の注意点 

初回の授業で履修上のルールを説明するので，事前に掲示で所属クラスを確認し，教科書を持参して，必ず初回から出席
すること。 



日本語表現法 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

食品生産科学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 木曜日 ２時限 講義棟

２１番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

石井 久美子 ５号館５４０９室   

 

世話人： 大島弥生 

(E-mail:yayoi@kaiyodai.ac.jp, tel:03-5463-0646) 

木曜日 12:00-13:00 

 
 

担当教員 

上記の主担当教員および学科教員 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本学での授業修得に必要な，日本語の文章表現，レポートの作成方法，議論と口頭発表のやり方
を学ぶ。本授業での作業を通じ，国際的コミュニケーションの基礎ともなる日本語運用能力を養
う。本学を卒業する学生は，高度専門職業人として，論理的思考能力，適切な判断力，社会に対
する責任感をもって行動し，現代社会の諸課題について対応する実践的指導能力と課題探求・問
題解決の能力が求められている。これらの能力を獲得するためには，自らの思考・学習成果を言
語化し，それを他者に伝えていくための文章作成能力・プレゼンテーション能力が必要である。
本授業においては，資料・情報の収集・分類を行い，自分の立場を明確にした上で，反論をふま

え論理的に文章を展開するレポートを作成し，それにもとづいて口頭発表を行う中で，これらの
能力を養成していく。 

A コミュニケーショ
ン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

全員がレポートを作成し，口頭発表を行う。そのプロセスを通じて，大学でのレポートや卒業論文作成の基礎となる，文

章作成能力と口頭表現能力を身につける。同時に，活動を通じて，協働活動の必要性とペアやチームにおける個々の役割
を学ぶ。(A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 資料・情報の収集・分類を行い，自分の立場を明確にした上で，反論をふま
え論理的に文章を展開するレポートを完成させ，それに基づいて口頭発表を行
う。その過程で，以下の各項目について学習する。 
１．「表現法」の紹介   
２．構想を練る     
３．分析的読解 

４．情報を調べる（その際は情報倫理に配慮する） 
５．筋道を立てる    
６．アウトライン 
７．パラグラフを書く     
８．本文を書き込む   
９．引用（その際は剽窃に注意する） 

10．点検しあう 
11．口頭発表の準備    
12．口頭発表 
13．口頭発表      
14．総まとめと自己評価 
15．試験 

毎回，課題について準備し，授業後の
復習を通じて課題を完成させることを
繰り返す。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

新入生オリエンテーション時にテキストの入手方法を指示する。 
『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版』（ひつじ書房，大島弥生ほか著，\1600＋税）を生協で購入し，初回授業から
持参すること。 

評価方法 評価基準 

成績は，以下のように評価する。 
－授業内の活動での理解を反映したワークシート記入とレポー

トの途中提出物（30％） 
－学期末レポート（30％） －口頭発表（20％） －試験（20％） 
 

学生の達成目標に関して，本学でのレポートや卒業論
文作成の基礎となる，文章作成能力と口頭表現能力を

身につけたと判定された場合にのみ，60点以上の合格
点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。レポート・途中提出物・発表に
ついては，提出・実施の翌週に授業内で解説を行う。 

履修上の注意点 

初回の授業で履修上のルールを説明するので，事前に掲示で所属クラスを確認し，教科書を持参して，必ず初回から出席
すること。 



日本語表現法 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋政策文化学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 水曜日 １時限 ５号館

４１０番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大島 弥生 ５号館５４０９室   

 

世話人： 大島弥生 

(E-mail:yayoi@kaiyodai.ac.jp, tel:03-5463-0646) 

木曜日 12:00-13:00 

 
 

担当教員 

上記の主担当教員および学科教員 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本学での授業修得に必要な，日本語の文章表現，レポートの作成方法，議論と口頭発表のやり方
を学ぶ。本授業での作業を通じ，国際的コミュニケーションの基礎ともなる日本語運用能力を養
う。本学を卒業する学生は，高度専門職業人として，論理的思考能力，適切な判断力，社会に対
する責任感をもって行動し，現代社会の諸課題について対応する実践的指導能力と課題探求・問
題解決の能力が求められている。これらの能力を獲得するためには，自らの思考・学習成果を言
語化し，それを他者に伝えていくための文章作成能力・プレゼンテーション能力が必要である。
本授業においては，資料・情報の収集・分類を行い，自分の立場を明確にした上で，反論をふま

え論理的に文章を展開するレポートを作成し，それにもとづいて口頭発表を行う中で，これらの
能力を養成していく。 

A コミュニケーショ
ン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

全員がレポートを作成し，口頭発表を行う。そのプロセスを通じて，大学でのレポートや卒業論文作成の基礎となる，文

章作成能力と口頭表現能力を身につける。同時に，活動を通じて，協働活動の必要性とペアやチームにおける個々の役割
を学ぶ。(A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 資料・情報の収集・分類を行い，自分の立場を明確にした上で，反論をふま
え論理的に文章を展開するレポートを完成させ，それに基づいて口頭発表を行
う。その過程で，以下の各項目について学習する。 
１．「表現法」の紹介   
２．構想を練る     
３．分析的読解 

４．情報を調べる（その際は情報倫理に配慮する） 
５．筋道を立てる    
６．アウトライン 
７．パラグラフを書く     
８．本文を書き込む   
９．引用（その際は剽窃に注意する） 

10．点検しあう 
11．口頭発表の準備    
12．口頭発表 
13．口頭発表      
14．総まとめと自己評価 
15．試験 

毎回，課題について準備し，授業後の
復習を通じて課題を完成させることを
繰り返す。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

新入生オリエンテーション時にテキストの入手方法を指示する。 
『ピアで学ぶ大学生の日本語表現 第２版』（ひつじ書房，大島弥生ほか著，\1600＋税）を生協で購入し，初回授業から
持参すること。 

評価方法 評価基準 

成績は，以下のように評価する。 
－授業内の活動での理解を反映したワークシート記入とレポ

ートの途中提出物（30％） 
－学期末レポート（30％） －口頭発表（20％） －試験（20％） 
 

学生の達成目標に関して，本学でのレポートや卒業論文
作成の基礎となる，文章作成能力と口頭表現能力を身に

つけたと判定された場合にのみ，60 点以上の合格点を
与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。レポート・途中提出物・発表に
ついては，提出・実施の翌週に授業内で解説を行う。 

履修上の注意点 

初回の授業で履修上のルールを説明するので，事前に掲示で所属クラスを確認し，教科書を持参して，必ず初回から出席
すること。 



基礎微積分 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 水曜日 ５時限 講義棟

３４番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

坪井 堅二 ５号館１０２号室 tsubois@kaiyodai.ac.jp 

 

木曜日，金曜日１２：００

～１３：００ 
 

担当教員 

坪井堅二 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然現象に対する論理的思考力を養い，現代科学を学習するためには，微分積分学の理解と方法
の習得が不可欠である．速度は位置の微分，加速度は位置の２回微分，力は質量と加速度の積で
あるから，位置，速度，加速度，力等の自然科学の基本用語を理解し計算ができるようになるた
めには微分の定義を理解し計算法を習得する必要がある．また，面積，体積，質量，圧力等は積
分で表されるからこれらを理解し計算ができるようになるためには積分の定義を理解し計算法
を習得する必要がある．この科目は１変数関数の微分法，積分法およびそれらの応用を習得する
ことを学習目標とする講義科目である．． 

C：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．1変数関数の微分の定義が理解できるようになること．（Ｃ） 
２．1変数関数の微分の計算と応用ができるようになること．（Ｃ） 
３．1変数関数の積分の定義が理解できるようになること．（Ｃ） 

４．1変数関数の積分の計算と応用ができるようになること．（Ｃ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ，以下の順序に基づいて講義する予定． 
１．関数の定義 
２．指数関数，対数関数，三角関数の定義と計算 
３．逆三角関数の定義と計算 
４．関数の極限の定義 
５．微分の定義 
６．微分公式の証明 

７．微分の計算（１） 
８．微分の計算（２） 
９．高階導関数の計算 
10．微分法の応用，ロピタルの定理，テイラー展開 
11．積分の定義 
12．積分公式の証明 

13．積分の計算（１） 
14．積分の計算（２） 
15．積分法の応用 

授業で扱った例題は自分で解くこと． 
授業内容を復習したうえ，疑問に思っ
たことは次回の授業で必ず質問するこ
と． 
復習後には可能なら次回の講義の予習
をすること． 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：「数学入門」（上村豊・坪井堅二，東京化学同人） 

評価方法 評価基準 

3回の小テスト（各 50点）と期末試験（100点）の合計点で評価する． 
１回目の小テストは１変数関数の極限とその微分に関する事項， 
２回目の小テストは１変数関数の微分の応用と積分に関する事項， 
３回目の小テストは１変数関数の積分の応用に関する事項， 
期末試験は１変数関数の微分・積分の双方に関する事項を対象とする． 

学生の達成目標に記載した 4 項目を最低限
クリアーしている場合にのみ 60%以上の点
数を与える． 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了後，指定の日時に受講者を集め，答案の返却，模範解答の配布及び解説を行う． 

 

履修上の注意点 

この授業は基礎微積分 IIと連動した形で行う． 



基礎微積分 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 水曜日 ５時限 講義棟

４２番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

中島 主恵 ５号館１０６号室 

 

電話：5463-0637 

E-mail:nkimie@kaiyodai.ac.jp 

水曜日，金曜日１２：００

～１３：００ 
 

担当教員 

中島 主恵 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然現象に対する論理的思考力を養い，現代科学を学習するためには， 
微分積分学の理解と方法の習得が不可欠である．速度は位置の微分， 
加速度は位置の２回微分，力は質量と加速度の積であるから， 
位置，速度，加速度，力等の自然科学の基本用語を理解し計算ができるよう 
になるためには微分の定義を理解し計算法を習得する必要がある． 
また，面積，体積，質量，圧力等は積分で表されるからこれらを理解し計算が 
できるようになるためには積分の定義を理解し計算法を習得する必要がある． 

この科目は１変数関数の微分法，積分法およびそれらの応用を習得することを 
学習目標とする講義科目である． 

C：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．1変数関数の微分の定義が理解できるようになること．（Ｃ） 

２．1変数関数の微分の計算と応用ができるようになること．（Ｃ） 
３．1変数関数の積分の定義が理解できるようになること．（Ｃ） 

４．1変数関数の積分の計算と応用ができるようになること．（Ｃ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

次のような予定で授業を進める． 
１．数列の極限（１） 
２．数列の極限（２） 
３．指数関数，対数関数，三角関数 
４．逆三角関数 

５．関数の極限 
６．微分 
７．微分の計算（１） 
８．微分の計算（２） 
９．高階導関数の計算 
１０．微分法の応用，ロピタルの定理，テイラー展開 

１１．積分の定義 
１２．積分公式の証明 
１３．積分の計算（１） 
１４．積分の計算（２） 
１５．積分法の応用 
 

授業内容を復習し，関連する教科書の
問題を解くこと． 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：上村豊・坪井堅二， 数学入門， 東京化学同人 

評価方法 評価基準 

中間試験（３０％ ×２）と期末試験（４０％）の結果に
より評価を行う． 
 

すべての評価項目において達成目標を最低限クリアーして
いる場合のみ６０点以上の点数を与える 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了後，指定の日時に受講者を集め，答案の返却，模範解答の配布及び解説を行う． 
 

履修上の注意点 

この授業は基礎微積分 IIと連動した形で行う． 



基礎微積分 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋生物資源学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 月曜日 ３時限 講義棟
３２番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

羽賀 淳一    

 
担当教員 

羽賀 淳一 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然現象に対する論理的思考力を養い，現代科学を学習するためには，微分積分学の理解と方法
の習得が不可欠である．速度は位置の微分，加速度は位置の２回微分，力は質量と加速度の積で
あるから，位置，速度，加速度，力等の自然科学の基礎用語を理解し計算ができるようになるた
めには微分の定義を理解し計算方法を習得する必要がある．また，面積，体積，質量，圧力等は
積分で表されるから，これを理解して計算ができるようになるためには積分の定義を理解して，
計算法を習得する必要がある．この科目は１変数関数の微分法，積分法およびそれらの応用を習
得することを学習目標とする講義科目である． 

C：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．１変数関数の微分の定義が理解できるようになること．（C）２．１変数関数の微分の計算と応用ができるようになる
こと．（C）３．１変数関数の積分の定義が理解できるようになること．（C） 
４．１変数関数の積分の計算と応用ができるようになること．（C） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．合成関数・指数関数・（自然）対数関数・三角関数・逆三角関数 （第１回小試験範囲） 
２．逆三角方程式（第２回小試験範囲） 
３．微分（数 IIIの微分，別途配布のプリントで計算演習） 
４．積・商の導関数・合成関数・三角関数の導関数（別途配布プリント７，８，９）基礎微分

公式（公式５．１８）の暗唱（第３回小試験範囲） 
５．指数関数の導関数・対数関数の導関数（別途配布プリント１０，１１）（第４回小試験範

囲 ただし，第１～３回小試験の内容も含む） 
６．不定積分・定積分（数 IIIの積分，別途配布のプリントで計算演習） 
７．不定積分（１）（２）（別途配布プリント１６，１７）（第５回小試験範囲 ただし，既習

の微分も含む） 
８．置換積分（１）（２）（別途配布プリント１８，１９）（第６回小試験範囲 ただし，既習

の微分・積分を含む） 
９．部分積分（別途配布プリント２０）（第７回小試験範囲 ただし，既習の微分・積分も含む） 
１０．定積分（１）（２）（別途配布プリント２１，２２）（第８回小試験範囲 ただし，既習

の微分・積分も含む） 
１１．定積分（３）（別途配布プリント２３）（第９回小試験範囲 ただし，既習の微分・積分

も含む） 
１２．不定形の極限値  
１３．大学の微分（逆三角関数の導関数・対数微分法）（第１０回小試験 ただし既習の微分・

積分・極限も含む） 
１４．大学の積分 
１５．微分方程式（変数分離形）（第１１回小試験 出題範囲は，既習の全範囲） 

【予習のあり方】 
数学は積み重ねの学問
であるがゆえに，反復練
習が不可欠です．毎回理
解度を確認するための
小試験を授業計画で記
述した範囲内で実施し
ます．授業時間内に演習
の時間を設けますが，時
間内に修められない人
は，事前に予習しておく
ように努めて下さい． 
【復習のあり方】 
小試験の出題範囲は，既
習の範囲を含んで徐々
に拡大して行きます．毎
回の復習を怠らないよ
うに心掛けましょう． 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：数学入門，上村豊，坪井堅二著，東京化学同人＋付録の小冊子の問題集 
参考書：入門微分積分，三宅敏恒著，培風館    夏休みの課題：微分積分学の基礎，水元久夫著，培風館、他資料として
プリントを多数配布します. 数 IIIの内容に自信がない人は白チャートや数 IIIの教科書を参照して下さい． 

評価方法 評価基準 

平常点として，１１回の小試験と８回の宿題と
３回の演習が各１００点の配点，夏休みの課題
が３００点満点でトータル２５００点の配点．
他に，５回の実力試験（総合試験）の配点が各
５００点の配点で２５００点の配点．総計５０
００点満点の平均点で成績評価とします．欠席
は-１として遅刻は-０.５として，トータル-３
の減点で不合格が確定します．中途退室は欠席
と同様とみなします． 

上記の平均点が６０点以上ならば合格。６０点～７０点未満ならば可，
７０点～８０点未満ならば良，８０点以上ならば優が原則です．欠席
は-１として遅刻は-０.５として，トータル-３の減点で不合格が確定
します．中途退室は欠席と同様とみなします．提出期限を夏休み明け
の第一講をと定める冬休みの宿題を実施します．小試験と宿題で不正
解であった問題に対して正解を与える解答を３回与えることができれ
ば，全ての小試験と宿題の得点は１００点に復元できます．数学が苦
手な生徒は，早目に冬休みの宿題に備えるようにして下さい． 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

資料として多数配布するプリントには多数の問題に対して詳細な解説が付してあります。全ての答案は返却します。また、
自発的な学習を促すために，小試験の模範解答は配布しませんが，５回の実力試験に対しては，詳細な解説を付して配布
します。要望に応じて，小試験の問題に対する解説も，板書にて模範解答も提示します． 

履修上の注意点 
この授業は基礎微分積分 IIと連動した形で行う． 



基礎微積分 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋生物資源学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 月曜日 ３時限 講義棟

４１番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

平田 大介    

 

担当教員 

平田 大介 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然現象に対する論理的思考力を養い、現代科学を学習するためには、微分積分学の理解と方法

の習得が不可欠である。速度は位置の微分、加速度は位置の 2 回 微分、力は質量と加速度の積
であるから、位置、速度、加速度、力等の自然科学の基本用語を理解し計算法を習得する必要が
ある。また、面積、体積、質量、圧 力等は積分で表されるからこれらを理解し計算ができるよ
うになるためには積分の定義を理解し計算法を習得する必要がある。この科目は 1変数関数の微
分法、 積分法およびそれらの応用を習得することを学習目標とする講義科目である。 

◎C: 科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1. 1変数関数の微分の定義が理解できるようになること。（C） 
2. 1変数関数の微分の計算と応用ができるようになること。（C） 
3. 1変数関数の積分の定義が理解できるようになること。（C） 
4. 1変数関数の積分の計算と応用ができるようになること。（C） 

 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1. 関数の定義 

2. 指数関数、対数関数、三角関数の定義と計算 
3. 逆三角関数の定義と計算 
4. 関数の極限の定義 
5. 微分の定義 
6. 微分公式の証明 
7. 微分の計算（１） 

8. 微分の計算（２） 
9. 高階導関数の計算 
10. 微分法の応用、ロピタルの定理、テイラー展開 
11. 積分の定義 
12. 積分公式の証明 
13. 積分の計算（１） 
14. 積分の計算（２） 

15. 積分法の応用 
 

(予習のあり方) 

可能なら次回の講義の項目を教科書で
予習をすること。 
(復習のあり方) 
授業で配布するプリントの演習問題は
必ず解くこと。 
授業内容を復習したうえ、疑問に思っ

たことは次回の授業で必ず質問するこ
と。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

「数学入門」（上村豊・坪井堅二著、東京化学同人） 

評価方法 評価基準 

3回の小テスト（各 20点）と期末試験（60点）の合計点で評価する。 

1回目の小テストは初等関数の計算と 1変数関数と極限に関する事項、 
2回目の小テストは 1変数関数の微分の計算とその応用に関する事項、 
3回目の小テストは 1変数関数の不定積分の計算に関する事項、 
期末試験は 1変数関数の微分・積分の双方に関する事項を対象とする。 
 

評価方法に記載した 4項目を最低限クリアーし

ている場合にのみ 60％以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 

履修上の注意点 

この授業は基礎微積分 IIと連動した形で行う。 
海洋生物資源学科の学籍番号偶数の 1年生はこの授業を受けること。 
2年生以上はこの限りではない。 



基礎微積分 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋政策文化学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 木曜日 ３時限 講義棟
３２番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

羽賀 淳一    

 
担当教員 

羽賀 淳一 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然現象に対する論理的思考力を養い，現代科学を学習するためには，微分積分学の理解と方法
の習得が不可欠である．速度は位置の微分，加速度は位置の２回微分，力は質量と加速度の積で
あるから，位置，速度，加速度，力等の自然科学の基礎用語を理解し計算ができるようになるた
めには微分の定義を理解し計算方法を習得する必要がある．また，面積，体積，質量，圧力等は
積分で表されるから，これを理解して計算ができるようになるためには積分の定義を理解して，
計算法を習得する必要がある．この科目は１変数関数の微分法，積分法およびそれらの応用を習
得することを学習目標とする講義科目である． 

C：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．１変数関数の微分の定義が理解できるようになること．（C） 
２．１変数関数の微分の計算と応用ができるようになること．（C） 
３．１変数関数の積分の定義が理解できるようになること．（C） 
４．１変数関数の積分の計算と応用ができるようになること．（C） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．合成関数・指数関数・（自然）対数関数・三角関数・逆三角関数 （第１回小試験範囲） 
２．逆三角方程式 （第２回小試験範囲） 
３．微分（数 IIIの微分，別途配布のプリントで計算演習） 
４．積・商の導関数・合成関数・三角関数の導関数（別途配布プリント７，８，９）基礎

微分公式（公式５．１８）の暗唱（第３回小試験範囲） 
５．指数関数の導関数・対数関数の導関数（別途配布プリント１０，１１）（第４回小試験

範囲 ただし，第１～３回小試験の内容も含む） 
６．不定積分・定積分（数 IIIの積分，別途配布のプリントで計算演習） 
７．不定積分（１）（２）（別途配布プリント１６，１７）（第５回小試験範囲 ただし，既

習の微分も含む） 
８．置換積分（１）（２）（別途配布プリント１８，１９）（第６回小試験範囲 ただし，既

習の微分・積分を含む） 
９．部分積分（別途配布プリント２０）（第７回小試験範囲 ただし，既習の微分・積分も

含む） 
１０．定積分（１）（２）（別途配布プリント２１，２２）（第８回小試験範囲 ただし，既

習の微分・積分も含む） 
１１．定積分（３）（別途配布プリント２３）(第９回小試験範囲 ただし，既習の微分・積

分も含む) 
１２．不定形の極限値  
１３．大学の微分（逆三角関数の導関数・対数微分法）（第１０回小試験 ただし既習の微

分・積分・極限も含む） 
１４．大学の積分 
１５．微分方程式（変数分離形）（第１１回小試験 出題範囲は，既習の全範囲） 

【予習のあり方】 
数学は積み重ねの学問であ
るがゆえに，反復練習が不
可欠です．毎回理解度を確
認するための小試験を授業
計画で記述した範囲内で実
施します．授業時間内に演
習の時間を設けますが，時
間内に修められない人は，
事前に予習しておくように
努めて下さい． 
【復習のあり方】 
小試験の出題範囲は，既習
の範囲を含んで徐々に拡大
して行きます．毎回の復習
を怠らないように心掛けま
しょう． 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：数学入門，上村豊，坪井堅二著，東京化学同人＋付録の小冊子の問題集 
参考書：入門微分積分，三宅敏恒著，培風館     夏休みの課題：微分積分学の基礎，水元久夫著，培風館 
他資料としてプリントを多数配布します． 数 IIIの内容に自信がない人は，白チャートや数 IIIの教科書を参照して下
さい。 

評価方法 評価基準 

平常点として，１１回の小試験と８回の宿題と３
回の演習が各１００点の配点，夏休みの課題が３
００点満点でトータル２５００点の配点．他に，
５回の実力試験（総合試験）の配点が各５００点
の配点で２５００点の配点．総計５０００点満点
の平均点で成績評価とします．欠席は-１として
遅刻は-０.５として，トータル-３の減点で不合
格が確定します．中途退室は欠席と同様とみなし
ます． 

上記の平均点が６０点以上ならば合格。６０点～７０点未満ならば
可，７０点～８０点未満ならば良，８０点以上ならば優が原則です．
欠席は-１として遅刻は-０.５として，トータル-３の減点で不合格が
確定します．中途退室は欠席と同様とみなします．提出期限を夏休み
明けの第一講をと定める冬休みの宿題を実施します．小試験と宿題で
不正解であった問題に対して正解を与える解答を３回与えることが
できれば，全ての小試験と宿題の得点は１００点に復元できます．数
学が苦手な生徒は，早目に冬休みの宿題に備えるようにして下さい． 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

資料として多数配布するプリントには多数の問題に対して詳細な解説が付してあります。全ての答案は返却します。また、
自発的な学習を促すために，小試験の模範解答は配布しませんが，５回の実力試験に対しては，詳細な解説を付して配布
します。要望に応じて，小試験の問題に対する解説も，板書にて模範解答も提示します． 

履修上の注意点 

この授業は基礎微分積分 IIと連動した形で行う． 



基礎微積分 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

食品生産科学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 木曜日 ３時限 講義棟

３４番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

平田 大介    

 

担当教員 

平田 大介 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然現象に対する論理的思考力を養い、現代科学を学習するためには、微分積分学の理解と方法

の習得が不可欠である。速度は位置の微分、加速度は位置の 2 回 微分、力は質量と加速度の積
であるから、位置、速度、加速度、力等の自然科学の基本用語を理解し計算法を習得する必要が
ある。また、面積、体積、質量、圧 力等は積分で表されるからこれらを理解し計算ができるよ
うになるためには積分の定義を理解し計算法を習得する必要がある。この科目は 1変数関数の微
分法、 積分法およびそれらの応用を習得することを学習目標とする講義科目である。 

◎C: 科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1. 1変数関数の微分の定義が理解できるようになること。（C） 
2. 1変数関数の微分の計算と応用ができるようになること。（C） 
3. 1変数関数の積分の定義が理解できるようになること。（C） 
4. 1変数関数の積分の計算と応用ができるようになること。（C） 

 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1. 関数の定義 

2. 指数関数、対数関数、三角関数の定義と計算 
3. 逆三角関数の定義と計算 
4. 関数の極限の定義 
5. 微分の定義 
6. 微分公式の証明 
7. 微分の計算（１） 

8. 微分の計算（２） 
9. 高階導関数の計算 
10. 微分法の応用、ロピタルの定理、テイラー展開 
11. 積分の定義 
12. 積分公式の証明 
13. 積分の計算（１） 
14. 積分の計算（２） 

15. 積分法の応用 
 

(予習のあり方) 

可能なら次回の講義の項目を教科書で
予習をすること。 
(復習のあり方) 
授業で配布するプリントの演習問題は
必ず解くこと。 
授業内容を復習したうえ、疑問に思っ

たことは次回の授業で必ず質問するこ
と。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

「数学入門」（上村豊・坪井堅二著、東京化学同人） 

評価方法 評価基準 

3回の小テスト（各 20点）と期末試験（60点）の合計点で評価する。 

1回目の小テストは初等関数の計算と 1変数関数と極限に関する事項、 
2回目の小テストは 1変数関数の微分の計算とその応用に関する事項、 
3回目の小テストは 1変数関数の不定積分の計算に関する事項、 
期末試験は 1変数関数の微分・積分の双方に関する事項を対象とする。 
 

評価方法に記載した 4項目を最低限クリアーし

ている場合にのみ 60％以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 

履修上の注意点 

この授業は基礎微積分 IIと連動した形で行う。 
 食品生産科学科の 1年生はこの授業を受けること。 
2年生以上はこの限りではない。 



基礎微積分 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 金曜日 ３時限 講義棟

３４番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

坪井 堅二 ５号館１０２号室 

 

tsubois@kaiyodai.ac.jp 

 

木曜日，金曜日１２：００

～１３：００ 
 

担当教員 

坪井堅二 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然現象に対する論理的思考力を養い，現代科学を学習するためには，微分積分学の理解と方法
の習得が不可欠である．速度は位置の微分，加速度は位置の２回微分，力は質量と加速度の積で
あるから，位置，速度，加速度，力等の自然科学の基本用語を理解し計算ができるようになるた
めには微分の定義を理解し計算法を習得する必要がある．また，面積，体積，質量，圧力等は積
分で表されるからこれらを理解し計算ができるようになるためには積分の定義を理解し計算法
を習得する必要がある．この科目は１変数関数の微分法，積分法およびそれらの応用を習得する
ことを学習目標とする講義科目である．． 

C：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．1変数関数の微分の定義が理解できるようになること．（Ｃ） 
２．1変数関数の微分の計算と応用ができるようになること．（Ｃ） 
３．1変数関数の積分の定義が理解できるようになること．（Ｃ） 

４．1変数関数の積分の計算と応用ができるようになること．（Ｃ） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ，以下の順序に基づいて講義する予定． 
１．関数の定義 
２．指数関数，対数関数，三角関数の定義と計算 
３．逆三角関数の定義と計算 
４．関数の極限の定義 
５．微分の定義 

６．微分公式の証明 
７．微分の計算（１） 
８．微分の計算（２） 
９．高階導関数の計算 
10．微分法の応用，ロピタルの定理，テイラー展開 
11．積分の定義 

12．積分公式の証明 
13．積分の計算（１） 
14．積分の計算（２） 
15．積分法の応用 
 

授業で扱った例題は自分で解くこと． 
授業内容を復習したうえ，疑問に思っ
たことは次回の授業で必ず質問するこ
と． 
復習後には可能なら次回の講義の予習
をすること． 

 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：「数学入門」（上村豊・坪井堅二，東京化学同人） 

評価方法 評価基準 

3回の小テスト（各 50点）と期末試験（100点）の合計点で評価する． 
１回目の小テストは１変数関数の極限とその微分に関する事項， 
２回目の小テストは１変数関数の微分の応用と積分に関する事項， 
３回目の小テストは１変数関数の積分の応用に関する事項， 
期末試験は１変数関数の微分・積分の双方に関する事項を対象とする． 

学生の達成目標に記載した 4 項目を最低限ク
リアーしている場合にのみ 60%以上の点数を
与える． 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

 
試験終了後，指定の日時に受講者を集め，答案の返却，模範解答の配布及び解説を行う． 
 

履修上の注意点 

この授業は基礎微積分 Iと連動した形で行う． 



基礎微積分 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 金曜日 ３時限 講義棟

４２番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

中島 主恵 ５号館１０６号室 電話：5463-0637 

E-mail:nkimie@kaiyodai.ac.jp 

 

水曜日，金曜日１２：００

～１３：００ 

 

担当教員 

中島 主恵 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然現象に対する論理的思考力を養い，現代科学を学習するためには， 
微分積分学の理解と方法の習得が不可欠である．速度は位置の微分， 
加速度は位置の２回微分，力は質量と加速度の積であるから， 
位置，速度，加速度，力等の自然科学の基本用語を理解し計算ができるよう 
になるためには微分の定義を理解し計算法を習得する必要がある． 
また，面積，体積，質量，圧力等は積分で表されるからこれらを理解し計算が 

できるようになるためには積分の定義を理解し計算法を習得する必要がある． 
この科目は１変数関数の微分法，積分法およびそれらの応用を習得することを 
学習目標とする講義科目である． 

C：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．1変数関数の微分の定義が理解できるようになること．（Ｃ） 
２．1変数関数の微分の計算と応用ができるようになること．（Ｃ） 

３．1変数関数の積分の定義が理解できるようになること．（Ｃ） 
４．1変数関数の積分の計算と応用ができるようになること．（Ｃ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

次のような予定で授業を進める． 
１．数列の極限（１） 
２．数列の極限（２） 
３．指数関数，対数関数，三角関数 

４．逆三角関数 
５．関数の極限 
６．微分 
７．微分の計算（１） 
８．微分の計算（２） 
９．高階導関数の計算 

１０．微分法の応用，ロピタルの定理，テイラー展開 
１１．積分の定義 
１２．積分公式の証明 
１３．積分の計算（１） 
１４．積分の計算（２） 
１５．積分法の応用 
 

授業内容を復習し，関連する教科書の
問題を解くこと． 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：上村豊・坪井堅二， 数学入門， 東京化学同人 

評価方法 評価基準 

中間試験（３０％ ×２）と期末試験（４０％）の結果に
より評価を行う． 
 

すべての評価項目において達成目標を最低限クリアーして
いる場合のみ６０点以上の点数を与える 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了後，指定の日時に受講者を集め，答案の返却，模範解答の配布及び解説を行う． 
 

履修上の注意点 

この授業は基礎微積分 I と連動した形で行う． 



基礎微積分 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋生物資源学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 月曜日 ４時限 講義棟
３２番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

羽賀 淳一    

 
担当教員 

羽賀 淳一 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然現象に対する論理的思考力を養い，現代科学を学習するためには，微分積分学の理解と方法
の習得が不可欠である．速度は位置の微分，加速度は位置の２回微分，力は質量と加速度の積で
あるから，位置，速度，加速度，力等の自然科学の基礎用語を理解し計算ができるようになるた
めには微分の定義を理解し計算方法を習得する必要がある．また，面積，体積，質量，圧力等は
積分で表されるから，これを理解して計算ができるようになるためには積分の定義を理解して，
計算法を習得する必要がある．この科目は１変数関数の微分法，積分法およびそれらの応用を習
得することを学習目標とする講義科目である． 

C：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．１変数関数の微分の定義が理解できるようになること．（C） 
２．１変数関数の微分の計算と応用ができるようになること．（C） 
３．１変数関数の積分の定義が理解できるようになること．（C） 
４．１変数関数の積分の計算と応用ができるようになること．（C） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．合成関数・指数関数・（自然）対数関数・三角関数・逆三角関数 （第１回小試験範囲） 
２．逆三角方程式 （第２回小試験範囲） 
３．微分（数 IIIの微分，別途配布のプリントで計算演習） 
４．積・商の導関数・合成関数・三角関数の導関数（別途配布プリント７，８，９）基礎

微分公式（公式５．１８）の暗唱（第３回小試験範囲） 
５．指数関数の導関数・対数関数の導関数（別途配布プリント１０，１１）（第４回小試験

範囲 ただし，第１～３回小試験の内容も含む） 
６．不定積分・定積分（数 IIIの積分，別途配布のプリントで計算演習） 
７．不定積分（１）（２）（別途配布プリント１６，１７）（第５回小試験範囲 ただし，既

習の微分も含む） 
８．置換積分（１）（２）（別途配布プリント１８，１９）（第６回小試験範囲 ただし，既

習の微分・積分を含む） 
９．部分積分（別途配布プリント２０）（第７回小試験範囲 ただし，既習の微分・積分も

含む） 
１０．定積分（１）（２）（別途配布プリント２１，２２）（第８回小試験範囲 ただし，既

習の微分・積分も含む） 
１１．定積分（３）（別途配布プリント２３）（第９回小試験範囲 ただし，既習の微分・

積分も含む）   １２．不定形の極限値  
１３．大学の微分（逆三角関数の導関数・対数微分法）（第１０回小試験 ただし既習の微

分・積分・極限も含む）   １４．大学の積分 
１５．微分方程式（変数分離形）（第１１回小試験 出題範囲は，既習の全範囲） 

【予習のあり方】 
数学は積み重ねの学問であ
るがゆえに，反復練習が不
可欠です．毎回理解度を確
認するための小試験を授業
計画で記述した範囲内で実
施します．授業時間内に演
習の時間を設けますが，時
間内に修められない人は，
事前に予習しておくように
努めて下さい． 
【復習のあり方】 
小試験の出題範囲は，既習
の範囲を含んで徐々に拡大
して行きます．毎回の復習
を怠らないように心掛けま
しょう． 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：数学入門，上村豊，坪井堅二著，東京化学同人＋付録の小冊子の問題集 
参考書：入門微分積分，三宅敏恒著，培風館    夏休みの課題：微分積分学の基礎，水元久夫著，培風館 
他資料としてプリントを多数配布します． 数 IIIの内容に自信がない人は，白チャートや数 IIIの教科書を参照して下
さい． 

評価方法 評価基準 

平常点として，１１回の小試験と８回の宿題と３回の演
習が各１００点の配点，夏休みの課題が３００点満点で
トータル２５００点の配点．他に，５回の実力試験（総
合試験）の配点が各５００点の配点で２５００点の配
点．総計５０００点満点の平均点で成績評価とします．
欠席は-１として遅刻は-０.５として，トータル-３の減
点で不合格が確定します．中途退室は欠席と同様とみな
します． 
 

上記の平均点が６０点以上ならば合格。６０点～７０点未満な
らば可，７０点～８０点未満ならば良，８０点以上ならば優が
原則です．欠席は-１として遅刻は-０.５として，トータル-
３の減点で不合格が確定します．中途退室は欠席と同様とみな
します．提出期限を夏休み明けの第一講をと定める冬休みの宿
題を実施します．小試験と宿題で不正解であった問題に対して
正解を与える解答を３回与えることができれば，全ての小試験
と宿題の得点は１００点に復元できます．数学が苦手な生徒
は，早目に冬休みの宿題に備えるようにして下さい． 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

資料として多数配布するプリントには多数の問題に対して詳細な解説が付してあります。全ての答案は返却します。また、
自発的な学習を促すために，小試験の模範解答は配布しませんが，５回の実力試験に対しては，詳細な解説を付して配布
します。要望に応じて，小試験の問題に対する解説も，板書にて模範解答も提示します． 

履修上の注意点 

この授業は基礎微分積分 I と連動した形で行う． 



基礎微積分 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋生物資源学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 月曜日 ４時限 講義棟

４１番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

平田 大介    

 

担当教員 

平田 大介 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然現象に対する論理的思考力を養い、現代科学を学習するためには、微分積分学の理解と方法

の習得が不可欠である。速度は位置の微分、加速度は位置の 2 回 微分、力は質量と加速度の積
であるから、位置、速度、加速度、力等の自然科学の基本用語を理解し計算法を習得する必要が
ある。また、面積、体積、質量、圧 力等は積分で表されるからこれらを理解し計算ができるよ
うになるためには積分の定義を理解し計算法を習得する必要がある。この科目は 1変数関数の微
分法、 積分法およびそれらの応用を習得することを学習目標とする講義科目である。 

◎C: 科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1. 1変数関数の微分の定義が理解できるようになること。（C） 
2. 1変数関数の微分の計算と応用ができるようになること。（C） 
3. 1変数関数の積分の定義が理解できるようになること。（C） 
4. 1変数関数の積分の計算と応用ができるようになること。（C） 

 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1. 関数の定義 

2. 指数関数、対数関数、三角関数の定義と計算 
3. 逆三角関数の定義と計算 
4. 関数の極限の定義 
5. 微分の定義 
6. 微分公式の証明 
7. 微分の計算（１） 

8. 微分の計算（２） 
9. 高階導関数の計算 
10. 微分法の応用、ロピタルの定理、テイラー展開 
11. 積分の定義 
12. 積分公式の証明 
13. 積分の計算（１） 
14. 積分の計算（２） 

15. 積分法の応用 
 

(予習のあり方) 

可能なら次回の講義の項目を教科書で
予習をすること。 
(復習のあり方) 
授業で配布するプリントの演習問題は
必ず解くこと。 
授業内容を復習したうえ、疑問に思っ

たことは次回の授業で必ず質問するこ
と。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

「数学入門」（上村豊・坪井堅二著、東京化学同人） 

評価方法 評価基準 

3回の小テスト（各 20点）と期末試験（60点）の合計点で評価する。 

1回目の小テストは初等関数の計算と 1変数関数と極限に関する事項、 
2回目の小テストは 1変数関数の微分の計算とその応用に関する事項、 
3回目の小テストは 1変数関数の不定積分の計算に関する事項、 
期末試験は 1変数関数の微分・積分の双方に関する事項を対象とする。 
 

評価方法に記載した 4項目を最低限クリアーし

ている場合にのみ 60％以上の点数を与える。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 

履修上の注意点 

この授業は基礎微積分 IIと連動した形で行う。 
海洋生物資源学科の学籍番号偶数の 1年生はこの授業を受けること。 
2年生以上はこの限りではない。 



基礎微積分 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋政策文化学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 木曜日 ４時限 講義棟
３２番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

羽賀 淳一    

 
担当教員 

羽賀 淳一 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然現象に対する論理的思考力を養い，現代科学を学習するためには，微分積分学の理解と方法
の習得が不可欠である．速度は位置の微分，加速度は位置の２回微分，力は質量と加速度の積で
あるから，位置，速度，加速度，力等の自然科学の基礎用語を理解し計算ができるようになるた
めには微分の定義を理解し計算方法を習得する必要がある．また，面積，体積，質量，圧力等は
積分で表されるから，これを理解して計算ができるようになるためには積分の定義を理解して，
計算法を習得する必要がある．この科目は１変数関数の微分法，積分法およびそれらの応用を習
得することを学習目標とする講義科目である． 

C：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．１変数関数の微分の定義が理解できるようになること．（C） 
２．１変数関数の微分の計算と応用ができるようになること．（C） 
３．１変数関数の積分の定義が理解できるようになること．（C） 
４．１変数関数の積分の計算と応用ができるようになること．（C） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．合成関数・指数関数・（自然）対数関数・三角関数・逆三角関数（第１回小試験範囲） 
２．逆三角方程式 （第２回小試験範囲） 
３．微分（数 IIIの微分，別途配布のプリントで計算演習） 
４．積・商の導関数・合成関数・三角関数の導関数（別途配布プリント７，８，９）基礎

微分公式（公式５．１８）の暗唱（第３回小試験範囲） 
５．指数関数の導関数・対数関数の導関数（別途配布プリント１０，１１）（第４回小試

験範囲 ただし，第１～３回小試験の内容も含む） 
６．不定積分・定積分（数 IIIの積分，別途配布のプリントで計算演習） 
７．不定積分（１）（２）（別途配布プリント１６，１７）（第５回小試験範囲 ただし，

既習の微分も含む） 
８．置換積分（１）（２）（別途配布プリント１８，１９）（第６回小試験範囲 ただし，

既習の微分・積分を含む） 
９．部分積分（別途配布プリント２０）（第７回小試験範囲 ただし，既習の微分・積分

も含む） 
１０．定積分（１）（２）（別途配布プリント２１，２２）（第８回小試験範囲 ただし，

既習の微分・積分も含む） 
１１．定積分（３）（別途配布プリント２３）（第９回小試験範囲 ただし，既習の微分・

積分も含む） 
１２．不定形の極限値  
１３．大学の微分（逆三角関数の導関数・対数微分法）（第１０回小試験 ただし既習の

微分・積分・極限も含む）  １４．大学の積分 
１５．微分方程式（変数分離形）（第１１回小試験 出題範囲は，既習の全範囲） 

【予習のあり方】 
数学は積み重ねの学問であ
るがゆえに，反復練習が不可
欠です．毎回理解度を確認す
るための小試験を授業計画
で記述した範囲内で実施し
ます．授業時間内に演習の時
間を設けますが，時間内に修
められない人は，事前に予習
しておくように努めて下さ
い． 
【復習のあり方】 
小試験の出題範囲は，既習の
範囲を含んで徐々に拡大し
て行きます．毎回の復習を怠
らないように心掛けましょ
う． 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：数学入門，上村豊，坪井堅二著，東京化学同人＋付録の小冊子の問題集 
参考書：入門微分積分，三宅敏恒著，培風館    夏休みの課題：微分積分学の基礎，水元久夫著，培風館、他資料として
プリントを多数配布します． 数 IIIの内容に自信がない人は，白チャートや数 III の教科書を参照して下さい． 

評価方法 評価基準 

平常点として，１１回の小試験と８回の宿題と３回
の演習が各１００点の配点，夏休みの課題が３００
点満点でトータル２５００点の配点．他に，５回の
実力試験（総合試験）の配点が各５００点の配点で
２５００点の配点．総計５０００点満点の平均点で
成績評価とします．欠席は-１として遅刻は-０.５
として，トータル-３の減点で不合格が確定します．
中途退室は欠席と同様とみなします． 
 

上記の平均点が６０点以上ならば合格。６０点～７０点未満ならば
可，７０点～８０点未満ならば良，８０点以上ならば優が原則です．
欠席は-１として遅刻は-０.５として，トータル-３の減点で不合格
が確定します．中途退室は欠席と同様とみなします．提出期限を夏
休み明けの第一講をと定める冬休みの宿題を実施します．小試験と
宿題で不正解であった問題に対して正解を与える解答を３回与え
ることができれば，全ての小試験と宿題の得点は１００点に復元で
きます．数学が苦手な生徒は，早目に冬休みの宿題に備えるように
して下さい． 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

資料として多数配布するプリントには多数の問題に対して詳細な解説が付してあります。全ての答案は返却します。また、
自発的な学習を促すために，小試験の模範解答は配布しませんが，５回の実力試験に対しては，詳細な解説を付して配布
します。要望に応じて，小試験の問題に対する解説も，板書にて模範解答も提示します． 

履修上の注意点 

この授業は基礎微分積分 I と連動した形で行う． 



基礎微積分 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

食品生産科学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 木曜日 ４時限 講義棟

３４番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

平田 大介    

 

担当教員 

平田 大介 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然現象に対する論理的思考力を養い、現代科学を学習するためには、微分積分学の理解と方法

の習得が不可欠である。速度は位置の微分、加速度は位置の 2 回 微分、力は質量と加速度の積
であるから、位置、速度、加速度、力等の自然科学の基本用語を理解し計算法を習得する必要が
ある。また、面積、体積、質量、圧 力等は積分で表されるからこれらを理解し計算ができるよ
うになるためには積分の定義を理解し計算法を習得する必要がある。この科目は 1変数関数の微
分法、 積分法およびそれらの応用を習得することを学習目標とする講義科目である。 

◎C: 科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1. 1変数関数の微分の定義が理解できるようになること。（C） 
2. 1変数関数の微分の計算と応用ができるようになること。（C） 
3. 1変数関数の積分の定義が理解できるようになること。（C） 
4. 1変数関数の積分の計算と応用ができるようになること。（C） 

 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1. 関数の定義 

2. 指数関数、対数関数、三角関数の定義と計算 
3. 逆三角関数の定義と計算 
4. 関数の極限の定義 
5. 微分の定義 
6. 微分公式の証明 
7. 微分の計算（１） 

8. 微分の計算（２） 
9. 高階導関数の計算 
10. 微分法の応用、ロピタルの定理、テイラー展開 
11. 積分の定義 
12. 積分公式の証明 
13. 積分の計算（１） 
14. 積分の計算（２） 

15. 積分法の応用 
 

(予習のあり方) 

可能なら次回の講義の項目を教科書で
予習をすること。 
(復習のあり方) 
授業で配布するプリントの演習問題は
必ず解くこと。 
授業内容を復習したうえ、疑問に思っ

たことは次回の授業で必ず質問するこ
と。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

「数学入門」（上村豊・坪井堅二著、東京化学同人） 

評価方法 評価基準 

3回の小テスト（各 20点）と期末試験（60点）の合計点で評価する。 

1回目の小テストは初等関数の計算と 1変数関数と極限に関する事項、 
2回目の小テストは 1変数関数の微分の計算とその応用に関する事項、 
3回目の小テストは 1変数関数の不定積分の計算に関する事項、 
期末試験は 1変数関数の微分・積分の双方に関する事項を対象とする。 
 

評価方法に記載した 4項目を最低限クリアーし

ている場合にのみ 60％以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 

履修上の注意点 

この授業は基礎微積分 Iと連動した形で行う。 
食品生産科学科の 1年生はこの授業を受けること。 
2年生以上はこの限りではない。 



生物学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 木曜日 ２時限 講義棟

大講義室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

鈴木 秀和 2号館 310室 E-mail: ****@kaiyodai.ac.jp  **** は

hsuzukiです。 

オフィスを訪問する際に

は，あらかじめ電子メール

でアポイントを取ってく

ださい。 
 

担当教員 

鈴木 秀和，茂木 正人，宮崎 奈穂、他 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

このクラスの目的は，生命科学における急速な進展の中にあって，海洋科学を学び・研究する学
生が有するべき生物学的知識を概説し，現代生物学とその応用に関して理解を容易にすることに
ある。生物は様々な地球環境のもとで，40 億年近くかけて進化し，その結果として，今日の大
きな生物多様性が見られる。その変遷の大半は海洋という環境で行われてきたといってよい。現
在，生物学は分類学，生化学，分子生物学，発生学，細胞生物学，生理学，行動学，生態学など

に細分化されてきているが，本講義では，それらの相互関係を統一的に理解し，多様な生物界の
実像に迫ることを学習目標とする。 

C: 科学基礎， 
D: 水産・海洋基礎，
J: 課題解決能力。 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1. 生物の多様性，遺伝，進化，形態と機能，環境との相互作用などに関する基礎的知識を理解する。      (C, D)        
2. 海洋環境諸問題の現状把握，原因究明，保全対策に対して生物学的見識をもって考察する能力を習得する。(J) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業おおよそ，以下の項目・内容・順序に基づいて講義する予定。 
 1. 生命とは何か (１週目) 
 2. 性と多様性 (２～３週目) 
 3. DNAと遺伝子 (４週目) 
 4. 突然変異と表現型 (５週目) 
 5. 発生と形態形成 (６週目) 
 6. 生物群集とその分布 (７週目) 

 7. 生息環境と生理生態 (８～９週目) 
 8. 光合成のしくみ (10～11週目) 
 9. 物質循環 (12週目) 
 10. 進化と多様性 (13～15週目) 
などについて，海洋環境学を学ぶための基礎という観点から講義する。また，
トピックスとして生命の様々な様相を取り上げても解説する。なお，これらは

授業の進捗度・理解度により変更する場合もある。 

（予習のあり方） 
・「授業の計画」にあげた内容について
の予習をし，疑問点等を良く把握して
おき，必要があれば授業で質問するな
どしては理解に努めること。 
（復習のあり方） 
・授業内容で関心を持った点について

参考書等で調べたりして理解を深め
る。 
・毎回の講義で学習した基本的生物学
的事象や用語を参考書等で調べたりし
て，講義ノートを整理・まとめておく。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

参考書：「生態学入門・第 2版」(日本生態学会編，東京化学同人) 
    「生物教育用語集」(日本動物学会/日本植物学会編，東京大学出版会) 
    「視覚でとらえるフォトサイエンス生物図解」(鈴木孝仁監修，数研出版) 
授業において資料を適宜配布する。 

評価方法 評価基準 

定期試験(100％)で評価する。 生物学に関する科学的知識の習得状況と達成目標を，総合
的にクリアーしている場合のみ 60点以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後，残り時間に模範解答の解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の返却を行う。 

履修上の注意点 

 



生物学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋生物資源学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 月曜日 ５時限 講義棟

大講義室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

羽曽部 正豪 2号館２階 220室 e-mail：hasobe@kaiyodai.ac.jp 

Tel：03-5463-0550 

随時 

 

担当教員 

羽曽部正豪、吉崎悟朗、石井晴人 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

このクラスの目的は，生命科学における急速な進展のただ中にあって，技術系大学の学生が有す
るべき生物学的基礎知識を解説し，現代生物学とその応用に関して理解を容易にすることにあ
る。現在，生物学は生化学，分子生物学，発生学，細胞社会学，生理学，行動学，生態学などに
細分化されてきているが，それらの相互関係を統一的に理解し，生物の実像に迫る。 

Ｃ：科学基礎, 
Ｄ：水産・海洋基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

上記記載の授業計画/内容における基本となる学術用語とその意味・意義を習得すること。（Ｃ,Ｄ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

本講義では、生物学に関する興味深いトピックスを取り上げ、その内容につい
て基礎生物学の観点から解説する。テーマは、 
１）培養細胞による生体の理解（羽曽部：6回を担当）、 

２）動物行動と内分泌の働き（吉崎：4回を担当）、 
３）水棲生物に関する生態学（石井：４回を担当）、 
を予定する。 

なお、第１回目はガイダンスである。 

各担当教官が授業 1 回目に説明する方
法に従う。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

１）高校生物で用いた副教科書「図説解説集」を持参する事。 
２）配付プリント等を用いる。３）参考書等の一覧を配付する。 

評価方法 評価基準 

 担当教官の最終回にそれぞれ筆記試験を行なう。期末に、

３回の試験結果（成績）を集計し「優良可」として成績を
付ける。 

 それぞれの授業内容について、その習得状況を評価する。

総合的に達成目標をクリアーしている場合のみ 60 点以上
の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 
  
 

履修上の注意点 

複数の教官が担当するので、授業方法の詳細は、各教官の１回目に示される指示に従い受講すること。 
私語や授業に無関係な行為は慎むこと。専用のノートを持参する事。 



生物学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

食品生産科学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 火曜日 ４時限 講義棟

２２番教室 

／ 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

久田 孝 ３号館４階 414室 オフィス電話： 03-5463-0602  

Ｅメール： kuda@kaiyodai.ac.jp 

木曜午後（対応できないこ

ともある） 
 

担当教員 

久田 孝 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

このクラスの目的は、生命科学における急速な進展のただ中にあって、技術系大学の学生が有す
るべき生物学的基礎知識を解説し、現代生物学とその応用に関して理解を容易にすることであ
る。現在、生物学は生化学、分子生物学、発生学、行動学、生態学などに細分化されてきている
が、食品生産科学科学生を対象とした本講義では、特に人体、健康、食物材料を生物学的に理解
するために、細胞と個体、とくにヒトの体を中心として、その構造と機能の関連を理解し修得す
ることを到達目標とする。なお、最初の講義で使用する資料（パワーポイントのコピー）を配布
し、参考図書を紹介する。 

Ｂ：技術者倫理， 
Ｃ：科学基礎， 
Ｄ：水産・海洋基礎 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

生物の基本単位である細胞を理解できるようになる（Ｃ） 
生物、とくにヒトの体の構造と機能の関連を理解できるようになる（Ｂ，Ｃ） 
水産食品材料の生物的特徴を理解できるようになる（Ｂ，Ｃ，Ｄ） 

 

授業の計画 予習・復習のあり方 

食品科学の専門科目を学ぶための導入という観点から以下の内容の講義をす
る。 
１）生物の基本概念 
２）細胞の構造 
３）ゲノム・遺伝子・DNA 
４）遺伝と環境 
５）発生と老化 

６）細胞の異常による病気 
７）感染と免疫 
８）食と健康 
９）ホメオスタシス（生体内部環境の恒常性）と神経系 
10）環境汚染物質が人体に及ぼす影響（注）ジャビー関連で記載の必要性あり 
11）環境・生態系・生物多様性 

12）魚肉の死後変化 
13）海藻類 

（予習のあり方） 
講義当日までに、資料を読んでおくこ
と。 
（復習のあり方） 
毎回出席確認のため小問題を与える。
次回の講義までに理解しておくこと。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

資料を配布する。また、第１回講義のときに参考図書を推薦する。 

評価方法 評価基準 

全講義の 2/3 以上に出席したものを単位修得者の対象とす

る。成績の評価は２回のレポート提出（30%）および期末試
験（70%）の内容より達成度を評価する。 
 

食品生産科学科の専門分野を学ぶために必要な生物学的知

識の習得状況（80%）、および習得した知識を応用した考え
る力・表現力（20%）を評価し、総合的に達成目標に到達し
ている場合のみに 60点以上の評価を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う 
定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。 
 

履修上の注意点 

出席は毎時間とる。授業のはじめに前回の復習と当日の要点を話すので遅刻をしないように注意をすること。 



生物学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋政策文化学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 月曜日 ５時限 講義棟

大講義室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

羽曽部 正豪 2号館２階 220室 e-mail：hasobe@kaiyodai.ac.jp 

Tel：03-5463-0550 

随時 

 

担当教員 

羽曽部正豪、吉崎悟朗、石井晴人 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

このクラスの目的は，生命科学における急速な進展のただ中にあって，技術系大学の学生が有す
るべき生物学的基礎知識を解説し，現代生物学とその応用に関して理解を容易にすることにあ
る。現在，生物学は生化学，分子生物学，発生学，細胞社会学，生理学，行動学，生態学などに
細分化されてきているが，それらの相互関係を統一的に理解し，生物の実像に迫る。 

Ｃ：科学基礎, 
Ｄ：水産・海洋基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

上記記載の授業計画/内容における基本となる学術用語とその意味・意義を習得すること。（Ｃ,Ｄ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

本講義では、生物学に関する興味深いトピックスを取り上げ、その内容につい
て基礎生物学の観点から解説する。テーマは、 
１）培養細胞による生体の理解（羽曽部：6回を担当）、 

２）動物行動と内分泌の働き（吉崎：4回を担当）、 
３）水棲生物に関する生態学（石井：４回を担当）、 
を予定する。 

なお、第１回目はガイダンスである。 

各担当教官が授業 1 回目に説明する方
法に従う。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

１）高校生物で用いた副教科書「図説解説集」を持参する事。 
２）配付プリント等を用いる。３）参考書等の一覧を配付する。 

評価方法 評価基準 

 担当教官の最終回にそれぞれ筆記試験を行なう。期末に、

３回の試験結果（成績）を集計し「優良可」として成績を
付ける。 

 それぞれの授業内容について、その習得状況を評価する。

総合的に達成目標をクリアーしている場合のみ 60 点以上
の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

複数の教官が担当するので、授業方法の詳細は、各教官の１回目に示される指示に従い受講すること。 
私語や授業に無関係な行為は慎むこと。専用のノートを持参する事。 



物理学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 月曜日 ２時限 講義棟

２２番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大橋 英雄 ５号館４０６号室 ohashi@kaiyodai.ac.jp 予めメールで連絡してく

ださい。 
 

担当教員 

大橋 英雄 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然界に生起する現象を深く観察すると、ある規則に従って起こっていることが理解できる。こ
の自然界に存在する法則を探求し、自然をできるだけ単純な少ない法則で統一的に理解するため
の学問は自然科学とよばれている。自然界の生物・無生物の区別なく、ある一定の条件のもとで
すべての現象に適用できる法則を探求していく学問のうち、主として物質の変化を伴わない現象
を研究するのが物理学である。この物理学の概略を学ぶ、すなわち自然の成り立ちとその根底に
働いている法則について概観し、体系的理解を深めることを目的とする。ただし、理科系の授業
であるから、いつでも数量化できる知識の修得が必要となる。そのための訓練として、特に力学

にある程度の時間を費やす。 

Ｃ：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

高学年になって実験を遂行し、データをまとめる際に必要となる、有効数字、省略算、次元解析などの概念に付いて理解
し、応用が出来るように確実に身に付けることを目標とする。（Ｃ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

達成目標を実現するために、「物理学以前」にもかなりの時間を割く予定である。 

（１）基礎概念の説明と演習 
 （１－１）有効数字 
 （１－２）次元解析 
 （１－３）省略算 
（２）物質の構成、宇宙の構成、それらに働く力の概観、および物理学の歴史
の概観。 
（３）力学。速度、加速度、質量、力、エネルギー、等の基礎的物理量の概念。

星の運行を支配する万有引力の特徴を考える。 
 

（予習のあり方） 

・「授業の計画」にあげた内容について
の予習をしておくことが望ましい。必
要のあるときは指示する。 
（復習のあり方） 
・授業内容を確認し、参考書の演習問
題をなるべく多く解くことが望まし
い。 

 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

参考書： 物理学基礎（第４版） 原康夫著 学術図書出版 

評価方法 評価基準 

レポート 10%、小テスト 10%、期末試験 80%  

 
すべての評価項目において学生の達成目標をクリアーして

いる場合にのみ 60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の返却を行う。 
レポートや小テストについては、授業内で返却し、解説を行う 
 

履修上の注意点 

毎回、学籍番号と名前を書く紙をまわす。必ず「自筆で」記入すること。 
休みにはレポートを課します。「日本語表現法」で学んだことを活かすようにしてください。 



物理学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 月曜日 ２時限 ９号館

２０８番教室 

特になし 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

吉田 次郎 9号館 506室 jiroy@kaiyodai.ac.jp オフィス：9号館 506号室 

オフィスアワー：昼休み, 

E-mail:jiroy@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

吉田次郎 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

物理学の概略を学び、科学的な自然観を身につける。すなわち自然の成り立ちとその根底に働い
ている法則について概観し、体系的理解を深めることを目的とし、物理的な事物・現象に対する
探究心を高める。ただし、理科系の授業であるから、いつでも数量化できる知識の修得が必要と
なる。そのための訓練として特に力学に時間を費やす。 

C:科学基礎 
D:水産海洋基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

力学の基本的な考え方を理解することを目標にする。力学の第 1,2,3法則の理解を通して、基本的な物理法則とはどのよ

うなものか、また、物理の基本法則と自然現象の連関を理解する。(C) 
海洋大学であるので、流体力学の基礎、波の力学の基礎について理解する。(D) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

テーマを大きく 8つに分け、各テーマについて 3時間づつ講義を行う。 
1-2   力の釣り合いについて解説する。 
3-4   剛体に働く力の釣り合いについて解説する。 

5-6   速度加速度について解説する。 
7-8   力と加速度について解説する。 
9-10  放物運動・単振動・単振り子について解説する。 
11    月・人工衛星・惑星の運動について解説する。 
12-13 力積・運動量・仕事・エネルギーについて解説する。 
14-15 流体力学の基礎、波について解説する。 
※ 授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

(予習のあり方) 
 特に必要ない 
(復習のあり方) 

 各回の講義で配付する資料を復習する事 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

授業時間中に適宜プリントを配布する 
参考書：第３版 物理学基礎、原康夫著、学術図書出版 

評価方法 評価基準 

定期試験(50％)及び各テーマでの達成度を確認するレポー
ト(50％)により評価する。 

 

学生の達成目標をクリヤーしていることが合格の条件
(60％）となる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う 

履修上の注意点 

特になし 



物理学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋生物資源学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 木曜日 ４時限 講義棟
２２番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小澤 俊介  Soz0206@gmail.com 非常勤のため，直接の対応は木曜日 13:00-18:00
のみ．メールでの対応は随時可 

 
担当教員 

小澤 俊介 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然現象に対する理解を深めるため，物理学の法則とその法則に則った考え方について学
ぶことを目的とします．日常目にしている現象がどのような法則に則っているのか，また
それらの法則がどのように体系化されているのかを理解するために，基礎的な事項につい
ての解説を行います．特に数学を用いた自然現象へのアプローチ方法の習得にある程度の
時間を費やす予定です．また，講義中に演示実験を行うこともあります． 
初回は自然現象をどう捉えるか，どのように観察，観測するのかといった題材を中心に，
素粒子から宇宙までにいたるスケールとその基準となる計測の単位系についての解説を行
い，それに伴った物理学の歴史について概観します． 
・力学では，速度や力といった日常感覚的に捉えられる現象をどのように数値化し物理現
象として捕らえるかを学びます．また，力，エネルギーといった基礎的な物理量について
の理解を深めます． 
・波動では，エネルギーや情報の伝達形態の一つである波の性質について解説し，そこか
ら起こる現象に対する理解を深めます．電磁波や津波などの現象が物理学的にどう説明さ
れるか解説します． 
・熱力学では，熱に起因する現象がどのような法則に支配されているかを学びます．現代
の環境問題と密接に関連する熱力学的な現象について取り上げ，エントロピーなどの概念
について理解します． 
これらに関連して，電磁気学，原子核・素粒子といった話題についてもトピックとして取
り上げ，議論を行います． 

◎A：コミュニケーション， 
◎C:科学基礎， 
○I:生涯学習， 
○K:総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

・自然現象に対して物理法則に則った論理的な視点を持つことができる（C，K） 
・日常目にする現象の原理を理解するための物理学的手法の基礎が身につく（C，K） 
・取り上げるテーマに対する議論に積極的に参加し，物理学への理解を深める（A，C，I，K） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

第１回  概説・物理学史 
第２回  力学：測定量：単位系  
第３回  力学：運動の法則 1 
第４回  力学：運動の法則 2 
第５回  力学：運動の法則 3 
第６回  力学：運動方程式 
第７回  力学：運動量，力学的エネルギー 
第８回  力学：力学的エネルギー保存則 
第９回  力学：剛体の運動 
第１０回 波動：波の性質 
第１１回 波動：波の合成と反射 
第１２回 波動：音・光 
第１３回 熱力学：熱と仕事，エネルギー 
第１４回 熱力学：熱力学の法則 
第１５回 熱力学：エントロピーと環境問題 
*講義内容は必要に応じて変更することがあります 

予習のあり方 
次回講義の内容に沿ったテーマについ
て，予習の指示を出します． 
復習のあり方 
行った講義内容の復習を兼ねたレポー
ト課題を出しますので，必ず提出して
ください． 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書としての指定はとくになく，予習・復習用の参考書として以下を挙げます． 
・「大学生のための物理入門 」(講談社基礎物理学シリーズ)・「基礎物理学」 原 康夫 著，学術図書出版社 
・「物理学の基礎―身近なアプローチ」 木下 紀正 著，東京教学社その他，講義中に必要な資料の配布をします． 

評価方法 評価基準 

主に期末の筆記試験で評価しますが，途中に出すレポート課題等も成績評
価に反映します．試験は，講義で扱った物理現象について，原理や考え方
の理解度を記述式にて判定します．レポート課題については 3～4課題ほど
予定しており，講義で扱った内容についての復習と，関連する現象につい
て書籍などで調べてもらい，レポートにまとめて提出していただきます． 

「学生の到達目標」を基準とし，試験、レ
ポートの解答内容から目標到達度を判定し
ます． 
到達目標をクリアしていると判定した場合
に合格とし，到達度に応じて評価します． 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

答案の返却は基本的に行いません. 解答については講義中に解説を行います 

履修上の注意点 

高校時に物理（I，IIともに）を履修していない事を前提に，非常に基礎的な内容から始めます 



物理学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

食品生産科学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 水曜日 ５時限 講義棟

２２番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

鈴木 徹 3号館 110 号室(鈴木徹）、

3号館 114号室(萩原知明) 

 

toru@kaiyodai.ac.jp、03-5463-0623 （鈴木徹) 

tomoaki@kaiyodai.ac.jp、03-5463-0402 （萩原

知明） 

 

(鈴木徹） 

水、木、金の午前中 

(萩原知明） 

随時対応しますが、予め

メールでアポイントを

取ってください。 
 

担当教員 

鈴木徹、萩原知明 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

物理学とは、我々の身の周りに存在する森羅万象に存在する普遍的な法則を、観察事実を通じて、
明らかにしようとする学問である。森羅万象には、海洋と関わり合いのある物、現象が含まれる。
食品ならびに食品の貯蔵・加工・調理等の食品生産の諸過程も当然含まれる。 

食品生産過程を含む現代の対局化した海洋のかかわる課題を総合的に理解・判断するための基盤
として物理学を理解することは必要不可決である。また、物理学を履修することは、論理的思考
能力ならびに定量的解析能力を養うのにも役に立つ。 
授業では、大学初級レベルの力学について講義をする。また、問題演習についても取り組んでも
らう。 

C:科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．速度と加速度の計算ができる。（Ｃ） 
２．二次元の加速度運動について定量的記述ができる。（Ｃ） 
３．力学における「力」の概念を理解する。（Ｃ） 
４．運動方程式を用いて 2 次元の物体の運動について定量的記述ができる。（Ｃ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ、以下の順序に基づいて講義する予定である。 

１．物理を学ぶための基礎知識（科学的なものの見方、物理量と単位、有効 
数字、計算法） 

２～３．力の表し方（力の定義、力が働く場合、様々な力、力の性質とベク 
トル、力の合成と分解） 

４～５．物体に働く力のつりあい（物体に働く力をかく手順、摩擦力が働く 
場合） 

６～７．運動の表し方（位置、変位、速度、加速度） 

８～９．等加速度直線運動（等加速直線運動の定義および例、速度と時間の式、
位置と時間の式） 

1０～１１．平面上、空間上の運動（ベクトルによる表記法、鉛直線上の運動、
放物運動） 

１２～１３．運動の法則（慣性の法則、運動の法則、作用反作用の法則） 
１４～１５．運動方程式の適用（運動方程式の立て方、自由落下と放物、糸に

つりさげたボールの軌跡、ばねの運動、斜面上にある物体の運動） 

※講義内容は、必要に応じて変更することがある。 

（予習のあり方） 

毎回の授業の終わりにおいて次回の講
義内容を知らせるので、テキストや配布
資料の該当する部分を読んで、授業に臨
むこと。その際は、疑問点を整理把握し
ておき、必要があれば授業の際に質問で
きるようにしておくなどして、理解の向
上に努めること。 

（復習のありかた） 
教科書や配布資料を読みながら、授業中
に説明された事項を整理・再確認する。
そして、授業で取り上げた演習問題なら
びに教科書に付属している演習問題を
自分の手で解いてみることにより、理解
の定着と深化に努めること。問題演習を

通じた復習は内容を理解するために不
可欠である。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

「Primary 大学テキスト これだけはおさえたい物理」金原粲編（実教出版）を教科書とする。 なお、必要に応じて資
料を配布する。 

評価方法 評価基準 

学期中に中間試験を行い、前半の授業内容（等加速度直線運動まで）の基礎的理解度
を問う。期末試験では、運動方程式の適用までを含めた全授業範囲の内容について総
合的に理解度を問う。中間試験(40%)と期末試験(60%)の合計で成績を評価する。 

達成目標に記載した 4 項目を最
低限クリアしている場合にの
み、60点以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

・次学期以降の多くの授業科目（生産物理学、物理学実験、物理化学、食品工学、食品冷凍学、食品機械装置工学）の授
業内容とも関連しており、本授業内容の理解は今後の学習に極めて有益である。 
・対数・指数および三角関数（サイン・コサイン）の計算ができる電卓が必要である。 



物理学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

食品生産科学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 水曜日 ５時限 講義棟

４１番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

萩原 知明 3号館 110 号室(鈴木徹）、

3号館 114号室(萩原知明) 

 

toru@kaiyodai.ac.jp、03-5463-0623 （鈴木徹) 

tomoaki@kaiyodai.ac.jp、03-5463-0402 （萩原

知明） 

 

(鈴木徹） 

水、木、金の午前中 

(萩原知明） 

随時対応しますが、予め

メールでアポイントを

取ってください。 
 

担当教員 

鈴木徹、萩原知明 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

物理学とは、我々の身の周りに存在する森羅万象に存在する普遍的な法則を、観察事実を通じて、
明らかにしようとする学問である。森羅万象には、海洋と関わり合いのある物、現象が含まれる。
食品ならびに食品の貯蔵・加工・調理等の食品生産の諸過程も当然含まれる。 

食品生産過程を含む現代の対局化した海洋のかかわる課題を総合的に理解・判断するための基盤
として物理学を理解することは必要不可決である。また、物理学を履修することは、論理的思考
能力ならびに定量的解析能力を養うのにも役に立つ。 
 授業では、大学初級レベルの力学について講義をする。また、問題演習についても取り組んで
もらう。 

C:科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．速度と加速度の計算ができる。（Ｃ） 
２．二次元の加速度運動について定量的記述ができる。（Ｃ） 
３．力学における「力」の概念を理解する。（Ｃ） 
４．運動方程式を用いて 2 次元の物体の運動について定量的記述ができる。（Ｃ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ、以下の順序に基づいて講義する予定である。 

１．物理を学ぶための基礎知識（科学的なものの見方、物理量と単位、有効 
数字、計算法） 

２～３．力の表し方（力の定義、力が働く場合、様々な力、力の性質とベク 
トル、力の合成と分解） 

４～５．物体に働く力のつりあい（物体に働く力をかく手順、摩擦力が働く 
場合） 

６～７．運動の表し方（位置、変位、速度、加速度） 

８～９．等加速度直線運動（等加速直線運動の定義および例、速度と時間の式、 
位置と時間の式） 

1０～１１．平面上、空間上の運動（ベクトルによる表記法、鉛直線上の運動、
放物運動） 

１２～１３．運動の法則（慣性の法則、運動の法則、作用反作用の法則） 
１４～１５．運動方程式の適用（運動方程式の立て方、自由落下と放物、糸に
つりさげたボールの軌跡、ばねの運動、斜面上にある物体の運動） 

※講義内容は、必要に応じて変更することがある。 

（予習のあり方） 

毎回の授業の終わりにおいて次回の講
義内容を知らせるので、テキストや配布
資料の該当する部分を読んで、授業に臨
むこと。その際は、疑問点を整理把握し
ておき、必要があれば授業の際に質問で
きるようにしておくなどして、理解の向
上に努めること。 

（復習のありかた） 
教科書や配布資料を読みながら、授業中
に説明された事項を整理・再確認する。
そして、授業で取り上げた演習問題なら
びに教科書に付属している演習問題を
自分の手で解いてみることにより、理解
の定着と深化に努めること。問題演習を

通じた復習は内容を理解するために不
可欠である。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

「Primary 大学テキスト これだけはおさえたい物理」金原粲編（実教出版）を教科書とする。 なお、必要に応じて資
料を配布する。 

評価方法 評価基準 

学期中に中間試験を行い、前半の授業内容（等加速度直線運動まで）の基礎的理解
度を問う。期末試験では、運動方程式の適用までを含めた全授業範囲の内容につい
て総合的に理解度を問う。中間試験(40%)と期末試験(60%)の合計で成績を評価する。 

達成目標に記載した 4項目を最低
限クリアしている場合にのみ、60
点以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

・次学期以降の多くの授業科目（生産物理学、物理学実験、物理化学、食品工学、食品冷凍学、食品機械装置工学）の授
業内容とも関連しており、本授業内容の理解は今後の学習に極めて有益である。 
・対数・指数および三角関数（サイン・コサイン）の計算ができる電卓が必要である。 



物理学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋政策文化学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 木曜日 ５時限 講義棟
２２番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小澤 俊介  Soz0206@gmail.com 非常勤のため，直接の対応は木曜日
13:00-18:00のみ．メールでの対応は随時可 

 
担当教員 

小澤 俊介 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然現象に対する理解を深めるため，物理学の法則とその法則に則った考え方について学
ぶことを目的とします．日常目にしている現象がどのような法則に則っているのか，また
それらの法則がどのように体系化されているのかを理解するために，基礎的な事項につい
ての解説を行います．特に数学を用いた自然現象へのアプローチ方法の習得にある程度の
時間を費やす予定です．また，講義中に演示実験を行うこともあります． 
初回は自然現象をどう捉えるか，どのように観察，観測するのかといった題材を中心に，
素粒子から宇宙までにいたるスケールとその基準となる計測の単位系についての解説を行
い，それに伴った物理学の歴史について概観します． 
・力学では，速度や力といった日常感覚的に捉えられる現象をどのように数値化し物理現
象として捕らえるかを学びます．また，力，エネルギーといった基礎的な物理量について
の理解を深めます． 
・波動では，エネルギーや情報の伝達形態の一つである波の性質について解説し，そこか
ら起こる現象に対する理解を深めます．電磁波や津波などの現象が物理学的にどう説明さ
れるか解説します． 
・熱力学では，熱に起因する現象がどのような法則に支配されているかを学びます．現代
の環境問題と密接に関連する熱力学的な現象について取り上げ，エントロピーなどの概念
について理解します． 
これらに関連して，電磁気学，原子核・素粒子といった話題についてもトピックとして取
り上げ，議論を行います． 

◎A:コミュニケーション， 
◎C:科学基礎， 
○I:生涯学習， 
○K:総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

・自然現象に対して物理法則に則った論理的な視点を持つことができる（C，K） 
・日常目にする現象の原理を理解するための物理学的手法の基礎が身につく（C，K） 
・取り上げるテーマに対する議論に積極的に参加し，物理学への理解を深める（A，C，I，K） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

第１回  概説・物理学史 
第２回  力学：測定量：単位系  
第３回  力学：運動の法則 1 
第４回  力学：運動の法則 2 
第５回  力学：運動の法則 3 
第６回  力学：運動方程式 
第７回  力学：運動量，力学的エネルギー 
第８回  力学：力学的エネルギー保存則 
第９回  力学：剛体の運動 
第１０回 波動：波の性質 
第１１回 波動：波の合成と反射 
第１２回 波動：音・光 
第１３回 熱力学：熱と仕事，エネルギー 
第１４回 熱力学：熱力学の法則 
第１５回 熱力学：エントロピーと環境問題 
*講義内容は必要に応じて変更することがあります 

予習のあり方 
次回講義の内容に沿ったテーマについ
て，予習の指示を出します． 
復習のあり方 
行った講義内容の復習を兼ねたレポー
ト課題を出しますので，必ず提出して
ください． 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書としての指定はとくになく，予習・復習用の参考書として以下を挙げます． 
・「大学生のための物理入門 」(講談社基礎物理学シリーズ)  ・「基礎物理学」 原 康夫 著，学術図書出版社 
・「物理学の基礎―身近なアプローチ」 木下 紀正 著，東京教学社  その他，講義中に必要な資料の配布をします． 

評価方法 評価基準 

主に期末の筆記試験で評価しますが，途中に出すレポート課題等も成績評
価に反映します．試験は，講義で扱った物理現象について，原理や考え方
の理解度を記述式にて判定します．レポート課題については 3～4課題ほど
予定しており，講義で扱った内容についての復習と，関連する現象につい
て書籍などで調べてもらい，レポートにまとめて提出していただきます． 

「学生の到達目標」を基準とし，試験、レ
ポートの解答内容から目標到達度を判定し
ます． 
到達目標をクリアしていると判定した場合
に合格とし，到達度に応じて評価します． 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

答案の返却は基本的に行いません. 解答については講義中に解説を行います 

履修上の注意点 

高校時に物理（I，IIともに）を履修していない事を前提に，非常に基礎的な内容から始めます 



化学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 月曜日 ３時限 講義棟

４２番教室 

可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

橋濱 史典 橋濱史典 (9号館 306B号室)、 

岡井公彦 (3号館 211号室) 

橋濱 f-hashi@kaiyodai.ac.jp 

03-5463-0731  

岡井 mokai01@kaiyodai.ac.jp 

03-5463-0532 

緊急時以外はメールで

アポイントを事前にと

ってから来てください。 

 

担当教員 

橋濱史典、岡井公彦 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

これから大学で化学を学ぶ上で、大学の講義内容を理解するためには、まず高校で学んできた化
学を整理し、これからの化学の勉強に活かしていく必要がある。そのために必要な化学の基礎知
識とその応用を学ぶ。本科目は、自然界を構成する物質の構造や変化についての基本的事項を学
び、環境、生態、生命を理解する上で必要な物質に関する基礎的な知識を習得する講義科目であ
る。特に、これまで化学の考え方を苦手としてきた学生、さらに化学を学んでいく学生に対し、

化学の基礎をしっかり固めることを目的とし、今後の化学系の講義を理解するために、化学の考
え方を身に着ける科目である。 

◎C：科学基礎,  
G:演習・実習， 
I:生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

本科目は、自然界を構成する物質の構造や変化についての基本的事項を学び，環境，生態，生命を理解する上で必要な物
質に関する基礎的な知識を習得する講義科目である。(C, I) 
これから大学で化学を学ぶ上で、大学の化学系の講義内容を理解するために、高校で学んできた化学を整理し、これから

の化学の勉強に活かしていく必要がある。そのために必要な化学の基礎知識とその応用を学ぶ。高校で学んできた化学か
ら大学への化学の基礎となる、科学の基礎力を身につけることと、その中で必要な化学の計算もこの講義の中で履修する。
たとえば、濃度計算、平衡の計算、pH計算などができることを目的とする。(C, G, I) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

海洋環境学科の１年生を２クラスに分けて授業を行う。次の２つの内容につ
いて講義する。 
1. 自然をつくる物質の基礎的性質（無機・分析・物理化学） 

1)原子の構造と化学結合、 
2)気体・液体・固体の性質および状態変化、 
3)熱化学、 
4)化学平衡、 
5)酸と塩基、酸化・還元 
2. 環境と生命に関わる物質（有機化学・生化学） 

1)有機化合物の命名法と分類、 
2)最外殻の電子配置、 
3)有機化合物の性質、 
4)立体化学、 
5)生体高分子 

（予習のあり方）「授業の計画」にあげた
内容について予習をしておくことが望ま
しい。必要のあるときには指示する。 

（復習のあり方）講義の中で理解できなか
ったことを再度整理して理解しておくこ
とが望まれる。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト 

全員：「化学の基礎演習」（田中弘美 著、東京海洋大学生協） 
応用クラスは「一般化学」（長島弘三・富田功 著、裳華房）を使用。 

評価方法 評価基準 

中間試験(50%)と期末試験(50%)によって評価する。 
 

すべての評価項目において学生の達成目標を最低限クリア
ーしている場合にのみ 60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

受講生を二つのクラスに分けた応用クラス。クラス分けについてはガイダンス時に指示する。 

mailto:橋濱　f-hashi@kaiyodai.ac.jp


化学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 月曜日 ３時限 講義棟

２１番教室 

可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

高橋 美穂 神尾道也(9号館 402号室）、

高橋美穂（9号館 301号室） 

神尾 mkamio@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0461

高橋 mihotnk@kaiyodai.ac.jp 03-5463-0457 

緊急時以外はメールでア

ポイントを事前にとって

から来てください。 
 

担当教員 

神尾 道也、高橋 美穂 
 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 これから大学で化学を学ぶ上で、大学の講義内容を理解するためには、まず高校で学んできた
化学を整理し、これからの化学の勉強に活かしていく必要がある。そのために必要な化学の基礎
知識とその応用を学ぶ。本科目は、自然界を構成する物質の構造や変化についての基本的事項を
学び，環境，生態，生命を理解する上で必要な物質に関する基礎的な知識を習得する講義科目で
ある。 

特に、これまで化学の考え方を苦手としてきた学生、さらに化学を学んでいく学生に対し、化学
の基礎をしっかり固めることを目的とし、今後の化学系の講義を理解するために、化学の考え方
を身に着ける科目である。 

C◎：科学基礎,  
G:演習・実習， 
I:生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

本科目は、自然界を構成する物質の構造や変化についての基本的事項を学び，環境，生態，生命を理解する上で必要な物
質に関する基礎的な知識を習得する講義科目である。(C, I) 

これから大学で化学を学ぶ上で、大学の化学系の講義内容を理解するために、高校で学んできた化学を整理し、これから
の化学の勉強に活かしていく必要がある。そのために必要な化学の基礎知識とその応用を学ぶ。高校で学んできた化学か
ら大学への化学の基礎となる、化学の基礎力を身につけることと、その中で必要な化学の計算もこの講義の中で履修する。
たとえば、濃度計算、平衡の計算、pH計算などができることを目的とする。(C, G, I) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

海洋環境学科の１年生を２クラスに分けて授業を行う。次の２つの内容につい
て講義する。 

1. 自然をつくる物質の基礎的性質（無機・分析・物理化学） 
1)原子の構造と化学結合、 
2)気体・液体・固体の性質および状態変化、 
3)熱化学、 
4)化学平衡、 
5)酸と塩基、酸化・還元 
2. 環境と生命に関わる物質（有機化学・生化学） 

1)有機化合物の命名法と分類、 
2)最外殻の電子配置、 
3)有機化合物の性質、 
4)立体化学、 
5)生体高分子 

（予習のあり方）「授業の計画」にあげ
た内容について予習をしておくことが

望ましい。必要のあるときには指示す
る。 
（復習のあり方）講義の中で理解でき
なかったことを再度整理して理解して
おくことが望まれる。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

全員：「化学の基礎演習」 （田中弘美 著、東京海洋大学生協） 
応用クラスは「一般化学」（長島弘三・富田功 著、裳華房）を使用。 

評価方法 評価基準 

中間試験(50%)と期末試験(50%)によって評価する。 
 

すべての評価項目において学生の達成目標を最低限クリア
ーしている場合にのみ 60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

受講生を二つのクラスに分けた基礎クラス。クラス分けについては、ガイダンス時に指示する。 

mailto:神尾mkamio@kaiyodai.ac.jp


化学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋生物資源学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 火曜日 ４時限 講義棟

２１番教室 

該当なし 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

芳賀 穣 2号館 112 03-5463-0555, haga@@kaiyodai.ac.jp 2号館 1階 随時 

 
 

担当教員 

芳賀 穣、日比香子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

高年次で学習する生化学概論、微生物学、水族生理学、水族栄養学、公衆衛生学、水族薬理学な
どを理解する上で必要な化学的知識を身に着け、それら科目の理解を助けることを目的として、
化学の基礎を教授する。そのため、授業では講義とともに演習を中心とした自作の教科書を用い
て、繰り返し演習を行って基礎知識の定着を図る。 

C:科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

環境，生命を 理解する上で必要な化学の基礎知識を習得することを到達目標とする(C)。例えば、1)基本的な化学結合の
種類と性質、簡単な電離式、酸と塩基の反応などについて説明できること、2)溶液の濃度計算ができること、3）簡単な

有機化合物（アルコール，アルデヒド，糖質，カルボン酸，エステル、アミノ酸など）の化学式が書けること、4)アルコ
ール，アルデヒド，糖質，カルボン酸，エステル,アミノ酸などの有機化合物に特有の官能基の性質を理解し、その性質
を説明できること 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業の前半(1-7 回)では，無機化学に関する知識を確認し，生物化学関連の講
義の履修を補助する。後半（8-14回）では有機化学に関する基礎知識を再確認

する。 
すなわち，原子の構造と化学結合，物質量，溶液の濃度，電離式，平衡定数，
酸・塩基，水素イオン濃度と pH，酸化・還元については前半で講義し、共有結
合，有機化合物，官能基，分子の構造と異性体，アルカン， アルケン，アルキ
ン，アルコール，アルデヒド，糖質，カルボン酸，脂肪酸，エステル，アミド，
アミノ酸，タンパク質，高分子化合物および 基礎生物化学などを後半に講義す
る。なお、第 7回の講義時間に中間テストを行う。 

授業は、授業の計画に沿って進めるの
で次週の授業の前には、テキストや参

考図書の該当部分をあらかじめ読み、
学習する内容を把握しておくこと。ま
た、本講義で学習した内容は、高年度
で学習する生物化学概論や水族栄養学
実験を学習する上で必要な知識である
ので、テキストの演習問題を繰り返し
行って知識の定着を図ること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

化学の基礎演習（東京海洋大学 田中弘美） 
参考書：有機化学基礎の基礎（立屋敷 哲、丸善、2,700円+税） 

評価方法 評価基準 

前半終了時の中間試験および学期末試験により評価する。
中間試験を 50点満点、期末 試験の結果を 50点満点に換算 

し，両者の合計得点で評価する。 
 

定期試験では、化学に関する基本的な知識の習得状況を評
価し、学生の達成目標に挙げた項目を最低限クリアーして

いる場合のみ 60点以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了後に模範解答の提示を行う。日時は中央掲示板または授業支援システムなどで連絡する。 

履修上の注意点 

遅刻・授業中 の私語は厳禁。 



化学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋生物資源学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 火曜日 ４時限 講義棟

３１番教室 

該当なし 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

濱田 奈保子 7号館 606室 E-mail: hsnaoko@kaiyodai.ac.jp オフィスアワー：木曜 

10:00-12:00 
 

担当教員 

濱田奈保子、日比香子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

高年次で学習する生化学概論、微生物学、水族生理学、水族栄養学、公衆衛生学、水族薬理学な
どを理解する上で必要な化学的知識を身に着け、それら科目の理解を助けることを目的として、
化学の基礎を教授する。そのため、授業では講義とともに演習を中心とした自作の教科書を用い
て、繰り返し演習を行って基礎知識の定着を図る。  
 

C:科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

環境，生命を 理解する上で必要な化学の基礎知識を習得することを到達目標とする(C)。例えば、1)基本的な化学結合の

種類と性質、簡単な電離式、酸と塩基の反応などについて説明できること、2)溶液の濃度計算ができること、3）簡単な
有機化合物（アルコール，アルデヒド，糖質，カルボン酸，エステル、アミノ酸など）の化学式が書けること、4)アルコ
ール，アルデヒド，糖質，カルボン酸，エステル,アミノ酸などの有機化合物に特有の官能基の性質を理解し、その性質
を説明できること  

 

授業の計画 予習・復習のあり方 

前半（第 1～7回）は有機化学の基礎について、後半（第 8～14回）は無機化学
の基礎について講義する。 
すなわち、前半では、分子の形（電子軌道と電子配置）、有機化合物とその表し
方、異性体と有機化合物の名前、アルカン・アルケン・アルキン、アルコール・
アルデヒド・カルボン酸・エステル・アミド、高分子・アミノ酸・核酸、芳香
族化合物等について取り扱う。 
後半では、原子の構造と化学結合、原子量と物質量、溶液と濃度、化学反応式

と量的関係、酸・塩基、水素イオン濃度と pH、平衡定数と電離定数等について
扱う。 
なお、中間試験を第 7回講義終了時に実施する。 

【予習のあり方】 
・「授業の計画」にあげた内容について
の予習をしておくことが望ましい。 
【復習のあり方】 
・配布されたプリントを授業ノートに
貼り付けて整理を行うとともに、講義
内容 

について毎回まとめておく。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

化学の基礎演習（東京海洋大学 田中弘美） 
 

評価方法 評価基準 

【成績評価の方法】前半終了時の中間試験および学期末試
験により評価する。中間試験を 50点満点、期末試験の結果
を 50点満点に換算し，両者の合計得点で評価する。 
 

定期試験では、化学に関する基本的な知識の習得状況を評
価し、学生の達成目標に挙げた項目を最低限クリアーして
いる場合のみ 60点以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了後に模範解答の提示を行う。日時は中央掲示板または授業支援システムなどで連絡する。  
 

履修上の注意点 

遅刻・授業中の私語は厳禁。 



化学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

食品生産科学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 月曜日 ２時限 講義棟
４４番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

別府 史章 3号館 408室 E-mail: fbeppu0@kaiyodai@ac.jp 
電話: 03-5463-0626 

月曜日 12:00～13:00 (要
アポイントメント） 

 
担当教員 

別府 史章 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

食品生産科学科で化学関連科目を履修するにあたり高校レベルの化学を理解することは、食品生
産科学科で今後履修する各種化学系科目の講義を理解するうえで最も重要なことといえる。食品
生産科学科では、有機化学 I、有機化学 II、食品化学、食品保全化学などの化学の知識を基礎と
する講義が多くあることより、この授業で高校レベルの化学知識を確実なものにすることによ
り、これら専門科目の理解も深めることが可能となる。そこで本講義では、身の回りの様々な現
象を化学の考え方に基づいて高校レベルの化学を理解することを目標とする。  
本授業においては、各自の化学的知識に応じたクラス編制をとり、基礎知識について重点的に修
得することを目標とする。  
食品に関する諸課題を解決する能力を身に着けるためにも本講義で基礎的知見を身に着けるこ
とは重要である。 

◎C：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1. 原子の構造が理解できるようになること (C)  
2. モルの概念が理解できること (C)  
3. 気体、液体、固体の概念が理解できること (C)  
4. 化学結合を理解できること (C)  
5. 溶液の濃度と pHが理解できること (C)  
6. 酸化と還元の概念について理解できること (C)  
7. 化学平衡の概念が理解できること (C) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

本授業は４クラスに分けて実施する。クラス分け試験の成績を基に、レベル別に約１５名
程度のクラスを４組編制する。第１回でガイダンスとクラス分け試験を行う。第２回以降
では、クラス毎にそれぞれのレベルにあった講義を行う。授業内容の概要は以下のとおり
である。 
１回目 クラス分けテストおよびガイダンス  
２回目 第１章 物質の構造についての概説  
３回目 第１章 物質の構造の各論を解説  
４回目 第２章 気体・液体・固体の状態と変化についての概要解説  
５回目 第２章 気体・液体・固体の状態と変化の各論を解説  
６回目 第３章 化学結合の種類について解説  
７回目 第３章 化学結合の詳細について概説  
８回目 第３章 化学結合の詳細についての理解度確認  
９回目 第４章 溶液の性質、濃度、pH についての概説  
10回目 第５章 酸化・還元についての概説  
11回目 第６章 反応速度と化学平衡の基礎解説  
12回目 第６章 反応速度と化学平衡の理解度確認  
13 回目 第７章 身の回りの物質の化学：環境汚染物質、酸性雨現象など身の回りの現象
の化学的理解を目指す  
14回目 第７章 身の回りの物質の化学：ヒトと化学の交わりについて考察 
15回目 まとめ  
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある． 

（予習のあり方）  
・「授業の計画」にあげた内
容についての予習をしてお
くことが望ましい。必要の
あるときは指示する。  
（復習のあり方）  
・授業内容で関心を持った
点について参考書等で調
べ、理解を深める。  
・配布されるプリントがあ
る場合は、それを授業ノー
トに貼り付けて整理を行う
とともに、講義内容につい
て毎回まとめておく。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

未定。クラス分け後、クラスのレベルを参考に決定し、お知らせします。 

評価方法 評価基準 

講義内容の理解度を期末試験で評価する。評価の基準は、
優：100-80 点、良：79-70 点、可：69-60 点、不可：59 点
以下とする。 

試験は持ち込みなしの記述式問題で行ない、学生の達成目
標を最低限クリアーしている場合のみ 60 点以上の合格点
数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、学習支援システムに模範解答を掲載する。後日指定の期間に教員室にて答案の返却及び解説を行う。 

履修上の注意点 

遅刻、私語は厳禁。 



化学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

食品生産科学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 月曜日 ２時限 講義棟
４３番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

嶋倉 邦嘉 3号館 402室 E-mail: kunisan@kaiyodai@ac.jp 
電話: 03-5463-0607 

火曜日 18:00～19:00 (要
アポイントメント） 

 
担当教員 

嶋倉 邦嘉 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

食品生産科学科で化学関連科目を履修するにあたり高校レベルの化学を理解することは、食品生
産科学科で今後履修する各種化学系科目の講義を理解するうえで最も重要なことといえる。食品
生産科学科では、有機化学 I、有機化学 II、食品化学、食品保全化学などの化学の知識を基礎と
する講義が多くあることより、この授業で高校レベルの化学知識を確実なものにすることによ
り、これら専門科目の理解も深めることが可能となる。そこで本講義では、身の回りの様々な現
象を化学の考え方に基づいて高校レベルの化学を理解することを目標とする。  
本授業においては、各自の化学的知識に応じたクラス編制をとり、基礎知識について重点的に修
得することを目標とする。  
食品に関する諸課題を解決する能力を身に着けるためにも本講義で基礎的知見を身に着けるこ
とは重要である。 

◎C：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1. 原子の構造が理解できるようになること (C)   
2. モルの概念が理解できること (C)  
3. 気体、液体、固体の概念が理解できること (C)  
4. 化学結合を理解できること (C)  
5. 溶液の濃度と pHが理解できること (C)  
6. 酸化と還元の概念について理解できること (C)  
7. 化学平衡の概念が理解できること (C) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

本授業は４クラスに分けて実施する。クラス分け試験の成績を基に、レベル別
に約１５名程度のクラスを４組編制する。第１回でガイダンスとクラス分け試
験を行う。第２回以降では、クラス毎にそれぞれのレベルにあった講義を行う。
授業内容の概要は以下のとおりである。 
１回目 クラス分けテストおよびガイダンス  
２回目 第１章 物質の構造についての概説  
３回目 第１章 物質の構造の各論を解説  
４回目 第２章 気体・液体・固体の状態と変化についての概要解説  
５回目 第２章 気体・液体・固体の状態と変化の各論を解説  
６回目 第３章 化学結合の種類について解説  
７回目 第３章 化学結合の詳細について概説  
８回目 第３章 化学結合の詳細についての理解度確認  
９回目 第４章 溶液の性質、濃度、pH についての概説  
10回目 第５章 酸化・還元についての概説  
11回目 第６章 反応速度と化学平衡の基礎解説  
12回目 第６章 反応速度と化学平衡の理解度確認  
13回目 第７章 身の回りの物質の化学：環境汚染物質、酸性雨現象など身の
回りの現象の化学的理解を目指す  
14回目 第７章 身の回りの物質の化学：ヒトと化学の交わりについて考察 
15回目 まとめ  
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある． 

（予習のあり方）  
・「授業の計画」にあげた内容について
の予習をしておくことが望ましい。必
要のあるときは指示する。  
（復習のあり方）  
・授業内容で関心を持った点について
参考書等で調べ、理解を深める。  
・配布されるプリントがある場合は、
それを授業ノートに貼り付けて整理を
行うとともに、講義内容について毎回
まとめておく。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

未定。クラス分け後、クラスのレベルを参考に決定し、お知らせします。 

評価方法 評価基準 

講義内容の理解度を期末試験で評価する。評価の基準は、
優：100-80 点、良：79-70 点、可：69-60 点、不可：59 点
以下とする。 

試験は持ち込みなしの記述式問題で行ない、学生の達成目
標を最低限クリアーしている場合のみ 60 点以上の合格点
数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、学習支援システムに模範 解答を掲載する。後日指定の期間に教員室にて答案の返却及び解説を行う。 

履修上の注意点 

遅刻、私語は厳禁。 



化学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

食品生産科学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 月曜日 ２時限 講義棟
３２番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

後藤 直宏 3号館 412番室 オフィス電話：03-5463-0714    
Ｅメール：ngotoh@kaiyodai.ac.jp 

月 曜 日 ～ 金 曜 日 
12:00-13:00 

 
担当教員 

後藤 直宏 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

食品生産科学科で化学関連科目を履修するにあたり高校レベルの化学を理解することは、食品生
産科学科で今後履修する各種化学系科目の講義を理解するうえで最も重要なことといえる。食品
生産科学科では、有機化学 I、有機化学 II、食品化学、食品保全化学などの化学の知識を基礎と
する講義が多くあることより、この授業で高校レベルの化学知識を確実なものにすることによ
り、これら専門科目の理解も深めることが可能となる。そこで本講義では、身の回りの様々な現
象を化学の考え方に基づいて高校レベルの化学を理解することを目標とする。 
本授業においては、各自の化学的知識に応じたクラス編制をとり、基礎知識について重点的に修
得することを目標とする。  
食品に関する諸課題を解決する能力を身に着けるためにも本講義で基礎的知見を身に着けるこ
とは重要である。 

◎C：科学基礎 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1. 原子の構造が理解できるようになること (C)  
2. モルの概念が理解できること (C) 
3. 気体、液体、固体の概念が理解できること (C)  
4. 化学結合を理解できること (C) 
5. 溶液の濃度と pHが理解できること (C)  
6. 酸化と還元の概念について理解できること (C) 
7. 化学平衡の概念が理解できること (C) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

本授業は４クラスに分けて実施する。クラス分け試験の成績を基に、レベル別
に約１５名程度のクラスを４組編制する。第１回でガイダンスとクラス分け試
験を行う。第２回以降では、クラス毎にそれぞれのレベルにあった講義を行う。
授業内容の概要は以下のとおりである。 
１回目 クラス分けテストおよびガイダンス 
２回目 第１章 物質の構造についての概説 
３回目 第１章 物質の構造の各論を解説 
４回目 第２章 気体・液体・固体の状態と変化についての概要解説 
５回目 第２章 気体・液体・固体の状態と変化の各論を解説 
６回目 第３章 化学結合の種類について解説 
７回目 第３章 化学結合の詳細について概説 
８回目 第３章 化学結合の詳細についての理解度確認 
９回目 第４章 溶液の性質、濃度、pH についての概説 
10回目 第５章 酸化・還元についての概説 
11回目 第６章 反応速度と化学平衡の基礎解説 
12回目 第６章 反応速度と化学平衡の理解度確認 
13回目 第７章 身の回りの物質の化学：環境汚染物質，酸性雨現象など身の
回りの現象の化学的理解を目指す 
14回目 第７章 身の回りの物質の化学：ヒトと化学の交わりについて考察 
15回目 まとめ 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

（予習のあり方） 
・「授業の計画」にあげた内容について
の予習をしておくことが望ましい。必
要のあるときは指示する。なお、授業
は事前に疑問点を把握して臨むこと。 
（復習のあり方） 
・授業内容で関心を持った点について
参考書等で調べ、理解を深める。 
・配布されるプリントがある場合は、
それを授業ノートに貼り付けて整理を
行うとともに、講義内容について毎回
まとめておく。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

未定。クラス分け後、クラスのレベルを参考に決定しお知らせします． 

評価方法 評価基準 

講義内容の理解度を期末試験で評価する。評価の基準は、
優：100-80 点、良：79-70 点、可：69-60 点、不可：59 点
以下とする。 

試験は持ち込みなしの記述式問題で行ない、学生の達成目
標を最低限クリアーしている場合のみ 60 点以上の合格点
数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、学習支援システムに模範解答を掲載する。後日指定の期間に教員室にて答案の返却及び解説を行う。 

履修上の注意点 

遅刻、私語は厳禁。 



化学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

食品生産科学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 月曜日 ２時限 ２号館
１００Ｂ教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

田代 有里 3号館 203番室 Ｅメール：tyurip@kaiyodai.ac.jp 
 

火曜日 13:00-18:00 

 
担当教員 

田代有里 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 食品生産科学科で化学関連科目を履修するにあたり高校レベルの化学を理解することは、食品
生産科学科で今後履修する各種化学系科目の講義を理解するうえで最も重要なことといえる。食
品生産科学科では、有機化学 I、有機化学 II、食品化学、食品保全化学などの化学の知識を基礎
とする講義が多くあることより、この授業で高校レベルの化学知識を確実なものにすることによ
り、これら専門科目の理解も深めることが可能となる。そこで本講義では、身の回りの様々な現
象を化学の考え方に基づいて高校レベルの化学を理解することを目標とする。 
 本授業においては、各自の化学的知識に応じたクラス編制をとり、基礎知識について重点的に
修得することを目標とする。  
 食品に関する諸課題を解決する能力を身に着けるためにも本講義で基礎的知見を身に着ける
ことは重要である。 

◎C：科学基礎 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1. 原子の構造が理解できるようになること (C)   
2. モルの概念が理解できること (C) 
3. 気体、液体、固体の概念が理解できること (C) 
4. 化学結合を理解できること (C) 
5. 溶液の濃度と pHが理解できること (C)  
6. 酸化と還元の概念について理解できること (C) 
7. 化学平衡の概念が理解できること (C) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 本授業は４クラスに分けて実施する。クラス分け試験の成績を基に、レベル
別に約１５名程度のクラスを４組編制する。第１回でガイダンスとクラス分け
試験を行う。第２回以降では、クラス毎にそれぞれのレベルにあった講義を行
う。授業内容の概要は以下のとおりである。 
１回目 クラス分けテストおよびガイダンス 
２回目 第１章 物質の構造についての概説 
３回目 第１章 物質の構造の各論を解説 
４回目 第２章 気体・液体・固体の状態と変化についての概要解説 
５回目 第２章 気体・液体・固体の状態と変化の各論を解説 
６回目 第３章 化学結合の種類について解説 
７回目 第３章 化学結合の詳細について概説 
８回目 第３章 化学結合の詳細についての理解度確認 
９回目 第４章 溶液の性質、濃度、pH についての概説 
10回目 第５章 酸化・還元についての概説 
11回目 第６章 反応速度と化学平衡の基礎解説 
12回目 第６章 反応速度と化学平衡の理解度確認 
13回目 第７章 身の回りの物質の化学：環境汚染物質，酸性雨現象など身の
回りの現象の化学的理解を目指す 
14回目 第７章 身の回りの物質の化学：ヒトと化学の交わりについて考察 
15回目 まとめ 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

（予習のあり方） 
・「授業の計画」にあげた内容について
の予習をしておくことが望ましい。必
要のあるときは指示する。なお、授業
は事前に疑問点を把握して臨むこと。 
（復習のあり方） 
・授業内容で関心を持った点について
参考書等で調べ、理解を深める。 
・配布されるプリントがある場合は、
それを授業ノートに貼り付けて整理を
行うとともに、講義内容について毎回
まとめておく。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

 未定。クラス分け後、クラスのレベルを参考に決定しお知らせします。 
 講義において参考資料を配布することがあります。 

評価方法 評価基準 

 講義内容の理解度を期末試験で評価する。評価の基準は、
優：100-80 点、良：79-70 点、可：69-60 点、不可：59 点
以下とする。 

 試験は持ち込みなしの記述式問題で行ない、学生の達成
目標を最低限クリアーしている場合のみ 60 点以上の合格
点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

 定期試験終了後、学習支援システムに模範解答を掲載する。後日指定の期間に教員室にて答案の返却及び解説を行う。 

履修上の注意点 

 遅刻、私語は厳禁。 



化学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋政策文化学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 月曜日 ２時限 講義棟

３４番教室 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

黒瀬  光一 3号館 404 室（黒瀬 光一） 

3号館 103 室（大迫 一史) 

kkuros0@kaiyodai.ac.jp, 03-5463-0601

（黒瀬 光一） 

osako@kaiyodai.ac.jp, 03-5463-0620 

(大迫 一史) 

 随時対応しますが、なるべく

事前にメールで都合を尋ねて

ください。 

 

担当教員 

黒瀬光一 
大迫一史 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 海洋政策文化学科の学生として、一般教養から専門へと学問を進めて行く上で、化学的な思考
を避けて通ることは難しい。本講義では、これまで化学の考え方を苦手としてきた学生や、より
深く化学を学びたい学生を対象に、化学の基礎をしっかり固めることを目的とする。自然界を構
成する物質の構造や変化についての基本的事項を理解することで視野を広げ、実社会にて発生す

る様々な、現代的諸問題を多面的に探究・分析・解決する能力を身につけ、自身が目指す学問へ
の理解を深めてもらいたい。 
授業は、教科書を中心に解説を行い、例題や演習問題を解くことによって、さらに理解度を深め
ることとする。 

◎C：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1. 物質の構成と結合を解する (C)  

2. 物質の状態を理解する (C)  
3. 物質の変化を理解する (C)  
4. 無機物質を理解する (C)  
5. 有機化合物（炭化水素、アルコール、アルデヒド、ケトン、カルボン酸、エステル、芳香族化合物など）を理解する (C)  
6. 高分子化合物（糖類、タンパク質、核酸、厚生高分子化合物）を理解する (C) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

概ね次の内容について講義する。 

1. 物質の構成と結合 
2. 物質の状態 
3. 物質の変化 
4. 無機物質 
5. 有機化合物 
6. 高分子化合物 

授業は、授業の計画に沿って進めるの

で次週の授業の前には、テキストの該
当部分をあらかじめ読み、学習する内
容を把握しておくこと。また、次回の
授業では前回の内容を理解したという
前提で話を進めるので、テキストの演
習問題を繰り返し行って知識の定着を

図ること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書として「例題で学ぶ基礎化学」第 1版第２刷（笹本 忠 監修、森北出版, 2000 円+税）を使用する。第１刷は誤
記が多いので、第２刷を購入すること。 
 

評価方法 評価基準 

講義内容の理解度を、中間試験(50%)と期末試験(50%)の合

計によって評価する。 
試験の結果から，授業内容を理解し、上記「学生の達成目

標」に示した項目を達成できたと判定される場合に限り，
60点以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示 
を行う。 
 

履修上の注意点 

予習、復習を十分に行うこと 



化学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

環境、生物、政策 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/2単位 前学期 月曜日 ４時限 講義棟

２１番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

日比 香子  hibi@kaiyodai.ac.jp 随時対応しますが、予めメ

ールでアポイントをとっ

てください。 
 

担当教員 

日比 香子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然界を構成する物質の構造や変化についての基本的事項を学び、環境、生態、生命を理解する
上で必要な物質に関する基礎的な知識を習得する講義科目である。 
実際には、今後の授業で実験の授業等を選択した場合を想定し、実験過程での化学式や計算で困
ることのない程度の理解を望む。 
授業では基礎的な理論化学と有機化学を解説したのち、実際に授業中にテキストの演習を解いて
もらう。 

毎回授業の最後には，その日の授業で行った内容の小テストを行う．次の授業では前回の小テス
トの返却と解説を行う．（ここで行う小テストはあくまでも個人の習熟度の確認であって評価に
直結するものではない） 
 

C:科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

高校の化学から大学に必要な化学へ求められる基礎化学を理解するとともに、これからの大学の講義を理解する上で必要

な化学の基礎を習得する（C）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．自然をつくる物質の基礎的性質（無機・物理化学） 
１）原子の構造と化学結合 
２）原子量・物質量 
３）溶液・濃度 
４）化学反応式と量的関係 

５）酸・塩基、水素イオン濃度とｐＨ、酸化・還元 
６）平衡定数・電離定数 
２．環境と生命に関わる物質（有機化学・生化学） 
１）有機化合物の命名法と分類 
２）炭化水素 
３）アルコール、アルデヒド、ケトン 

４）エステル、油脂 
５）高分子化合物 
６）アミノ酸・糖 
授業内容は、必要に応じて変更する場合がある。 
 

（予習のあり方）「授業の計画」にあげ
た内容について予習をしていくことが
望ましい。必要のあるときには指示す
る。 
（復習のあり方）講義の中で理解でき

なかったことを再度整理して理解して
おくことが望まれる。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

「化学の基礎演習」 (田中弘美 著、東京海洋大学生協) 

評価方法 評価基準 

演習テキスト、講義の中で出される小テストなどをもとに、
中間試験と期末試験による講義の理解度による。 
中間試験（50%）、定期試験（50%）の得点の合計結果によっ
て評価する。 
最低限の理解が得られている場合にのみ、60 点以上の合格

点を与える。 
 

定期試験では、化学に関する基本的な知識の習得状況を評
価し、 学生の達成目標に挙げた項目を最低限クリアーして
いる場合のみ 60点以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

答案は返却する。模範解答に関しては，必要であれば配布する予定。 

履修上の注意点 

この授業は再履修のクラスです。2年生以上が対象です。1年生は受けられません．間違わないように。 



水圏環境リテラシー学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 後前期 木曜日 ２時限 講義棟

大講義室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

佐々木 剛 5－403 t-sasaki@kaiyodai.ac.jp 各担当教員が講義におい

て提示する。 
 

担当教員 

各学科教員 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 水圏環境リテラシー学の目的は、 
１）水圏環境の機能についての基本概念(水圏環境リテラシー)を理解すること。 
２）その水圏環境の知識を他者に正しくわかりやすく伝えること。 
３）水圏環境やその資源に対し、広い見識に基づく責任ある決定を行うことができること。 
といった人材を育成することである。 

Ｂ：技術者倫理 
Ｃ：科学基礎 
Ｄ：水産・海洋基礎 
Ｅ：専門知識 
Ｉ：生涯学習  
Ｊ：課題解決能力 
Ｋ：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

「水圏が我々に及ぼす影響、及び我々が水圏に及ぼす影響を理解する能力」を持つことができ，①水圏環境の機能につい
ての基本概念を理解し（B, C, D, E）、②その知識を他者に正しく、わかりやすく伝えることができ（A）、③水圏環境や
資源について、広い見識に基づく、責任ある決定を行う（I, J, K）ことができるようになることを目標とする。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

本講義では、次のような内容を学習する。 

(1) 水圏環境リテラシーとは 
(2) 環境としての海 
(3) 環境と社会 
(4) 海の生態系 
(5) 海洋資源 
(6) 食文化と漁業 
(7) 沿岸域と私たちの生活 

(8) 環境教育の現在・未来 

予習：「授業の計画」にあげた内容につ

いての予習をしておくことが望ましい。 
復習：授業内容で関心を持った点につい
て参考書等で調べたり、論文等を読むな
どとして理解を深める。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

資料は、各担当教員によって適宜配布する。また、参考書などについては、授業の中で紹介する。「（１）水圏環境リテラ
シーとは」の講義（佐々木剛）では，「水圏環境教育の理論と実践」（成山堂書店），「（5) 海洋資源」では「魚をとりなが
ら増やす（松宮義晴著）」（成山堂書店）を用いることとする。 

評価方法 評価基準 

[評価方法]毎回の講義で、達成度を知るためにテストやレ
ポートを課し、その内容によって評価する。 
 

[評価基準]講義の内容をもとに課された各レポートの内容
から達成目標への到達度を採点する。達成目標をクリアー
している場合にのみ、60点以上の点数を与える。成績に反
映する点数は、すべてのレポートの平均値である。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の返却 
を行う。 
 

履修上の注意点 

本講義は後期であるが，目的を持って包括的な海洋理解を推進するために，前期にあらかじめテキストを用意し予習する
ことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOEIC入門 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 前学期 月曜日 ４時限 講義棟

３３番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

横川 綾子 5号館 207室 ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がク

ラスの前後で受け付ける。 

【TOEIC統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 

10：00－18：00 5号館 207 

メールでアポをとると確実 

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

横川 綾子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 
TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 

1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 
2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  

【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 
(a)  事前学習の確認クイズ 
(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習および「ネットアカデミー2」などによる自習※ 

※eラーニング「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 

A: コミュニケーション、 
I: 生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 
2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネット
アカデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 
(a) 語い・構文の確認クイズ 
(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、など 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC頻出語い・

構文を問う。予め範囲を授業で指定するの
で、授業の予習として取り組むこと。 
【復習】 
・(b)の問題演習は必ず見直しを行ない、
復習ノートを作るなどして弱点克服を図
ること。 

・(c)の音声トレーニングは、必ず自分で
繰り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を行な
うことで、授業の内容に対しより理解を深
めること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラス分けテストの結果により使用テキストが以下のいずれか（A または B）に決定され、初回授業で教員により指示さ

れる。指示があるまで買わないこと 
A:『TOEIC(R)テスト 新公式問題集 Vol. 5』  （国際ビジネスコミュニケーション協会） 
B:『TOEIC(R)テスト プラクティス リスニング編』（国際ビジネスコミュニケーション協会）＆ 『新 TOEIC(R)TEST 初



心者特急 読解編』（朝日新聞出版） 
※その他プリントや資料も適宜配布する。 
 

評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．7月に実施する学内 TOEIC IP テストのスコア    ６０％  

２．授業内小テスト                               ３０％ 
３. ネットアカデミー２（eラーニング）による自習 １０％ 
※7 月の TOEIC IP テストを必ず受験すること(やむを得ない事情が
ある場合は 9月の TOEIC IPテスト)。 
 いずれのテストも受験しない場合、自動的に不可となる。 
※7 月の IP テストあるいは 7 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9月 3日（木）

までに担当教員に提出すること。（事情により 9月の IPテストを受
け、TOEIC600 点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9 月 18
日（金）午後 6時までに TOEIC 統括教員・横川まで提出） 

学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアして
いる場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ、その他演習問題については、授業内で答え合わせ・解説を行なう。 
※7月（または 9月）の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 

履修上の注意点 

クラス分けの結果は授業開始前に学内掲示する。事前に自分のクラスを確認し、該当するクラスに出席すること。 
※クラス分けテストの結果により使用テキストが決定され、初回授業で教員より指示される。事前購入はしないこと。 
 



TOEIC入門 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 前学期 月曜日 ５時限 講義棟

３３番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

横川 綾子 5号館 207室 ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がク

ラスの前後で受け付ける。 

【TOEIC統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 

10：00－18：00 5号館 207室 

メールでアポをとると確実 

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

横川 綾子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 
2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  

【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 

(a)  事前学習の確認クイズ 
(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習および「ネットアカデミー2」などによる自習※ 
※eラーニング「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 

A: コミュニケーション、 

I:  生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 

1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 
2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネット

アカデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 
(a) 語い・構文の確認クイズ 

(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、など 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC頻出語い・
構文を問う。予め範囲を授業で指定するの
で、授業の予習として取り組むこと。 
【復習】 

・(b)の問題演習は必ず見直しを行ない、
復習ノートを作るなどして弱点克服を図
ること。 
・(c)の音声トレーニングは、必ず自分で
繰り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を行な

うことで、授業の内容に対しより理解を深
めること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラス分けテストの結果により使用テキストが以下のいずれか（A または B）に決定され、初回授業で教員により指示さ
れる。指示があるまで買わないこと 
A:『TOEIC(R)テスト 新公式問題集 Vol. 5』  （国際ビジネスコミュニケーション協会） 
B:『TOEIC(R)テスト プラクティス リスニング編』（国際ビジネスコミュニケーション協会）＆ 『新 TOEIC(R) TEST 初

心者特急 読解編』（朝日新聞出版） 
※その他プリントや資料も適宜配布する。 
 



評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．7月に実施する学内 TOEIC IP テストのスコア    ６０％  
２．授業内小テスト                               ３０％ 
３. ネットアカデミー２（eラーニング）による自習 １０％ 
※7 月の TOEIC IP テストを必ず受験すること(やむを得ない事情が
ある場合は 9月の TOEIC IPテスト)。 

 いずれのテストも受験しない場合、自動的に不可となる。 
※7 月の IP テストあるいは 7 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9月 3日（木）
までに担当教員に提出すること。（事情により 9月の IPテストを受
け、TOEIC600 点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9 月 18
日（金）午後 6時までに TOEIC統括教員・横川まで提出） 

 

学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアして
いる場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ、その他演習問題については、授業内で答え合わせ・解説を行なう。 
※7月（または 9月）の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 
 

履修上の注意点 

クラス分けの結果は授業開始前に学内掲示する。事前に自分のクラスを確認し、該当するクラスに出席すること。 
※クラス分けテストの結果により使用テキストが決定され、初回授業で教員より指示される。事前購入はしないこと。 
 



TOEIC入門 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 前学期 火曜日 ５時限 講義棟

３５番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

横川 綾子 5号館 207室 ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がクラ

スの前後で受け付ける。 

【TOEIC統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 

10：00－18：00 5号館 207 

メールでアポをとると確実  

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

横川 綾子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 
2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  

【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 

(a)  事前学習の確認クイズ 
(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習および「ネットアカデミー2」などによる自習※ 
※eラーニング「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 

A: コミュニケーション、 

I:  生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 

1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 
2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネット

アカデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 
(a) 語い・構文の確認クイズ 

(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、など 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC頻出語い・
構文を問う。予め範囲を授業で指定するの
で、授業の予習として取り組むこと。 
【復習】 

・(b)の問題演習は必ず見直しを行ない、
復習ノートを作るなどして弱点克服を図
ること。 
・(c)の音声トレーニングは、必ず自分で
繰り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を行な

うことで、授業の内容に対しより理解を深
めること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラス分けテストの結果により使用テキストが以下のいずれか（A または B）に決定され、初回授業で教員により指示さ
れる。指示があるまで買わないこと 
A:『TOEIC(R)テスト 新公式問題集 Vol. 5』  （国際ビジネスコミュニケーション協会） 
B:『TOEIC(R)テスト プラクティス リスニング編』（国際ビジネスコミュニケーション協会）＆ 『新 TOEIC(R) TEST 初

心者特急 読解編』（朝日新聞出版） 
※その他プリントや資料も適宜配布する。 
 



評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．7月に実施する学内 TOEIC IP テストのスコア    ６０％  
２．授業内小テスト                               ３０％ 
３. ネットアカデミー２（eラーニング）による自習 １０％ 
※7 月の TOEIC IP テストを必ず受験すること(やむを得ない事情が
ある場合は 9月の TOEIC IPテスト)。 

 いずれのテストも受験しない場合、自動的に不可となる。 
※7 月の IP テストあるいは 7 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9月 3日（木）
までに担当教員に提出すること。（事情により 9月の IPテストを受
け、TOEIC600 点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9 月 18
日（金）午後 6時までに TOEIC 統括教員・横川まで提出） 

 

学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアして
いる場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ、その他演習問題については、授業内で答え合わせ・解説を行なう。 
※7月（または 9月）の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 
 

履修上の注意点 

クラス分けの結果は授業開始前に学内掲示する。事前に自分のクラスを確認し、該当するクラスに出席すること。 
※クラス分けテストの結果により使用テキストが決定され、初回授業で教員より指示される。事前購入はしないこと。 
 



TOEIC入門 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 前学期 木曜日 ２時限 講義棟

３５番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

花田 徹也 TOEIC準備室 

（5号館 408室） 

ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がクラ

スの前後で受け付ける。 

【TOEIC統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 

10：00－18：00 5号館 207 

メールでアポをとると確実  

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

花田 徹也 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 
2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  

【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 

(a)  事前学習の確認クイズ 
(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習および「ネットアカデミー2」などによる自習※ 
※eラーニング「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 

A: コミュニケーション、 

I:  生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 

1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 
2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネット

アカデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 
(a) 語い・構文の確認クイズ 

(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、など 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC頻出語い・
構文を問う。予め範囲を授業で指定するの
で、授業の予習として取り組むこと。 
【復習】 

・(b)の問題演習は必ず見直しを行ない、
復習ノートを作るなどして弱点克服を図
ること。 
・(c)の音声トレーニングは、必ず自分で
繰り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を行な

うことで、授業の内容に対しより理解を深
めること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラス分けテストの結果により使用テキストが以下のいずれか（A または B）に決定され、初回授業で教員により指示さ
れる。指示があるまで買わないこと 
A:『TOEIC(R)テスト 新公式問題集 Vol. 5』  （国際ビジネスコミュニケーション協会） 
B:『TOEIC(R)テスト プラクティス リスニング編』（国際ビジネスコミュニケーション協会）＆ 『新 TOEIC(R)TEST 初

心者特急 読解編』（朝日新聞出版） 
※その他プリントや資料も適宜配布する。 
 



評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．7月に実施する学内 TOEIC IP テストのスコア    ６０％  
２．授業内小テスト                               ３０％ 
３. ネットアカデミー２（eラーニング）による自習 １０％ 
※7 月の TOEIC IP テストを必ず受験すること(やむを得ない事情が
ある場合は 9月の TOEIC IPテスト)。 

 いずれのテストも受験しない場合、自動的に不可となる。 
※7 月の IP テストあるいは 7 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9月 3日（木）
までに担当教員に提出すること。（事情により 9月の IPテストを受
け、TOEIC600 点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9 月 18
日（金）午後 6時までに TOEIC統括教員・横川まで提出） 

 

学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアして
いる場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ、その他演習問題については、授業内で答え合わせ・解説を行なう。 
※7月（または 9月）の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 
 

履修上の注意点 

クラス分けの結果は授業開始前に学内掲示する。事前に自分のクラスを確認し、該当するクラスに出席すること。 
※クラス分けテストの結果により使用テキストが決定され、初回授業で教員より指示される。事前購入はしないこと。 
 



TOEIC入門 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 前学期 木曜日 ２時限 講義棟

４３番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

渡邊 淳 TOEIC準備室 

（5号館 408室） 

ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がク

ラスの前後で受け付ける。 

【TOEIC統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 

10：00－18：00 5号館 207 

メールでアポをとると確実  

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

渡邊 淳 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 
2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  

【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 

(a)  事前学習の確認クイズ 
(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習および「ネットアカデミー2」などによる自習※ 
※eラーニング「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 

A: コミュニケーション、 

I:  生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 

1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 
2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネット

アカデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 
(a) 語い・構文の確認クイズ 

(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、など 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC頻出語い・
構文を問う。予め範囲を授業で指定するの
で、授業の予習として取り組むこと。 
【復習】 

・(b)の問題演習は必ず見直しを行ない、
復習ノートを作るなどして弱点克服を図
ること。 
・(c)の音声トレーニングは、必ず自分で
繰り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を行な

うことで、授業の内容に対しより理解を深
めること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラス分けテストの結果により使用テキストが以下のいずれか（A または B）に決定され、初回授業で教員により指示さ
れる。指示があるまで買わないこと 
A:『TOEIC(R)テスト 新公式問題集 Vol.5』  （国際ビジネスコミュニケーション協会） 
B:『TOEIC(R)テスト プラクティス リスニング編』（国際ビジネスコミュニケーション協会）＆ 『新 TOEIC(R)TEST 初

心者特急 読解編』（朝日新聞出版） 
※その他プリントや資料も適宜配布する。 
 



評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．7月に実施する学内 TOEIC IP テストのスコア    ６０％  
２．授業内小テスト                               ３０％ 
３. ネットアカデミー２（eラーニング）による自習 １０％ 
※7 月の TOEIC IP テストを必ず受験すること(やむを得ない事情が
ある場合は 9月の TOEIC IPテスト)。 

 いずれのテストも受験しない場合、自動的に不可となる。 
※7 月の IP テストあるいは 7 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9月 3日（木）
までに担当教員に提出すること。（事情により 9月の IPテストを受
け、TOEIC600 点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9 月 18
日（金）午後 6時までに TOEIC 統括教員・横川まで提出） 

 

学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアして
いる場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ、その他演習問題については、授業内で答え合わせ・解説を行なう。 
※7月（または 9月）の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 
 

履修上の注意点 

クラス分けの結果は授業開始前に学内掲示する。事前に自分のクラスを確認し、該当するクラスに出席すること。 
※クラス分けテストの結果により使用テキストが決定され、初回授業で教員より指示される。事前購入はしないこと。 
 



TOEIC入門 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 前学期 木曜日 ３時限 講義棟

３３番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

パシュカ ロマン TOEIC準備室 

（5号館 408室） 

ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がク

ラスの前後で受け付ける。 

【TOEIC統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 

10：00－18：00 5号館 207 

メールでアポをとると確実  

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

パシュカ ロマン 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 
2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  

【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 

(a)  事前学習の確認クイズ 
(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習および「ネットアカデミー2」などによる自習※ 
※eラーニング「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 

A: コミュニケーション、 

I:  生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 

1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 
2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネット

アカデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 
(a) 語い・構文の確認クイズ 

(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、など 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC頻出語い・
構文を問う。予め範囲を授業で指定するの
で、授業の予習として取り組むこと。 
【復習】 

・(b)の問題演習は必ず見直しを行ない、
復習ノートを作るなどして弱点克服を図
ること。 
・(c)の音声トレーニングは、必ず自分で
繰り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を行な

うことで、授業の内容に対しより理解を深
めること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラス分けテストの結果により使用テキストが以下のいずれか（A または B）に決定され、初回授業で教員により指示さ
れる。指示があるまで買わないこと 
A:『TOEIC(R)テスト 新公式問題集 Vol.5』  （国際ビジネスコミュニケーション協会） 
B:『TOEIC(R)テスト プラクティス リスニング編』（国際ビジネスコミュニケーション協会）＆ 『新 TOEIC(R) TEST 初

心者特急 読解編』（朝日新聞出版） 
※その他プリントや資料も適宜配布する。 
 



評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．7月に実施する学内 TOEIC IP テストのスコア    ６０％  
２．授業内小テスト                               ３０％ 
３. ネットアカデミー２（eラーニング）による自習 １０％ 
※7 月の TOEIC IP テストを必ず受験すること(やむを得ない事情が
ある場合は 9月の TOEIC IPテスト)。 

 いずれのテストも受験しない場合、自動的に不可となる。 
※7 月の IP テストあるいは 7 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9月 3日（木）
までに担当教員に提出すること。（事情により 9月の IPテストを受
け、TOEIC600 点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9 月 18
日（金）午後 6時までに TOEIC 統括教員・横川まで提出） 

 

学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアして
いる場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ、その他演習問題については、授業内で答え合わせ・解説を行なう。 
※7月（または 9月）の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 
 

履修上の注意点 

クラス分けの結果は授業開始前に学内掲示する。事前に自分のクラスを確認し、該当するクラスに出席すること。 
※クラス分けテストの結果により使用テキストが決定され、初回授業で教員より指示される。事前購入はしないこと。 
 



TOEIC入門 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 前学期 木曜日 ３時限 講義棟

３５番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

花田 徹也 TOEIC準備室 

（5号館 408室） 

ayokog0@kaiyodai.ac.jp  

03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がクラ

スの前後で受け付ける。 

【TOEIC 統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 

10：00－18：00 5号館 207 

メールでアポをとると確実  

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

花田 徹也 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 
2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  

【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 

(a)  事前学習の確認クイズ 
(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習および「ネットアカデミー2」などによる自習※ 
※eラーニング「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 

A: コミュニケーション、 

I:  生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 

1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 
2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネット

アカデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 
(a) 語い・構文の確認クイズ 

(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、など 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC頻出語い・
構文を問う。予め範囲を授業で指定するの
で、授業の予習として取り組むこと。 
【復習】 

・(b)の問題演習は必ず見直しを行ない、
復習ノートを作るなどして弱点克服を図
ること。 
・(c)の音声トレーニングは、必ず自分で
繰り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を行な

うことで、授業の内容に対しより理解を深
めること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラス分けテストの結果により使用テキストが以下のいずれか（A または B）に決定され、初回授業で教員により指示さ
れる。指示があるまで買わないこと 
A:『TOEIC(R)テスト 新公式問題集 Vol. 5』  （国際ビジネスコミュニケーション協会） 
B:『TOEIC(R)テスト プラクティス リスニング編』（国際ビジネスコミュニケーション協会）＆ 『新 TOEIC(R) TEST 初

心者特急 読解編』（朝日新聞出版） 
※その他プリントや資料も適宜配布する。 
 



評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．7月に実施する学内 TOEIC IP テストのスコア    ６０％  
２．授業内小テスト                               ３０％ 
３. ネットアカデミー２（eラーニング）による自習 １０％ 
※7 月の TOEIC IP テストを必ず受験すること(やむを得ない事情が
ある場合は 9月の TOEIC IPテスト)。 

 いずれのテストも受験しない場合、自動的に不可となる。 
※7 月の IP テストあるいは 7 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9月 3日（木）
までに担当教員に提出すること。（事情により 9月の IPテストを受
け、TOEIC600 点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9 月 18
日（金）午後 6時までに TOEIC統括教員・横川まで提出） 

 

学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアして
いる場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ、その他演習問題については、授業内で答え合わせ・解説を行なう。 
※7月（または 9月）の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 
 

履修上の注意点 

クラス分けの結果は授業開始前に学内掲示する。事前に自分のクラスを確認し、該当するクラスに出席すること。 
※クラス分けテストの結果により使用テキストが決定され、初回授業で教員より指示される。事前購入はしないこと。 
 



TOEIC入門 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 前学期 木曜日 ３時限 講義棟

４３番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

渡邊 淳 TOEIC準備室 

（5号館 408室） 

ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がクラ

スの前後で受け付ける。 

【TOEIC統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 

10：00－18：00 5号館 207 

メールでアポをとると確実  

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

渡邊 淳 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 
2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  

【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 

(a)  事前学習の確認クイズ 
(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習および「ネットアカデミー2」などによる自習※ 
※eラーニング「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 

A: コミュニケーション、 

I:  生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 

1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 
2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネット

アカデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 
(a) 語い・構文の確認クイズ 

(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、など 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC頻出語い・
構文を問う。予め範囲を授業で指定するの
で、授業の予習として取り組むこと。 
【復習】 

・(b)の問題演習は必ず見直しを行ない、
復習ノートを作るなどして弱点克服を図
ること。 
・(c)の音声トレーニングは、必ず自分で
繰り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を行な

うことで、授業の内容に対しより理解を深
めること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラス分けテストの結果により使用テキストが以下のいずれか（A または B）に決定され、初回授業で教員により指示さ
れる。指示があるまで買わないこと 
A:『TOEIC(R)テスト 新公式問題集 Vol. 5』  （国際ビジネスコミュニケーション協会） 
B:『TOEIC(R)テスト プラクティス リスニング編』（国際ビジネスコミュニケーション協会）＆ 『新 TOEIC(R) TEST 初

心者特急 読解編』（朝日新聞出版） 
※その他プリントや資料も適宜配布する。 
 



評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．7月に実施する学内 TOEIC IP テストのスコア    ６０％  
２．授業内小テスト                               ３０％ 
３. ネットアカデミー２（eラーニング）による自習 １０％ 
※7 月の TOEIC IP テストを必ず受験すること(やむを得ない事情が
ある場合は 9月の TOEIC IPテスト)。 

 いずれのテストも受験しない場合、自動的に不可となる。 
※7 月の IP テストあるいは 7 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9月 3日（木）
までに担当教員に提出すること。（事情により 9月の IPテストを受
け、TOEIC600 点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9 月 18
日（金）午後 6時までに TOEIC 統括教員・横川まで提出） 

 

学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアして
いる場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ、その他演習問題については、授業内で答え合わせ・解説を行なう。 
※7月（または 9月）の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 
 

履修上の注意点 

クラス分けの結果は授業開始前に学内掲示する。事前に自分のクラスを確認し、該当するクラスに出席すること。 
※クラス分けテストの結果により使用テキストが決定され、初回授業で教員より指示される。事前購入はしないこと。 
 



TOEIC入門 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 前学期 木曜日 ４時限 講義棟

３３番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

パシュカ ロマン TOEIC準備室 

（5号館 408室） 

ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がク

ラスの前後で受け付ける。 

【TOEIC統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 

10：00－18：00 5号館 207 

メールでアポをとると確実  

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

パシュカ ロマン 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 
2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  

【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 

(a)  事前学習の確認クイズ 
(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習および「ネットアカデミー2」などによる自習※ 
※eラーニング「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 

A: コミュニケーション、 

I:  生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 

1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 
2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネット

アカデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 
(a) 語い・構文の確認クイズ 

(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、など 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC頻出語い・
構文を問う。予め範囲を授業で指定するの
で、授業の予習として取り組むこと。 
【復習】 

・(b)の問題演習は必ず見直しを行ない、
復習ノートを作るなどして弱点克服を図
ること。 
・(c)の音声トレーニングは、必ず自分で
繰り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を行な

うことで、授業の内容に対しより理解を深
めること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラス分けテストの結果により使用テキストが以下のいずれか（A または B）に決定され、初回授業で教員により指示さ
れる。指示があるまで買わないこと 
A:『TOEIC(R)テスト新公式問題集 Vol.5』  （国際ビジネスコミュニケーション協会） 
B:『TOEIC(R)テスト プラクティス リスニング編』（国際ビジネスコミュニケーション協会）＆ 『新 TOEIC(R)TEST 初

心者特急 読解編』（朝日新聞出版） 
※その他プリントや資料も適宜配布する。 
 



評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．7月に実施する学内 TOEIC IP テストのスコア    ６０％  
２．授業内小テスト                               ３０％ 
３. ネットアカデミー２（eラーニング）による自習 １０％ 
※7 月の TOEIC IP テストを必ず受験すること(やむを得ない事情が
ある場合は 9月の TOEIC IPテスト)。 

 いずれのテストも受験しない場合、自動的に不可となる。 
※7 月の IP テストあるいは 7 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9月 3日（木）
までに担当教員に提出すること。（事情により 9月の IPテストを受
け、TOEIC600 点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9 月 18
日（金）午後 6時までに TOEIC統括教員・横川まで提出） 

 

学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアして
いる場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ、その他演習問題については、授業内で答え合わせ・解説を行なう。 
※7月（または 9月）の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 
 

履修上の注意点 

クラス分けの結果は授業開始前に学内掲示する。事前に自分のクラスを確認し、該当するクラスに出席すること。 
※クラス分けテストの結果により使用テキストが決定され、初回授業で教員より指示される。事前購入はしないこと。 
 



TOEIC入門 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 前学期 木曜日 ４時限 講義棟

３５番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

花田 徹也 TOEIC準備室 

（5号館 408室） 

ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がク

ラスの前後で受け付ける。 

【TOEIC統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 

10：00－18：00 5号館 207 

メールでアポをとると確実  

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

花田 徹也 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 
2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  

【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 

(a)  事前学習の確認クイズ 
(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習および「ネットアカデミー2」などによる自習※ 
※eラーニング「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 

A: コミュニケーション、 

I:  生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 

1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 
2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネット

アカデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 
(a) 語い・構文の確認クイズ 

(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、など 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC頻出語い・
構文を問う。予め範囲を授業で指定するの
で、授業の予習として取り組むこと。 
【復習】 

・(b)の問題演習は必ず見直しを行ない、
復習ノートを作るなどして弱点克服を図
ること。 
・(c)の音声トレーニングは、必ず自分で
繰り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を行な

うことで、授業の内容に対しより理解を深
めること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラス分けテストの結果により使用テキストが以下のいずれか（A または B）に決定され、初回授業で教員により指示さ
れる。指示があるまで買わないこと 
A:『TOEIC(R)テスト新公式問題集 Vol.5』  （国際ビジネスコミュニケーション協会） 
B:『TOEIC(R)テスト プラクティス リスニング編』（国際ビジネスコミュニケーション協会）＆ 『新 TOEIC(R)TEST 初

心者特急 読解編』（朝日新聞出版） 
※その他プリントや資料も適宜配布する。 
 



評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．7月に実施する学内 TOEIC IP テストのスコア    ６０％  
２．授業内小テスト                               ３０％ 
３. ネットアカデミー２（eラーニング）による自習 １０％ 
※7 月の TOEIC IP テストを必ず受験すること(やむを得ない事情が
ある場合は 9月の TOEIC IPテスト)。 

 いずれのテストも受験しない場合、自動的に不可となる。 
※7 月の IP テストあるいは 7 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9月 3日（木）
までに担当教員に提出すること。（事情により 9月の IPテストを受
け、TOEIC600 点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9 月 18
日（金）午後 6時までに TOEIC 統括教員・横川まで提出） 

 

学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアして
いる場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ、その他演習問題については、授業内で答え合わせ・解説を行なう。 
※7月（または 9月）の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 
 

履修上の注意点 

クラス分けの結果は授業開始前に学内掲示する。事前に自分のクラスを確認し、該当するクラスに出席すること。 
※クラス分けテストの結果により使用テキストが決定され、初回授業で教員より指示される。事前購入はしないこと。 
 



TOEIC入門 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 前学期 木曜日 ５時限 講義棟

４３番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

渡邊 淳 TOEIC準備室 

（5号館 408室） 

ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がクラ

スの前後で受け付ける。 

【TOEIC統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 

10：00－18：00 5号館 207 

メールでアポをとると確実  

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

渡邊 淳 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 
2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  

【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 

(a)  事前学習の確認クイズ 
(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習および「ネットアカデミー2」などによる自習※ 
※eラーニング「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 

A: コミュニケーション、 

I:  生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 

1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 
2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネット

アカデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 
(a) 語い・構文の確認クイズ 

(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、など 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC頻出語い・
構文を問う。予め範囲を授業で指定するの
で、授業の予習として取り組むこと。 
【復習】 

・(b)の問題演習は必ず見直しを行ない、
復習ノートを作るなどして弱点克服を図
ること。 
・(c)の音声トレーニングは、必ず自分で
繰り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を行な

うことで、授業の内容に対しより理解を深
めること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラス分けテストの結果により使用テキストが以下のいずれか（A または B）に決定され、初回授業で教員により指示さ
れる。指示があるまで買わないこと 
A:『TOEIC(R)テスト 新公式問題集 Vol. 5』  （国際ビジネスコミュニケーション協会） 
B:『TOEIC(R)テスト プラクティス リスニング編』（国際ビジネスコミュニケーション協会）＆ 『新 TOEIC(R)TEST 初

心者特急 読解編』（朝日新聞出版） 
※その他プリントや資料も適宜配布する。 
 



評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．7月に実施する学内 TOEIC IP テストのスコア    ６０％  
２．授業内小テスト                               ３０％ 
３. ネットアカデミー２（eラーニング）による自習 １０％ 
※7 月の TOEIC IP テストを必ず受験すること(やむを得ない事情が
ある場合は 9月の TOEIC IPテスト)。 

 いずれのテストも受験しない場合、自動的に不可となる。 
※7 月の IP テストあるいは 7 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9月 3日（木）
までに担当教員に提出すること。（事情により 9月の IPテストを受
け、TOEIC600 点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9 月 18
日（金）午後 6時までに TOEIC統括教員・横川まで提出） 

 

学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアして
いる場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ、その他演習問題については、授業内で答え合わせ・解説を行なう。 
※7月（または 9月）の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 
 

履修上の注意点 

クラス分けの結果は授業開始前に学内掲示する。事前に自分のクラスを確認し、該当するクラスに出席すること。 
※クラス分けテストの結果により使用テキストが決定され、初回授業で教員より指示される。事前購入はしないこと。 
 



TOEIC入門 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 前学期 木曜日 ５時限 講義棟

３５番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

花田 徹也 TOEIC準備室 

（5号館 408室） 

ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がクラ

スの前後で受け付ける。 

【TOEIC 統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 

10：00－18：00 5号館 207 

メールでアポをとると確実  

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

花田 徹也 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 
2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  

【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 

(a)  事前学習の確認クイズ 
(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習および「ネットアカデミー2」などによる自習※ 
※eラーニング「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 

A: コミュニケーション、 

I:  生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 

1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 
2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネット

アカデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 
(a) 語い・構文の確認クイズ 

(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、など 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC頻出語い・
構文を問う。予め範囲を授業で指定するの
で、授業の予習として取り組むこと。 
【復習】 

・(b)の問題演習は必ず見直しを行ない、
復習ノートを作るなどして弱点克服を図
ること。 
・(c)の音声トレーニングは、必ず自分で
繰り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を行な

うことで、授業の内容に対しより理解を深
めること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラス分けテストの結果により使用テキストが以下のいずれか（A または B）に決定され、初回授業で教員により指示さ
れる。指示があるまで買わないこと 
A:『TOEIC(R)テスト 新公式問題集 Vol. 5』  （国際ビジネスコミュニケーション協会） 
B:『TOEIC(R)テスト プラクティス リスニング編』（国際ビジネスコミュニケーション協会）＆ 『新 TOEIC(R) TEST 初

心者特急 読解編』（朝日新聞出版） 
※その他プリントや資料も適宜配布する。 
 



評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．7月に実施する学内 TOEIC IP テストのスコア    ６０％  
２．授業内小テスト                               ３０％ 
３. ネットアカデミー２（eラーニング）による自習 １０％ 
※7 月の TOEIC IP テストを必ず受験すること(やむを得ない事情が
ある場合は 9月の TOEIC IPテスト)。 

 いずれのテストも受験しない場合、自動的に不可となる。 
※7 月の IP テストあるいは 7 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9月 3日（木）
までに担当教員に提出すること。（事情により 9月の IPテストを受
け、TOEIC600 点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9 月 18
日（金）午後 6時までに TOEIC 統括教員・横川まで提出） 

 

学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアして
いる場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ、その他演習問題については、授業内で答え合わせ・解説を行なう。 
※7月（または 9月）の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 
 

履修上の注意点 

クラス分けの結果は授業開始前に学内掲示する。事前に自分のクラスを確認し、該当するクラスに出席すること。 
※クラス分けテストの結果により使用テキストが決定され、初回授業で教員より指示される。事前購入はしないこと。 
 



TOEIC入門（再履修者クラス） 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 前学期 木曜日 ４時限 講義棟

４３番教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

渡邊 淳 TOEIC準備室 

（5号館 408室） 

ayokog0@kaiyodai.ac.jp  

03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がクラ

スの前後で受け付ける。 

【TOEIC 統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 10：00－18：00 

※メールでアポをとると確実  

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

渡邊 淳 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 
TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 

2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  
【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 
(a)  事前学習の確認クイズ 

(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習＆「ネットアカデミー2」などによる演習※ 
※E-learning コンテンツ「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 
 

A: コミュニケーション、 
I:  生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 

1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 

2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネットア
カデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 

(a) 語い・構文の確認クイズ 
(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、な
ど 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC 頻出語
い・構文を問う。予め範囲を授業で指

定するので、授業の予習として取り組
むこと。 
【復習】 
・(b)の問題演習は必ず見直しを行な
い、復習ノートを作るなどして弱点克
服を図ること。 
・(c)の音声トレーニングは、必ず自分

で繰り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を
行なうことで、授業の内容に対しより
理解を深めること。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

『TOEIC(R)テスト 新公式問題集 Vol. 5』  国際ビジネスコミュニケーション協会 
※その他プリントや資料も適宜配布する。 
 



評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．7月に実施する学内 TOEIC テストのスコア      ６０％ 
２．授業内小テスト                              ３０％ 
３．ネットアカデミー２（eラーニング）による自習 １０％ 
※7月の TOEIC IP テストを必ず受験すること（やむを得ない事情が
ある場合は 9月の TOEIC IPテスト）。いずれのテストも受験しない

場合、自動的に不可となる。 
  
※7 月の IP テストあるいは 7 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600点以上を取得した場合、スコアレポートを 9月 3日（木）
までに担当教員に提出すること（事情により9月のIPテストを受け、
TOEIC600点以上を取得した場合は、スコアレポートを 9月 18日（金）

午後 6時までに TOEIC統括教員・横川まで提出）。 

学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアして
いる場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ、その他演習問題については、授業内で解説を行なう。 
※7月（または 9月）の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 

履修上の注意点 

平成 26年度入学者対象の TOEIC入門履修者クラスである。 

 



TOEIC入門（再履修者クラス） 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 後学期 月曜日 ４時限 ２号館

１００Ｂ教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

ｸﾞﾚｲｽ ﾗﾝﾄﾞﾙ K TOEIC準備室 

（5号館 408室） 

ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がクラ

スの前後で受け付ける。 

【TOEIC統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 

10：00－18：00 5号館 207  

※メールでアポをとると確実  

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

ｸﾞﾚｲｽ ﾗﾝﾄﾞﾙ K 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 
2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  

【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 

(a)  事前学習の確認クイズ 
(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習＆「ネットアカデミー2」などによる自習※ 
※「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 
 

A: コミュニケーション、 

I:  生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 
2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネットア
カデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 
(a) 語い・構文の確認クイズ 
(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、な
ど 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC 頻出語

い・構文を問う。予め範囲を授業で指
定するので、授業の予習として取り組
むこと。 
【復習】 
・(b)の問題演習は必ず見直しを行な
い、復習ノートを作るなどして弱点克

服を図ること。 
・(c)の音声トレーニングは、必ず自分
で繰り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を
行なうことで、授業の内容に対しより
理解を深めること。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

『TOEIC(R)テスト 新公式問題集 Vol. 3』  国際ビジネスコミュニケーション協会 
※その他プリントや資料も適宜配布する。  



評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．学期中に受験した TOEICテストのスコア       ６０％  
２．授業内小テスト                 ３０％ 
３. ネットアカデミー２（eラーニング）による自習 １０％ 
※2月の TOEIC IPテストを必ず受験すること。受験しない場合、自動
的に不可となる。 

※2 月の IP テストあるいは 1 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600 点以上を取得した場合は、2 月 19 日（金）午後 6 時までに
TOEIC統括教員・横川までスコアレポートを提出すること。 
 

学生の達成目標にあげた項目をクリアしている
場合にのみ、合格点（60点）以上が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ・その他演習問題については、授業内で答え合わせ・解説を行なう。 

※2月の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 
 

履修上の注意点 

クラス分けの結果は授業開始前に学内掲示する。事前に自分のクラスを確認し、該当するクラスに出席すること。 
※指定されたクラスを再履修登録できない事情がある場合は、2回目の授業の前までに TOEIC統括教員・横川に連絡のう
え、相談すること。 

連絡先：横川 綾子 5号館 207室 ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379（5号館 207室） 
 



TOEIC入門（再履修者クラス） 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 後学期 月曜日 ５時限 ２号館

１００Ｂ教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

ｸﾞﾚｲｽ ﾗﾝﾄﾞﾙ K TOEIC準備室 

（5号館 408室） 

ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がクラ

スの前後で受け付ける。 

【TOEIC統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 

10：00－18：00 5号館 207  

※メールでアポをとると確実  

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

ｸﾞﾚｲｽ ﾗﾝﾄﾞﾙ K 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 
2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  

【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 

(a)  事前学習の確認クイズ 
(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習＆「ネットアカデミー2」などによる自習※ 
※「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 
 

A: コミュニケーション、 

I:  生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 
2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネットア
カデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 
(a) 語い・構文の確認クイズ 
(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、な
ど 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC 頻出語

い・構文を問う。予め範囲を授業で指
定するので、授業の予習として取り組
むこと。 
【復習】 
・(b)の問題演習は必ず見直しを行な
い、復習ノートを作るなどして弱点克

服を図ること。 
・(c)の音声トレーニングは、必ず自分
で繰り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を
行なうことで、授業の内容に対しより
理解を深めること。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

『TOEIC(R)テスト 新公式問題集 Vol. 3』  国際ビジネスコミュニケーション協会 
※その他プリントや資料も適宜配布する。  



評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．学期中に受験した TOEICテストのスコア       ６０％  
２．授業内小テスト                 ３０％ 
３. ネットアカデミー２（eラーニング）による自習  １０％ 
※2月の TOEIC IP テストを必ず受験すること。受験しない場合、自
動的に不可となる。 

※2 月の IP テストあるいは 1 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600点以上を取得した場合は、2月 19日（金）午後 6時までに
TOEIC統括教員・横川までスコアレポートを提出すること。 
 

学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアして
いる場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ・その他演習問題については、授業内で答え合わせ・解説を行なう。 

※2月の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 
 

履修上の注意点 

クラス分けの結果は授業開始前に学内掲示する。事前に自分のクラスを確認し、該当するクラスに出席すること。 
※指定されたクラスを再履修登録できない事情がある場合は、2回目の授業の前までに TOEIC統括教員・横川に連絡のう
え、相談すること 

連絡先：横川 綾子 5号館 207室 ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379（5号館 207室） 
 



TOEIC入門（再履修者クラス） 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 後学期 水曜日 ４時限 ２号館

１００Ｂ教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

花田徹也 TOEIC準備室 

（5号館 408室） 

ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がク

ラスの前後で受け付ける。 

【TOEIC統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 

10：00－18：00 5号館 207  

※メールでアポをとると確実  

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

花田 徹也 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 
2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  

【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 

(a)  事前学習の確認クイズ 
(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習＆「ネットアカデミー2」などによる自習※ 
※「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 
 

A: コミュニケーション、 

I:  生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 
2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネッ
トアカデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 
(a) 語い・構文の確認クイズ 
(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、など 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC 頻出語い・
構文を問う。予め範囲を授業で指定するの

で、授業の予習として取り組むこと。 
【復習】 
・(b)の問題演習は必ず見直しを行ない、復
習ノートを作るなどして弱点克服を図るこ
と。 
・(c)の音声トレーニングは、必ず自分で繰

り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を行な
うことで、授業の内容に対しより理解を深
めること。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

『TOEIC(R)テスト 新公式問題集 Vol. 3』  国際ビジネスコミュニケーション協会 

※その他プリントや資料も適宜配布する。  
 
 



評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．学期中に受験した TOEICテストのスコア       ６０％  
２．授業内小テスト                 ３０％ 
３. ネットアカデミー２（eラーニング）による自習  １０％ 
※2月の TOEIC IP テストを必ず受験すること。受験しない場合、自
動的に不可となる。 

※2 月の IP テストあるいは 1 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600点以上を取得した場合は、2月 19日（金）午後 6時までに
TOEIC統括教員・横川までスコアレポートを提出すること。 
 

学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアして
いる場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ・その他演習問題については、授業内で答え合わせ・解説を行なう。 

※2月の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 
 

履修上の注意点 

クラス分けの結果は授業開始前に学内掲示する。事前に自分のクラスを確認し、該当するクラスに出席すること。 
※指定されたクラスを再履修登録できない事情がある場合は、2回目の授業の前までに TOEIC統括教員・横川に連絡のう
え、相談すること 

連絡先：横川 綾子 5号館 207室 ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379（5号館 207室） 
 



TOEIC入門（再履修者クラス） 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 後学期 水曜日 ５時限 ２号館

１００Ｂ教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

花田徹也 TOEIC準備室 

（5号館 408室） 

ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がクラ

スの前後で受け付ける。 

【TOEIC統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 

10：00－18：00 5号館 207  

※メールでアポをとると確実  

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

花田 徹也 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 
2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  

【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 

(a)  事前学習の確認クイズ 
(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習＆「ネットアカデミー2」などによる自習※ 
※「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 
 

A: コミュニケーション、 

I:  生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 
2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネット
アカデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 
(a) 語い・構文の確認クイズ 
(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、など 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC頻出語い・
構文を問う。予め範囲を授業で指定するの

で、授業の予習として取り組むこと。 
【復習】 
・(b)の問題演習は必ず見直しを行ない、
復習ノートを作るなどして弱点克服を図
ること。 
・(c)の音声トレーニングは、必ず自分で

繰り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を行な
うことで、授業の内容に対しより理解を深
めること。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

『TOEIC(R)テスト 新公式問題集 Vol. 3』  国際ビジネスコミュニケーション協会 

※その他プリントや資料も適宜配布する。  
 
 



評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．学期中に受験した TOEICテストのスコア       ６０％  
２．授業内小テスト                ３０％ 
３. ネットアカデミー２（eラーニング）による自習 １０％ 
※2月の TOEIC IP テストを必ず受験すること。受験しない場合、自
動的に不可となる。 

※2 月の IP テストあるいは 1 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600点以上を取得した場合は、2月 19日（金）午後 6時までに
TOEIC統括教員・横川までスコアレポートを提出すること。 
 

学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアして
いる場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ・その他演習問題については、授業内で答え合わせ・解説を行なう。 

※2月の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 
 

履修上の注意点 

クラス分けの結果は授業開始前に学内掲示する。事前に自分のクラスを確認し、該当するクラスに出席すること。 
※指定されたクラスを再履修登録できない事情がある場合は、2回目の授業の前までに TOEIC統括教員・横川に連絡のう
え、相談すること 

連絡先：横川 綾子 5号館 207室 ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379（5号館 207室） 
 



TOEIC入門（再履修者クラス） 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 後学期 木曜日 ４時限 ２号館

１００Ｂ教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

渡邊 淳 TOEIC準備室 

（5号館 408室） 

ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がクラ

スの前後で受け付ける。 

【TOEIC統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 

10：00－18：00 5号館 207  

※メールでアポをとると確実  

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

渡邊 淳 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 
2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  

【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 

(a)  事前学習の確認クイズ 
(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習＆「ネットアカデミー2」などによる自習※ 
※「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 
 

A: コミュニケーション、 

I:  生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 
2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネット
アカデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 
(a) 語い・構文の確認クイズ 
(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、など 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC頻出語い・
構文を問う。予め範囲を授業で指定するの

で、授業の予習として取り組むこと。 
【復習】 
・(b)の問題演習は必ず見直しを行ない、
復習ノートを作るなどして弱点克服を図
ること。 
・(c)の音声トレーニングは、必ず自分で

繰り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を行な
うことで、授業の内容に対しより理解を深
めること。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

『TOEIC(R)テスト 新公式問題集 Vol. 3』  国際ビジネスコミュニケーション協会 

※その他プリントや資料も適宜配布する。  
 
 



評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．学期中に受験した TOEICテストのスコア      ６０％  
２．授業内小テスト                ３０％ 
３. ネットアカデミー２（eラーニング）による自習 １０％ 
※2月の TOEIC IP テストを必ず受験すること。受験しない場合、自
動的に不可となる。 

※2 月の IP テストあるいは 1 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600点以上を取得した場合は、2月 19日（金）午後 6時までに
TOEIC統括教員・横川までスコアレポートを提出すること。 
 

学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアして
いる場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ・その他演習問題については、授業内で答え合わせ・解説を行なう。 

※2月の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 
 

履修上の注意点 

クラス分けの結果は授業開始前に学内掲示する。事前に自分のクラスを確認し、該当するクラスに出席すること。 
※指定されたクラスを再履修登録できない事情がある場合は、2回目の授業の前までに TOEIC統括教員・横川に連絡のう
え、相談すること 

連絡先：横川 綾子 5号館 207室 ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379（5号館 207室） 
 



TOEIC入門（再履修者クラス） 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ １年/必修/1単位 後学期 木曜日 ５時限 ２号館

１００Ｂ教室 

- 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

渡邊 淳 TOEIC準備室 

（5号館 408室） 

ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379 

（世話人：横川 綾子 5号館 207室） 

授業に関する質問は、担当教員がクラ

スの前後で受け付ける。 

【TOEIC統括教員による学習相談】 

月・火・木・金曜日 

10：00－18：00 5号館 207  

※メールでアポをとると確実  

ayokog0@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

渡邊 淳 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力の醸成 
2)  TOEICテストのためのストラテジー修得 
3)  大学生活を通して、自律的に英語学習を進める方法の体得  

【方法】 
1) 事前学習：TOEIC頻出構文・語彙の学習 
2) 授業： 

(a)  事前学習の確認クイズ 
(b)  TOEIC問題演習；実際のテストを想定し、時間制限の中で問題を解く 
(c)  問題解説＆音声トレーニング、など 
3) 事後学習：授業の復習＆「ネットアカデミー2」などによる自習※ 
※「ネットアカデミー2」については、授業の中で説明する。 
 

A: コミュニケーション、 

I:  生涯学習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

TOEICスコア向上のため、以下のことを目指す； 
1)  英語基礎力の強化、ビジネス英語を中心とした国際コミュニケーション力を身につける(A) 
2)  TOEICテストのためのストラテジーを修得する(A) 
3)  学習項目における自分の弱点を把握し、自律的に英語学習を進める方法を体得する (I) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.「TOEIC入門」について、TOEICとは 
2. 問題演習（リスニング・リーディング）、E-learningコンテンツ「ネット
アカデミー2」の説明 
3. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
4. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
5. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
6. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

7. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
8. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
9. 問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
10.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
11.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
12.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 

13.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
14.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
15.問題演習（リスニング・リーディング）、音声トレーニング 
 

授業の流れを以下に示す。 
(a) 語い・構文の確認クイズ 
(b) TOEIC問題演習 
(c) 問題解説＆音声トレーニング、など 
【予習】 
・(a)の確認クイズでは、TOEIC頻出語い・
構文を問う。予め範囲を授業で指定するの

で、授業の予習として取り組むこと。 
【復習】 
・(b)の問題演習は必ず見直しを行ない、
復習ノートを作るなどして弱点克服を図
ること。 
・(c)の音声トレーニングは、必ず自分で

繰り返し行なうこと。 
・「ネットアカデミー2」による自習を行な
うことで、授業の内容に対しより理解を深
めること。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

『TOEIC(R)テスト 新公式問題集 Vol. 3』  国際ビジネスコミュニケーション協会 

※その他プリントや資料も適宜配布する。  
 
 



評価方法 評価基準 

以下の方法により、到達目標への到達度を総合的に評価する。 
１．学期中に受験した TOEICテストのスコア      ６０％  
２．授業内小テスト                 ３０％ 
３. ネットアカデミー２（eラーニング）による自習 １０％ 
※2月の TOEIC IP テストを必ず受験すること。受験しない場合、自
動的に不可となる。 

※2 月の IP テストあるいは 1 月末までに実施される公開テストで
TOEIC600点以上を取得した場合は、2月 19日（金）午後 6時までに
TOEIC統括教員・横川までスコアレポートを提出すること。 
 

学生の達成目標にあげた項目を最低限クリアして
いる場合にのみ、合格点（60 点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

確認クイズ・その他演習問題については、授業内で答え合わせ・解説を行なう。 

※2月の TOEIC IPテストを定期試験として位置付けるため、定期試験の答え合わせ・解説は行わない。 
 

履修上の注意点 

クラス分けの結果は授業開始前に学内掲示する。事前に自分のクラスを確認し、該当するクラスに出席すること。 
※指定されたクラスを再履修登録できない事情がある場合は、2回目の授業の前までに TOEIC統括教員・横川に連絡のう
え、相談すること 

連絡先：横川 綾子 5号館 207室 ayokog0@kaiyodai.ac.jp  03-5463-0379（5号館 207室） 
 



数学解析 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/選択/2単位 後学期 月曜日 ２時限 講義棟

３４番教室 

／ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

上村 豊 5号館 103号室 5号館 103 号室 オフィスアワー：いつでも

どうぞ． 
 

担当教員 

上村 豊 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然科学で用いられる関数は，一般的には，複数の量に依存して定まる。このため、そのような
関数 （多変数関数）の微分積分法に精通している必要がある。この科目は、基礎微積分 I,II に
続く形で多変数関数の微分（偏微分）、積分（重積分）の基本事項を習得することを学習目標と
する講義科目である。問題解析能力の養成とともに、科学諸問題について横断的に、問題の見方・
学習方向の定め方・考え方・議論の進め方・表現の仕方について、論理思考力に基づき広く判断
する能力を、多変数関数の微積分を通して、会得させる講義科目である。 

C: 科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

偏微分・微分の計算法とその応用、重積分の概念・計算法を習得することを到達目標とする。(C) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業計画は以下の通り。 

１．多変数関数とそのグラフ 
２．偏微分の定義とその計算法 
３．多変数関数の極値 

４．多変数関数の最大・最小 
５．多変数関数の微分 
６．合成関数の微分法（変数変換公式） 
７．多変数関数の微分法の演習 
８. 多変数関数の微分法のまとめ 
９．重積分の概念と定義 

10．重積分の計算法，累次積分 
11．面積・体積・測度 
12. 変数変換による重積分の計算法 
13．重積分の応用 
14. 多変数関数の積分法の演習 
15. 高階偏導関数 

 

授業内容を復習し，関連する教科書の問

題を解き、その後に次回の内容について
教科書を読んで予習しておくこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

数学入門 II，上村豊・坪井堅二著，東京化学同人 

評価方法 評価基準 

中間試験（40%）と定期試験（60%）の合計結果により評価
を行う。中間試験は多変数関数の微分法に関する事項、定
期試験は重積分と多変数関数の微分法全体に係わる事項

を対象とする。 
 

到達目標に到達している場合にのみ 60%以上の点数を与え
る。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了後、指定の日時・場所にて、答案の返却、模範解答の提示及び解説を行う。 

履修上の注意点 

海洋環境学科の１年生の受講希望者のうち，学籍番号奇数の学生はこの時間の授業を履修せよ。 

海洋環境学科の１年生の受講希望者のうち，学籍番号偶数の学生は３時限目の授業を履修せよ。 
また、海洋環境学科の１年生の受講希望者は、履修登録に際し、担当教員名が「上村」であることを確認すること。 



数学解析 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/選択/2単位 後学期 月曜日 ３時限 講義棟

３４番教室 

／ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

上村 豊 5号館 103号室 5号館 103 号室 オフィスアワー：いつでも

どうぞ． 
 

担当教員 

上村 豊 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然科学で用いられる関数は，一般的には，複数の量に依存して定まる。このため、そのような
関数 （多変数関数）の微分積分法に精通している必要がある。この科目は、基礎微積分 I,II に
続く形で多変数関数の微分（偏微分）、積分（重積分）の基本事項を習得することを学習目標と
する講義科目である。問題解析能力の養成とともに、科学諸問題について横断的に、問題の見方・
学習方向の定め方・考え方・議論の進め方・表現の仕方について、論理思考力に基づき広く判断
する能力を、多変数関数の微積分を通して、会得させる講義科目である。 

C: 科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

偏微分・微分の計算法とその応用、重積分の概念・計算法を習得することを到達目標とする。(C) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業計画は以下の通り。 

１．多変数関数とそのグラフ 
２．偏微分の定義とその計算法 
３．多変数関数の極値 

４．多変数関数の最大・最小 
５．多変数関数の微分 
６．合成関数の微分法（変数変換公式） 
７．多変数関数の微分法の演習 
８. 多変数関数の微分法のまとめ 
９．重積分の概念と定義 

10．重積分の計算法，累次積分 
11．面積・体積・測度 
12. 変数変換による重積分の計算法 
13．重積分の応用 
14. 多変数関数の積分法の演習 
15. 高階偏導関数 

 

授業内容を復習し，関連する教科書の問

題を解き、その後に次回の内容について
教科書を読んで予習しておくこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

数学入門 II，上村豊・坪井堅二著，東京化学同人 

評価方法 評価基準 

中間試験（40%）と定期試験（60%）の合計結果により評価
を行う。中間試験は多変数関数の微分法に関する事項、定
期試験は重積分と多変数関数の微分法全体に係わる事項を

対象とする。 
 

到達目標に到達している場合にのみ 60%以上の点数を与え
る。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了後、指定の日時・場所にて、答案の返却、模範解答の提示及び解説を行う。 

履修上の注意点 

海洋環境学科の１年生の受講希望者のうち，学籍番号偶数の学生はこの時間の授業を履修せよ。 

海洋環境学科の１年生の受講希望者のうち，学籍番号奇数の学生は２時限目の授業を履修せよ。 
また、海洋環境学科の１年生の受講希望者は、履修登録に際し、担当教員名が「上村」であることを確認すること。 



数学解析 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋生物資源学科 ◆基礎教育科目◆ １年/選択/2単位 後学期 月曜日 ３時限 講義棟

４４番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

羽賀 淳一    

 

担当教員 

羽賀 淳一（非常勤講師） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然科学で用いられる関数は，一般的には，複数の量に依存して定まる．このため，そのような

関数 （多変数関数）の微分積分法に精通している必要がある．この科目は，基礎微積分 I,II に
続く形で多変数関数の微分（偏微分），積分（重積分）の基本事項を習得することを学習目標と
する講義科目である． 

C：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

偏微分・微分の計算法とその応用、重積分の概念・計算法を習得することを到達目標とする。（Ｃ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．  偏微分の定義とその計算法，高階偏導関数（第１回小試験出題範囲） 
２．  合成関数の微分法（変数変換公式） 
３．  偏微分の応用（極値問題，接平面，全微分など） 
４．  多変数関数とそのグラフ（第２回小試験範囲：1～４の範囲） 
５．  重積分の意味と計算法，累次積分 １ 
６．  累次積分 ２ 

７．  累次積分 ３ 
８．  累次積分 ４（第３回小試験範囲） 
９．  変数変換による重積分の計算法１ 
１０．変数変換による重積分の計算法２ 
１１．変数変換による重積分の計算法３ 
１２．変数変換による重積分の計算法４ 
１３．変数変換による重積分の計算法５（第４回小試験範囲） 

１４．立体の体積の求積法１ 
１５．立体の体積の求積法２ 
 

【予習のあり方】 
数学は積み重ねの学習が肝要です．理
解度を確認するための小試験を授業計
画に記述の範囲内で実施します．授業
時間内に各セクションに対応する（特
にセクション５と６に重点をおいた）

全１４回の宿題に取り組む演習時間を
設けますので，その時間を最大限に生
かして，疑問を解消する場として下さ
い． 
【復習のあり方】 
小試験の出題範囲は，既習の範囲を含
んで徐々に拡大して行きます．毎回の

復習を怠らないように心掛けましょ
う． 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

数学入門 II， 上村豊，坪井堅二著， 東京化学同人 
他に，資料として授業内に多数のプリントを配布します． 
 

評価方法 評価基準 

平常点として，４回の小試験と１４回の宿題が各１００点
の配点でトータル１８００点の配点．他に，４回の実力試
験（総合試験）の配点が各４５０点の配点で１８００点の
配点．総計３６００点満点の平均点で成績評価とします．
欠席は-１として遅刻は-０.５として，トータル-３の減点

で不合格が確定します．中途退室は欠席と同様とみなしま
す． 
 

上記の平均点が６０点以上ならば合格．６０点～７０点未
満ならば可，７０点～８０点未満ならば良，８０点以上な
らば優が原則です．欠席は-１として遅刻は-０.５として，
トータル-３の減点で不合格が確定します．中途退室は欠席
と同様とみなします．提出期限を冬休み明けの第一講をと

定める冬休みの宿題を実施します．小試験と宿題で不正解
であった問題に対して正解を与える解答を３回与えること
ができれば，全ての小試験と宿題の得点は１００点に復元
できます．数学が苦手な生徒は，早目に冬休みの宿題に備
えるようにして下さい． 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

資料として多数配布するプリントには多数の問題に対して詳細な解説が付してあります。全ての答案は返却します。また、
自発的な学習を促すために，小試験の模範解答は配布しませんが，５回の実力試験に対しては，詳細な解説を付して配布
します．要望に応じて，小試験の問題に対する解説も，板書にて模範解答も提示します． 

履修上の注意点 

海洋生物資源学科の学籍番号奇数の１年生はこの授業を受けること． 
２年生はこの限りではない． 

 



数学解析 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋生物資源学科 ◆基礎教育科目◆ １年/選択/2単位 後学期 月曜日 ３時限 講義棟

４１番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

平田 大介    

 

担当教員 

平田 大介 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然科学で用いられる関数は、一般には、複数の量に依存して定まる。このため、そのような関

数（多変数関数）の微分積分法に精通している必要がある。この科目は、基礎微積分 I,II に続
く形で多変数関数の微分（偏微分）、積分（重積分）の基本事項を習得することを学習目標とす
る講義科目である。問題解析能 力の養成とともに、科学諸問題について横断的に、問題の見方・
学習方向の定め方・考え方・議論の進め方・表現の仕方について、論理的思考力に基づき広く判
断する能力を、多変数関数の微積分を通じて、会得させる講義科目である。 

◎C: 科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

偏微分・微分の計算法とその応用、重積分の概念・計算法を習得することを到達目標とする。（C） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1. 多変数関数とそのグラフ 
2. 偏微分の定義とその計算法 
3. 多変数関数の極値 
4. 多変数関数の最大・最小 

5. 多変数関数の微分 
6. 多変数関数の微分法（変数変換公式） 
7. 多変数関数の微分法の演習 
8. 多変数関数の微分法のまとめ 
9. 重積分の概念と定義 
10. 重積分の計算法、累次積分 
11. 面積・体積・測度 

12. 変数変換による重積分の計算法 
13. 重積分の応用 
14. 多変数関数の積分の演習 
15. 高階偏導関数 
 

(予習のあり方) 
可能なら次回の講義の項目を教科書で
予習をすること。 
(復習のあり方) 

授業で配布するプリントの演習問題は
必ず解くこと。 
授業内容を復習したうえ、疑問に思っ
たことは次回の授業で必ず質問するこ
と。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

「数学入門 II」（上村豊・坪井堅二著、東京化学同人） 

評価方法 評価基準 

中間試験（40 点）と定期試験（60点）の合計結果により評
価を行う。中間試験は多変数関数の微分法に関する事項、
定期試験は重積分と多変数関数の微分法全体に係わる事項
を対象とする。 

到達目標に到達している場合にのみ 60％以上の点数を与え
る。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 

履修上の注意点 

海洋生物資源学科の学籍番号偶数の 1年生はこの授業を受けること。 
2年生以上はこの限りではない。 
 



数学解析 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋政策文化学科 ◆基礎教育科目◆ １年/選択/2単位 後学期 木曜日 ３時限 講義棟

３２番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

羽賀 淳一    

 

担当教員 

羽賀 淳一（非常勤講師） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然科学で用いられる関数は，一般的には，複数の量に依存して定まる．このため，そのような

関数 （多変数関数）の微分積分法に精通している必要がある．この科目は，基礎微積分 I,II に
続く形で多変数関数の微分（偏微分），積分（重積分）の基本事項を習得することを学習目標と
する講義科目である． 

C：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

偏微分・微分の計算法とその応用、重積分の概念・計算法を習得することを到達目標とする。（Ｃ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．  偏微分の定義とその計算法，高階偏導関数（第１回小試験出題範囲） 
２．  合成関数の微分法（変数変換公式） 
３．  偏微分の応用（極値問題，接平面，全微分など） 
４．  多変数関数とそのグラフ（第２回小試験範囲：1～４の範囲） 
５．  重積分の意味と計算法，累次積分 １ 
６．  累次積分 ２ 

７．  累次積分 ３ 
８．  累次積分 ４（第３回小試験範囲） 
９．  変数変換による重積分の計算法１ 
１０．変数変換による重積分の計算法２ 
１１．変数変換による重積分の計算法３ 
１２．変数変換による重積分の計算法４ 
１３．変数変換による重積分の計算法５（第４回小試験範囲） 

１４．立体の体積の求積法１ 
１５．立体の体積の求積法２ 
 

【予習のあり方】 
数学は積み重ねの学習が肝要です．理
解度を確認するための小試験を授業計
画に記述の範囲内で実施します．授業
時間内に各セクションに対応する（特
にセクション５と６に重点をおいた）

全１４回の宿題に取り組む演習時間を
設けますので，その時間を最大限に生
かして，疑問を解消する場として下さ
い． 
【復習のあり方】 
小試験の出題範囲は，既習の範囲を含
んで徐々に拡大して行きます．毎回の

復習を怠らないように心掛けましょ
う． 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

数学入門 II， 上村豊，坪井堅二著， 東京化学同人 
他に，資料として授業内に多数のプリントを配布します． 
 

評価方法 評価基準 

平常点として，４回の小試験と１４回の宿題が各１００点
の配点でトータル１８００点の配点．他に，４回の実力試
験（総合試験）の配点が各４５０点の配点で１８００点の
配点．総計３６００点満点の平均点で成績評価とします．
欠席は-１として遅刻は-０.５として，トータル-３の減点

で不合格が確定します．中途退室は欠席と同様とみなしま
す． 
 

上記の平均点が６０点以上ならば合格．６０点～７０点未
満ならば可，７０点～８０点未満ならば良，８０点以上な
らば優が原則です．欠席は-１として遅刻は-０.５として，
トータル-３の減点で不合格が確定します．中途退室は欠席
と同様とみなします．提出期限を冬休み明けの第一講をと

定める冬休みの宿題を実施します．小試験と宿題で不正解
であった問題に対して正解を与える解答を３回与えること
ができれば，全ての小試験と宿題の得点は１００点に復元
できます．数学が苦手な生徒は，早目に冬休みの宿題に備
えるようにして下さい． 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

資料として多数配布するプリントには多数の問題に対して詳細な解説が付してあります。全ての答案は返却します。また、
自発的な学習を促すために，小試験の模範解答は配布しませんが，５回の実力試験に対しては，詳細な解説を付して配布
します．要望に応じて，小試験の問題に対する解説も，板書にて模範解答も提示します． 

履修上の注意点 

 



数学解析 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

食品生産科学科 ◆基礎教育科目◆ １年/選択/2単位 後学期 木曜日 ３時限 講義棟

３４番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

平田 大介    

 

担当教員 

平田 大介 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然科学で用いられる関数は、一般には、複数の量に依存して定まる。このため、そのような関

数（多変数関数）の微分積分法に精通している必要がある。この科目は、基礎微積分 I,II に続
く形で多変数関数の微分（偏微分）、積分（重積分）の基本事項を習得することを学習目標とす
る講義科目である。問題解析能 力の養成とともに、科学諸問題について横断的に、問題の見方・
学習方向の定め方・考え方・議論の進め方・表現の仕方について、論理的思考力に基づき広く判
断する能力を、多変数関数の微積分を通じて、会得させる講義科目である。 

◎C: 科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

偏微分・微分の計算法とその応用、重積分の概念・計算法を習得することを到達目標とする。（C） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1. 多変数関数とそのグラフ 
2. 偏微分の定義とその計算法 
3. 多変数関数の極値 
4. 多変数関数の最大・最小 

5. 多変数関数の微分 
6. 多変数関数の微分法（変数変換公式） 
7. 多変数関数の微分法の演習 
8. 多変数関数の微分法のまとめ 
9. 重積分の概念と定義 
10. 重積分の計算法、累次積分 
11. 面積・体積・測度 

12. 変数変換による重積分の計算法 
13. 重積分の応用 
14. 多変数関数の積分の演習 
15. 高階偏導関数 
 

(予習のあり方) 
可能なら次回の講義の項目を教科書で
予習をすること。 
(復習のあり方) 

授業で配布するプリントの演習問題は
必ず解くこと。 
授業内容を復習したうえ、疑問に思っ
たことは次回の授業で必ず質問するこ
と。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

「数学入門 II」（上村豊・坪井堅二著、東京化学同人） 

評価方法 評価基準 

中間試験（40 点）と定期試験（60点）の合計結果により評
価を行う。中間試験は多変数関数の微分法に関する事項、
定期試験は重積分と多変数関数の微分法全体に係わる事項
を対象とする。 

到達目標に到達している場合にのみ 60％以上の点数を与え
る。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 

履修上の注意点 

食品生産科学科の 1年生はこの授業を受けること。 
2年生以上はこの限りではない。 



数学概論 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/選択/2単位 後学期 月曜日 ２時限 講義棟

３２番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

中島 主恵 ５号館１０６号室 

 

電話：5463-0637 

E-mail:nkimie@kaiyodai.ac.jp 

 

月曜日，火曜日１２：００

～１３：００ 

 

担当教員 

中島 主恵 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然科学に表れる複数の変量を扱うためには，行列に関する知識が不可欠である．この科目は行
列に付随する量の定義と計算法の基礎を習得することを学習目標とする講義科目である．   
 問題解析能力を養成するとともに、科学の諸問題について横断的な問題の見方・学習方向の定
め方・考え方・議論の進め方・表現の仕方について学び、論理思考力に基づいて幅広く判断する
能力を会得させる講義科目である。 
 

C: 科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

行列の計算法を習得することを到達目標とする．（C） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

次のような予定で授業を進める． 
１．行列の定義 
２．行列の足し算，スカラー倍，掛け算 

３．基本行列と基本変形 
４．正則行列と逆行列 
５．正則行列の性質 
６．基本変形と行列の階数 
７．基本変形と逆行列の計算 
８．階数の性質 

９．行列と連立一次方程式 I 
１０．行列と連立一次方程式 II 
１１．斉次方程式 
１２．行列式の定義と計算法 
１３．基本変形と行列式 
１４．行列式と正則性の関係 
１５．余因子 

 

授業内容を復習し，関連する教科書の
問題を解くこと． 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：数学入門 II， 上村豊，坪井堅二著， 東京化学同人 

評価方法 評価基準 

中間試験（４０％）と期末試験（６０％）の結果により評
価を行う． 

 

すべての評価項目において達成目標を最低限クリアーして
いる場合のみ６０点以上の点数を与える 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了後，指定の日時に受講者を集め，答案の返却，模範解答の配布及び解説を行う． 
 

履修上の注意点 

海洋環境学科の学籍番号偶数の学生は２時限目の授業，奇数の学生は３時限目の授業を受けること． 

 



数学概論 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ １年/選択/2単位 後学期 月曜日 ３時限 講義棟

３２番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

中島 主恵 ５号館１０６号室 電話：5463-0637 

E-mail:nkimie@kaiyodai.ac.jp 

 

月曜日，火曜日１２：００

～１３：００ 

 

担当教員 

中島 主恵 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然科学に表れる複数の変量を扱うためには，行列に関する知識が不可欠である．この科目は行
列に付随する量の定義と計算法の基礎を習得することを学習目標とする講義科目である．   
 問題解析能力を養成するとともに、科学の諸問題について横断的な問題の見方・学習方向の定
め方・考え方・議論の進め方・表現の仕方について学び、論理思考力に基づいて幅広く判断する
能力を会得させる講義科目である。 
 

C: 科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

行列の計算法を習得することを到達目標とする．（C） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

次のような予定で授業を進める． 
１．行列の定義 
２．行列の足し算，スカラー倍，掛け算 

３．基本行列と基本変形 
４．正則行列と逆行列 
５．正則行列の性質 
６．基本変形と行列の階数 
７．基本変形と逆行列の計算 
８．階数の性質 

９．行列と連立一次方程式 I 
１０．行列と連立一次方程式 II 
１１．斉次方程式 
１２．行列式の定義と計算法 
１３．基本変形と行列式 
１４．行列式と正則性の関係 
１５．余因子 

 

授業内容を復習し，関連する教科書の
問題を解くこと． 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：数学入門 II， 上村豊，坪井堅二著， 東京化学同人 

評価方法 評価基準 

中間試験（４０％）と期末試験（６０％）の結果により評
価を行う． 

 

すべての評価項目において達成目標を最低限クリアーして
いる場合のみ６０点以上の点数を与える 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了後，指定の日時に受講者を集め，答案の返却，模範解答の配布及び解説を行う． 
 

履修上の注意点 

海洋環境学科の学籍番号偶数の学生は２時限目の授業，奇数の学生は３時限目の授業を受けること． 

 



数学概論 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋生物資源学科 ◆基礎教育科目◆ １年/選択/2単位 後学期 月曜日 ４時限 講義棟

４４番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

羽賀 淳一    

 

担当教員 

羽賀 淳一（非常勤講師） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然科学に表れる複数の変量を扱うためには，行列に関する知識が不可欠である．この科目は，

行列に付随する量の定義と計算法の基礎を習得することを学習目標とする講義科目である．問題
解析能力の養成するとともに，科学の諸問題について横断的な問題の見方・学習方向の定め方・
考え方・議論の進め方・表現の仕方について学び，論理思考力に基づいて幅広く判断する能力を
会得させる講義科目である． 

C：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

行列の計算法を習得することを到達目標とする．（C） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．  行列の定義 
２．  行列の足し算，スカラー倍，掛け算（第１回小試験出題範囲） 
３．  基本変形と行列の階数 
４．  階段行列 
５．  行列と連立方程式 I 

６．  行列と連立方程式 II（第２回小試験出題範囲） 
７．  連立方程式の解の存在条件 I 
８    連立方程式の解の存在条件 II（第３回小試験出題範囲） 
９．  正則行列と逆行列（第４回小試験出題範囲１～７） 
１０．逆行列の計算法 (第５回小試験出題範囲７～８) 
１１．行列式の定義と計算法 (第６回小試験出題範囲７～８) 
１２．基本変形と行列式 

１３．行列式と正則性の関係（第７回小試験出題範囲９～１３） 
１４．余因子展開 
１５．文字の行列式の因数分解（第８回小試験出題範囲１５） 
 

【予習のあり方】 
数学は積み重ねの学習が肝要です．理
解度を確認するための小試験を授業計
画に記述の範囲内で実施します．授業
時間内に各セクション１～１５に対応

する全１０回の宿題に取り組む演習時
間を設けますので，その時間を最大限
に生かして，疑問を解消する場として
下さい． 
【復習のあり方】 
小試験の出題範囲は，既習の範囲を含
んで徐々に拡大して行きます．毎回の

復習を怠らないように心掛けましょ
う． 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：数学入門 II，上村豊，坪井堅二著，東京化学同人 
他に，資料として授業内に多数プリントを配布します． 

 

評価方法 評価基準 

平常点として，８回の小試験と１０回の宿題が各１００点
の配点でトータル１８００点の配点．他に，３回の実力試
験（総合試験）の配点が各６００点の配点で１８００点の
配点．総計３６００点満点の平均点で成績評価とします．

欠席は-１として遅刻は-０.５として，トータル-３の減点
で不合格が確定します．中途退室は欠席と同様とみなしま
す． 

上記の平均点が６０点以上ならば合格．６０点～７０点未
満ならば可，７０点～８０点未満ならば良，８０点以上な
らば優が原則です．欠席は-１として遅刻は-０.５として，
トータル-３の減点で不合格が確定します．中途退室は欠席

と同様とみなします．提出期限を冬休み明けの第一講をと
定める冬休みの宿題を実施します．小試験と宿題で不正解
であった問題に対して正解を与える解答を３回与えること
ができれば，全ての小試験と宿題の得点は１００点に復元
できます．数学が苦手な生徒は，早目に冬休みの宿題に備
えるようにして下さい． 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

資料として多数配布するプリントには多数の問題に対して詳細な解説が付してあります。全ての答案は返却します。また、
自発的な学習を促すために，殆どの試験の模範解答は配布しませんが，要望に応じて，板書にて模範解答も提示します． 

履修上の注意点 

海洋生物資源学科の学籍番号奇数の１年生はこの授業を受けること． 
２年生はこの限りではない． 
 



数学概論 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋生物資源学科 ◆基礎教育科目◆ １年/選択/2単位 後学期 月曜日 ４時限 講義棟

４１番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

平田 大介    

 

担当教員 

平田 大介 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然科学に現れる複数の変量を扱うためには、行列に関する知識が不可欠である。この科目は行

列に付随する量の定義と計算法の基礎を習得することを学習目標とする講義科目である。 
問題解析能力を養成するとともに、科学の諸問題について横断的な問題の見方・学習方向の定め
方・考え方・議論の進め方・表現の仕方について学び、論理的思考力に基づいて幅広く判断する
能力を会得させる講義科目である。 
 

◎C: 科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

行列の計算法を習得することを到達目標とする。（C） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1. 行列の定義 
2. 行列の足し算、スカラー倍、掛け算 
3. 基本行列と基本変形 
4. 正則行列と逆行列 

5. 正則行列の性質 
6. 基本行列と行列の階数 
7. 基本変形と逆行列の計算 
8. 階数の性質 
9. 行列と連立一次方程式 I 
10. 行列と連立一次方程式 II 
11. 斉次方程式 

12. 行列式の定義と計算法 
13. 基本変形と行列式 
14. 行列式と正則性の関係 
15. 余因子と逆行列 
 

(予習のあり方) 
可能なら次回の講義の項目を教科書で
予習をすること。 
(復習のあり方) 

授業で配布するプリントの演習問題は
必ず解くこと。 
授業内容を復習したうえ、疑問に思っ
たことは次回の授業で必ず質問するこ
と。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

「数学入門 II」（上村豊・坪井堅二著、東京化学同人） 

評価方法 評価基準 

中間試験（40 点）と定期試験（60点）の合計結果により評
価を行う。中間試験は多変数関数の微分法に関する事項、
定期試験は重積分と多変数関数の微分法全体に係わる事項
を対象とする。 

到達目標に到達している場合にのみ 60％以上の点数を与え
る。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 

履修上の注意点 

海洋生物資源学科の学籍番号偶数の 1年生はこの授業を受けること。 
2年生以上はこの限りではない。 
 



数学概論 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋政策文化学科 ◆基礎教育科目◆ １年/選択/2単位 後学期 木曜日 ４時限 講義棟

３２番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

羽賀 淳一    

 

担当教員 

羽賀 淳一（非常勤講師） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然科学に表れる複数の変量を扱うためには，行列に関する知識が不可欠である．この科目は，

行列に付随する量の定義と計算法の基礎を習得することを学習目標とする講義科目である．問題
解析能力の養成するとともに，科学の諸問題について横断的な問題の見方・学習方向の定め方・
考え方・議論の進め方・表現の仕方について学び，論理思考力に基づいて幅広く判断する能力を
会得させる講義科目である． 

C：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

行列の計算法を習得することを到達目標とする．（C） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．  行列の定義 
２．  行列の足し算，スカラー倍，掛け算（第１回小試験出題範囲） 
３．  基本変形と行列の階数 
４．  階段行列 
５．  行列と連立方程式 I 

６．  行列と連立方程式 II（第２回小試験出題範囲） 
７．  連立方程式の解の存在条件 I 
８．  連立方程式の解の存在条件 II（第３回小試験出題範囲） 
９．  正則行列と逆行列（第４回小試験出題範囲１～７） 
１０．逆行列の計算法 (第５回小試験出題範囲７～８) 
１１．行列式の定義と計算法 (第６回小試験出題範囲７～８) 
１２．基本変形と行列式 

１３．行列式と正則性の関係（第７回小試験出題範囲９～１３） 
１４．余因子展開 
１５．文字の行列式の因数分解（第８回小試験出題範囲１５） 
 

【予習のあり方】 
数学は積み重ねの学習が肝要です．理
解度を確認するための小試験を授業計
画に記述の範囲内で実施します．授業
時間内に各セクション１～１５に対応

する全１０回の宿題に取り組む演習時
間を設けますので，その時間を最大限
に生かして，疑問を解消する場として
下さい． 
【復習のあり方】 
小試験の出題範囲は，既習の範囲を含
んで徐々に拡大して行きます．毎回の

復習を怠らないように心掛けましょ
う． 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：数学入門 II，上村豊，坪井堅二著，東京化学同人 
他に，資料として授業内に多数プリントを配布します． 

 

評価方法 評価基準 

平常点として，８回の小試験と１０回の宿題が各１００点
の配点でトータル１８００点の配点．他に，３回の実力試
験（総合試験）の配点が各６００点の配点で１８００点の
配点．総計３６００点満点の平均点で成績評価とします．

欠席は-１として遅刻は-０.５として，トータル-３の減点
で不合格が確定します．中途退室は欠席と同様とみなしま
す． 
 

上記の平均点が６０点以上ならば合格．６０点～７０点未
満ならば可，７０点～８０点未満ならば良，８０点以上な
らば優が原則です．欠席は-１として遅刻は-０.５として，
トータル-３の減点で不合格が確定します．中途退室は欠席

と同様とみなします．提出期限を冬休み明けの第一講をと
定める冬休みの宿題を実施します．小試験と宿題で不正解
であった問題に対して正解を与える解答を３回与えること
ができれば，全ての小試験と宿題の得点は１００点に復元
できます．数学が苦手な生徒は，早目に冬休みの宿題に備
えるようにして下さい． 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

資料として多数配布するプリントには多数の問題に対して詳細な解説が付してあります。全ての答案は返却します。また、
自発的な学習を促すために，殆どの試験の模範解答は配布しませんが，要望に応じて，板書にて模範解答も提示します． 

履修上の注意点 

 



数学概論 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

食品生産科学科 ◆基礎教育科目◆ １年/選択/2単位 後学期 木曜日 ４時限 講義棟

３４番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

平田 大介    

 

担当教員 

平田 大介 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

自然科学に現れる複数の変量を扱うためには、行列に関する知識が不可欠である。この科目は行

列に付随する量の定義と計算法の基礎を習得することを学習目標とする講義科目である。 
問題解析能力を養成するとともに、科学の諸問題について横断的な問題の見方・学習方向の定め
方・考え方・議論の進め方・表現の仕方について学び、論理的思考力に基づいて幅広く判断する
能力を会得させる講義科目である。 
 

◎C: 科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

行列の計算法を習得することを到達目標とする。（C） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1. 行列の定義 
2. 行列の足し算、スカラー倍、掛け算 
3. 基本行列と基本変形 
4. 正則行列と逆行列 

5. 正則行列の性質 
6. 基本行列と行列の階数 
7. 基本変形と逆行列の計算 
8. 階数の性質 
9. 行列と連立一次方程式 I 
10. 行列と連立一次方程式 II 
11. 斉次方程式 

12. 行列式の定義と計算法 
13. 基本変形と行列式 
14. 行列式と正則性の関係 
15. 余因子と逆行列 
 

(予習のあり方) 
可能なら次回の講義の項目を教科書で
予習をすること。 
(復習のあり方) 

授業で配布するプリントの演習問題は
必ず解くこと。 
授業内容を復習したうえ、疑問に思っ
たことは次回の授業で必ず質問するこ
と。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

「数学入門 II」（上村豊・坪井堅二著、東京化学同人） 

評価方法 評価基準 

中間試験（40 点）と定期試験（60点）の合計結果により評
価を行う。中間試験は多変数関数の微分法に関する事項、
定期試験は重積分と多変数関数の微分法全体に係わる事項
を対象とする。 

到達目標に到達している場合にのみ 60％以上の点数を与え
る。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 

履修上の注意点 

食品生産科学科の 1年生はこの授業を受けること。 
2年生以上はこの限りではない。 
 



情報処理概論 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ ２年/選択/2単位 前学期 月曜日 ４時限 情報処

理センター 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

香村 誠 教務係へ問い合わせて

ください。 

教務係へ問い合わせてください。 講義終了後に対応します

が、予めアポイントをとっ

てください。 
 

担当教員 

香村 誠 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

コンピュータを用いた情報処理能力の基本的な概念の習得を目標とし，ここでは言語ＢＡＳＩＣ
の基礎を学習する．ＢＡＳＩＣのみならず，コンピュータ言語全般に関しての全くの初学者を対
象とし，「そもそもコンピュータ言語とは何か」より始めて，「なかでもＢＡＳＩＣとはどんな特
徴を持つのか，どんな処理が可能なのか」，などを解説する．また同時に，アルゴリズムを組み
立てる作業を通じて，論理的に物事を考察できる能力の育成を目指す． 
授業は各階毎に命令語を中心としたテーマを定め進められる．まず，サンプルプログラムを見な

がら，そこに現れるはじめて出会う命令語の解説がなされる．受講生はこの情報を基に「このプ
ログラムは実行すると何が起こるのか？」を考えながらこのプログラムを実際に入力する．そし
て実際に実行し，理解を深める．この模倣を数回繰り返した後には，実際に演習問題に取り組み
自らが考えてコーディングを行うことになる．以上の繰り返しによって上に記した目標の達成を
目指す． 
 

○Ｃ： 科学基礎 
○Ｇ： 演習･実習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

今後の研究活動や卒業後に技術者として遭遇する可能性のある基本的な情報処理（十数行～三十行程度のプログラム）に
つき，独力でコーディングできる能力の習得を目標とする．   （Ｃ，Ｇ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

主な授業計画を以下に記す． 
第１回 ガイダンスおよび基本的な概念 
第２～３回 変数，文字変数，等号など，およびプログラムの基本構成，および演習 

第４～５回 算術式，if文，read…data 文， for…nextループ，および演習 
第６～７回 論理式，for…next２重ループ，while…wend ループ，配列，および演習 
第８～９回 連立方程式，代数方程式，常微分方程式の数値解法，および演習 
第１０～１１回 サブルーチン，モンテカルロ法，および演習 
第１２～１３回 ＨＤＤとのデータのやりとり，入出力描画の手法，および演習 
第１４～１５回 実用演習 

（※本内容は授業の進捗状況により変更する場合もあり得る．） 
 

授業毎に指示する．特に宿題と
された問題については必ず一度
コーディングしてみること． 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

最初の講義でプリントを配布する。 

評価方法 評価基準 

授業への参加度 ５０％（レポート提出状況を含む），期末

試験 ５０％ 
達成目標に記載した項目を最低限クリアーしている場合に

のみ 60%以上の点数を与える． 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験問題・評価に関する質問を受け付ける。 

履修上の注意点 

情報処理概論 Iで，BASIC と FORTRANを重複して履修することはできない． 



情報処理概論 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ ２年/選択/2単位 前学期 月曜日 ５時限 情報処

理センター 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

香村 誠 教務係へ問い合わせて

ください。 

教務係へ問い合わせてください。 講義終了後に対応します

が、予めアポイントをとっ

てください。 
 

担当教員 

香村 誠 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

コンピュータを用いた情報処理能力の基本的な概念の習得を目標とし，ここでは言語ＢＡＳＩＣ
の基礎を学習する．ＢＡＳＩＣのみならず，コンピュータ言語全般に関しての全くの初学者を対
象とし，「そもそもコンピュータ言語とは何か」より始めて，「なかでもＢＡＳＩＣとはどんな特
徴を持つのか，どんな処理が可能なのか」，などを解説する．また同時に，アルゴリズムを組み
立てる作業を通じて，論理的に物事を考察できる能力の育成を目指す． 
授業は各階毎に命令語を中心としたテーマを定め進められる．まず，サンプルプログラムを見な

がら，そこに現れるはじめて出会う命令語の解説がなされる．受講生はこの情報を基に「このプ
ログラムは実行すると何が起こるのか？」を考えながらこのプログラムを実際に入力する．そし
て実際に実行し，理解を深める．この模倣を数回繰り返した後には，実際に演習問題に取り組み
自らが考えてコーディングを行うことになる．以上の繰り返しによって上に記した目標の達成を
目指す． 
 

○Ｃ： 科学基礎 
○Ｇ： 演習･実習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

今後の研究活動や卒業後に技術者として遭遇する可能性のある基本的な情報処理（十数行～三十行程度のプログラム）に
つき，独力でコーディングできる能力の習得を目標とする．   （Ｃ，Ｇ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

主な授業計画を以下に記す． 
第１回 ガイダンスおよび基本的な概念 
第２～３回 変数，文字変数，等号など，およびプログラムの基本構成，および演習 

第４～５回 算術式，if文，read…data 文， for…nextループ，および演習 
第６～７回 論理式，for…next２重ループ，while…wend ループ，配列，および演習 
第８～９回 連立方程式，代数方程式，常微分方程式の数値解法，および演習 
第１０～１１回 サブルーチン，モンテカルロ法，および演習 
第１２～１３回 ＨＤＤとのデータのやりとり，入出力描画の手法，および演習 
第１４～１５回 実用演習 

（※本内容は授業の進捗状況により変更する場合もあり得る．） 
 

授業毎に指示する．特に宿題と
された問題については必ず一
度コーディングしてみること． 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

最初の講義でプリントを配布する． 

評価方法 評価基準 

授業への参加度 ５０％（レポート提出状況を含む），期末

試験 ５０％ 
達成目標に記載した項目を最低限クリアーしている場合に

のみ 60%以上の点数を与える． 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験問題・評価に関する質問を受け付ける。 

履修上の注意点 

情報処理概論 Iで，BASIC と FORTRANを重複して履修することはできない． 



情報処理概論 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ ２年/選択/2単位 前学期 木曜日 １時限 情報処

理センター 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大脇 厚    

 

担当教員 

大脇 厚(非常勤講師) 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達

目標 水産・海洋分野の諸問題を解決する上で，プログラミング言語を習得し，プログラムを作る能力を身

につけておくことは，有用なことである． 
数あるプログラミング言語の中でも，Fortran 言語は，科学技術計算向きの言語として，水産・海洋
分野でも非常に良く使われている． 
特に，海洋学に関する科学技術計算をするためにしばしば利用されるスーパーコンピュータ上で走ら
せるプログラムでは，プログラミング言語として Fortran 言語が選択されることがほとんどである． 
この授業は，そのような Fortran 言語の書法を学習し，Fortran 言語を使った数値解析手法の基礎を
修得することを目的とする． 

Fortranの基本文法とプログラミング作法を、さまざまな科学技術計算の実践を通して学んで行く． 
情報処理センター端末室で，コンピュータを実際に操作してもらいながら進める講義科目である． 

C:科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

水産・海洋分野において，Fortranを使ったプログラミングが役に立つことを理解し，諸問題を解決するための技術の基
礎を習得すること (C) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

情報処理センターの教育用端末室において，講義とコンピュータを使った実習
を交互に行いながら，Fortran でのプログラミングの方法を覚えてもらう． 
第１回 ガイダンス 
第２回～第５回 Fortran 入門 
    ・コンピュータの基礎知識 
    ・Fortran の歴史 

    ・Fortran プログラミング基礎 
第６回～第１５回 Fortranの書法 
    ・繰り返し 
    ・分岐 
    ・配列 
    ・データ型 
    ・サブルーチン 

    ・関数 
    ・ファイル入出力 
    ・総合プログラミング 

（予習のあり方） 
・Web 化した教材を参照し，「授業の計
画」にあげた内容についての予習をし
ておくこと． 
（復習のあり方） 
・Web 化した教材(特に演習問題)を参

考に，授業内容の整理・理解に努める
こと． 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Web化した教材を用いる．参考書は開講時に指示する． 

評価方法 評価基準 

受講態度(４０％)，レポート(６０％)，の割合で総合評価
する． 

1)講義中に講義内容の理解をしようと努めているか 
2)Fortran 言語が問題解決のためのツールとして利用出来
ることを理解出来ているか 
3)基礎的な数値計算問題を，Fortran 言語を使って解決で
きるか 
の点から達成目標への到達度を評価し，到達を認められる
場合に 60%以上の評価を与える． 

 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポートの提出期限後、レポートに関する質問をメールで受け付ける． 

履修上の注意点 

受講人数に制限があるので，教務課の掲示に注意すること． 

情報処理センターのコンピュータ(Windowsマシン)の基本操作ができ，電子メールが使える必要がある． 



情報処理概論 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ ２年/選択/2単位 前学期 木曜日 ２時限 情報処

理センター 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

吉田 次郎、溝端 

浩平 

9号館 605号室 mizobata@kaiyodai.ac.jp 

03-5463-0717 

 

月～金 12:00-13:00 

 

担当教員 

吉田次郎、溝端浩平 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

コンピュータを用いた情報処理の基本的な概念の習得を目標とし，FORTRAN の基礎を学習す
る．全くの初学者を対象とし，「コンピュータ言語とは何か」より始めて，「FORTRAN とはど
んなものか，どんな処理が可能なのか」，などを解説する．プログラム構築作業を通じて，
デジタルデータの取り扱いや基礎的な統計解析を学習し、論理的に物事を考察できる能力の
育成を行う。また海洋観測データに代表される地球科学データを例にして、必要な情報の抽
出、基礎的な解析の実践を行う。これらを通じて、レポート作成・卒業論文執筆において必

要な基礎的解析能力を習得する。 

C：科学基礎 
G：演習・実習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．コンピューターの取り扱いに慣れること。 （C） 
２．プログラミングの論理的構造を理解し、プログラム構築作業を独力で行えるようになること。（C,G） 
３．Fortranプログラミングによってデジタルデータの取り扱いや簡単な解析が行えるようになること。（C,G） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1. コンピューターの取り扱い、Fortran の概要と四則演算、コンパイルに
ついて 
2. DOループと IF文 
3. データの並び替え 
4. 最大値・最小値の求め方 
5. 平均・分散・標準偏差の求め方  

6. バイナリの取り扱い 
7-12. 地球科学データへの応用 
13. ニュートン法 
14. 定積分 
15. 総合演習 
※但し進行状況により内容の改変あり 

 

(予習のあり方） 
・各回のレジュメは
http://www2.kaiyodai.ac.jp/~mizobata/
にあるので、授業前にその内容をよく調べ
ておくこと。 
（復習のあり方） 

・授業後に課業の内容について再度、整理・
理解しておくこと。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

授業時間中に適宜レジュメを配布する 
参考書：Fortran 90 －入門編‐  小暮 仁著 産業図書 
レジュメはウェブサイト（http://www2.kaiyodai.ac.jp/~mizobata/）でも閲覧可能。 
 

評価方法 評価基準 

[評価方法]出席（60％）レポート提出（40％）により評
価する。 
 

1.FORTRANプログラミングアルゴリズムを理解しているか。 
2.各レポート課題に対し、プログラミングができているか。 
達成目標をクリアーしていることが合格の条件となる。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う 

履修上の注意点 

情報リテラシーを履修していること。 



情報処理概論 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ ２年/選択/2単位 後学期 月曜日 ４時限 情報処

理センター 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

吉田 次郎 9号館 506室 jiroy@kaiyodai.ac.jp オフィス：9号館 506号室 

オフィスアワー：昼休み, 

E-mail:jiroy@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

吉田次郎、長井健容 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

コンピュータを用いた情報処理能力の基本的な概念の習得を目標とし，言語 BASICの基礎を学習
する．BASIC のみならず，コンピュータ言語全般に関しての全くの初学者を対象とし，「そもそ
もコンピュータ言語とは何か」より始めて，「BASIC とはどんなものか，どんな処理が可能なの
か」，などを解説する．また同時に，アルゴリズムを組み立てる作業を通じて，論理的に物事を
考察できる能力の育成を目指す． 

C:科学基礎, 
G:演習, 
J:課題解決能力 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

今後の授業や研究活動で遭遇する可能性のある簡単な情報処理（十数行～三十行程度のプログラム）につき，独力でコー
ディングできる能力の習得を目標とする．（Ｃ，Ｇ,Ｊ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

プログラム言語を習得するためには理論的な考察に先がけて，「繰り返し学習に
よる慣れ」が大切である．まず具体的なプログラムを例示し，各自入力後動作
を確認する．その後，例題を与え自らアルゴリズムを作成し実際のコーディン

グを学習する．主な項目を以下に記す． 
1-3  プログラムの基本構成 
4-5   整数，実数，記号の表記法 
6-7   算術式，論理式の表記法 
8-9   入力，出力，分岐，繰り返しの命令文 
10-11 関数，サブルーチン 
12-14 実用演習 

15      試験 
※ 授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 
 

(予習復習のあり方）各回の講義で配付
する資料を復習する事 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

最初の講義で指示する． 

評価方法 評価基準 

レポート提出（100％）により評価する。 学生の達成目標をクリヤーしていることが合格の条件とな
る(60%)。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 

履修上の注意点 

情報処理概論 Iで，BASIC と FORTRANを重複して履修することはできない。 



情報処理概論 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ ２年/選択/2単位 後学期 月曜日 ５時限 情報処

理センター 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

吉田 次郎 9号館 506室 jiroy@kaiyodai.ac.jp オフィス：9号館 506号室 

オフィスアワー：昼休み, 

E-mail:jiroy@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

吉田次郎、長井健容 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

コンピュータを用いた情報処理能力の基本的な概念の習得を目標とし，言語 BASICの基礎を学習
する．BASIC のみならず，コンピュータ言語全般に関しての全くの初学者を対象とし，「そもそ
もコンピュータ言語とは何か」より始めて，「BASIC とはどんなものか，どんな処理が可能なの
か」，などを解説する．また同時に，アルゴリズムを組み立てる作業を通じて，論理的に物事を
考察できる能力の育成を目指す． 

C:科学基礎, 
G:演習, 
J:課題解決能力 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

今後の授業や研究活動で遭遇する可能性のある簡単な情報処理（十数行～三十行程度のプログラム）につき，独力でコー
ディングできる能力の習得を目標とする．（Ｃ,Ｇ,Ｊ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

プログラム言語を習得するためには理論的な考察に先がけて，「繰り返し学習に
よる慣れ」が大切である．まず具体的なプログラムを例示し，各自入力後動作
を確認する．その後，例題を与え自らアルゴリズムを作成し実際のコーディン

グを学習する．主な項目を以下に記す． 
1-3  プログラムの基本構成 
4-5   整数，実数，記号の表記法 
6-7   算術式，論理式の表記法 
8-9   入力，出力，分岐，繰り返しの命令文 
10-11 関数，サブルーチン 
12-14 実用演習 

15      試験 
※ 授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 
 

(予習復習のあり方）各回の講義で配付
する資料を復習する事 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

最初の講義で指示する． 

評価方法 評価基準 

レポート提出（100％）により評価する。 学生の達成目標をクリヤーしていることが合格の条件とな
る(60%)。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 

履修上の注意点 

情報処理概論 Iで，BASIC と FORTRANを重複して履修することはできない。 



情報処理概論 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ ２年/選択/2単位 前学期 水曜日 ３時限 情報処

理センター 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大脇 厚    

 

担当教員 

大脇 厚(非常勤講師) 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

水産・海洋分野においても，ある程度の情報処理の知識・技術を習得しておくことは，必須のこ

とである． 
必要な情報処理の知識・技術は，Windows 等のユーザーフレンドリーなオペレーティングシステ
ムを表面的に使うことではなかなか得られない． 
UNIX のような文字で操作するオペレーティングシステムを使い，プログラミングを行うことに
より得られる，情報処理の知識・技術は大きなものである． 
この授業では，UNIXというオペレーティングシステムの基本的操作法および UNIX上の便利なツ
ール群の使用法を習得し，水産・海洋分野での情報処理における UNIX の利用法を理解する． 

また，UNIX 上で広く使われているプログラム言語である C 言語を使った情報処理プログラミン
グの学習もする． 
情報処理センター端末室で，Web教材を参照しつつ，コンピュータを実際に操作してもらいなが
ら進める講義科目である． 

C:科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

水産・海洋分野において，UNIXと C 言語が問題解決のツールとして利用可能であることを理解し，UNIXと C 言語を活用

して問題を解決する技術の基礎を習得すること(C) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

情報処理センターの教育用端末室において，講義とコンピュータを使った実習
を交互に行いながら，UNIXコマンドの使い方および C言語によるプログラミン
グの方法を覚えてもらう． 
第１回 ガイダンス 

第２回～第６回 UNIXの基本操作 
    ・コンピュータの基礎知識 
    ・コマンドとは 
    ・UNIX のファイルシステム 
第７回～第１０回 シェルとツールの使用法 
    ・シェル 
    ・シェルスクリプト 

第１０回～第１５回 C言語による情報処理プログラミング 
    ・C言語入門 
    ・繰り返し処理 
    ・入出力 
    ・分岐処理 

 

（予習のあり方） 
・Web 化した教材を参照し，「授業の計
画」にあげた内容についての予習をし
ておくこと． 

（復習のあり方） 
・Web 化した教材(特に演習問題)を参
考に，授業内容の整理・理解に努める
こと． 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Web化した教材を用いる．参考書は開講時に指示する． 

評価方法 評価基準 

受講態度(４０％)，レポート(６０％)，の割合で総合評価
する． 

1) 講義中に講義内容の理解をしようと努めているか 
2) UNIXと C言語が問題解決のためのツールとして利用出
来ることを理解出来ているか 

3) 基礎的な数値計算問題を，UNIXと C言語を使って解決

できるか 
の点から達成目標への到達度を評価し，到達を認められる
場合に 60%以上の評価を与える． 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポートの提出期限後、レポートに関する質問をメールで受け付ける． 

履修上の注意点 

受講人数に制限があるので，教務課の掲示に注意すること． 
情報処理センターのコンピュータ(Windowsマシン)の基本操作ができ，電子メールが使える必要がある． 



情報処理概論 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ ２年/選択/2単位 前学期 水曜日 ４時限 情報処

理センター 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大脇 厚    

 

担当教員 

大脇 厚(非常勤講師) 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

水産・海洋分野においても，ある程度の情報処理の知識・技術を習得しておくことは，必須のこ

とである． 
必要な情報処理の知識・技術は，Windows 等のユーザーフレンドリーなオペレーティングシステ
ムを表面的に使うことではなかなか得られない． 
UNIX のような文字で操作するオペレーティングシステムを使い，プログラミングを行うことに
より得られる，情報処理の知識・技術は大きなものである． 
この授業では，UNIXというオペレーティングシステムの基本的操作法および UNIX上の便利なツ
ール群の使用法を習得し，水産・海洋分野での情報処理における UNIX の利用法を理解する． 

また，UNIX 上で広く使われているプログラム言語である C 言語を使った情報処理プログラミン
グの学習もする． 
情報処理センター端末室で，Web教材を参照しつつ，コンピュータを実際に操作してもらいなが
ら進める講義科目である． 

C:科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

水産・海洋分野において，UNIXと C 言語が問題解決のツールとして利用可能であることを理解し，UNIXと C 言語を活用

して問題を解決する技術の基礎を習得すること(C) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

情報処理センターの教育用端末室において，講義とコンピュータを使った実習
を交互に行いながら，UNIXコマンドの使い方および C言語によるプログラミン
グの方法を覚えてもらう． 
第１回 ガイダンス 

第２回～第６回 UNIXの基本操作 
    ・コンピュータの基礎知識 
    ・コマンドとは 
    ・UNIX のファイルシステム 
第７回～第１０回 シェルとツールの使用法 
    ・シェル 
    ・シェルスクリプト 

第１０回～第１５回 C言語による情報処理プログラミング 
    ・C言語入門 
    ・繰り返し処理 
    ・入出力 
    ・分岐処理 

（予習のあり方） 
・Web 化した教材を参照し，「授業の計
画」にあげた内容についての予習をし
ておくこと． 

（復習のあり方） 
・Web 化した教材(特に演習問題)を参
考に，授業内容の整理・理解に努める
こと． 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Web化した教材を用いる．参考書は開講時に指示する． 

評価方法 評価基準 

受講態度(４０％)，レポート(６０％)，の割合で総合評価
する． 

1) 講義中に講義内容の理解をしようと努めているか 
2) UNIXと C言語が問題解決のためのツールとして利用出
来ることを理解出来ているか 

3) 基礎的な数値計算問題を，UNIXと C言語を使って解決
できるか 

の点から達成目標への到達度を評価し，到達を認められる
場合に 60%以上の評価を与える． 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポートの提出期限後、レポートに関する質問をメールで受け付ける． 

履修上の注意点 

受講人数に制限があるので，教務課の掲示に注意すること． 
情報処理センターのコンピュータ(Windowsマシン)の基本操作ができ，電子メールが使える必要がある． 



情報処理概論 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ ２年/選択/2単位 後学期 木曜日 ３時限 情報処

理センター 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大脇 厚    

 

担当教員 

大脇 厚(非常勤講師) 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

水産・海洋分野においても，ある程度の情報処理の知識・技術を習得しておくことは，必須のこ

とである． 
必要な情報処理の知識・技術は，Windows 等のユーザーフレンドリーなオペレーティングシステ
ムを表面的に使うことではなかなか得られない． 
UNIX のような文字で操作するオペレーティングシステムを使い，プログラミングを行うことに
より得られる，情報処理の知識・技術は大きなものである． 
この授業では，UNIXというオペレーティングシステムの基本的操作法および UNIX上の便利なツ
ール群の使用法を習得し，水産・海洋分野での情報処理における UNIX の利用法を理解する． 

また，UNIX 上で広く使われているプログラム言語である C 言語を使った情報処理プログラミン
グの学習もする． 
情報処理センター端末室で，Web教材を参照しつつ，コンピュータを実際に操作してもらいなが
ら進める講義科目である． 

C:科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

水産・海洋分野において，UNIXと C 言語が問題解決のツールとして利用可能であることを理解し，UNIXと C 言語を活用

して問題を解決する技術の基礎を習得すること(C) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

情報処理センターの教育用端末室において，講義とコンピュータを使った実習
を交互に行いながら，UNIXコマンドの使い方および C言語によるプログラミン
グの方法を覚えてもらう． 
第１回 ガイダンス 

第２回～第６回 UNIXの基本操作 
    ・コンピュータの基礎知識 
    ・コマンドとは 
    ・UNIX のファイルシステム 
第７回～第１０回 シェルとツールの使用法 
    ・シェル 
    ・シェルスクリプト 

第１０回～第１５回 C言語による情報処理プログラミング 
    ・C言語入門 
    ・繰り返し処理 
    ・入出力 
    ・分岐処理 

（予習のあり方） 
・Web 化した教材を参照し，「授業の計
画」にあげた内容についての予習をし
ておくこと． 

（復習のあり方） 
・Web 化した教材(特に演習問題)を参
考に，授業内容の整理・理解に努める
こと． 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Web化した教材を用いる．参考書は開講時に指示する． 

評価方法 評価基準 

受講態度(４０％)，レポート(６０％)，の割合で総合評価
する． 

1) 講義中に講義内容の理解をしようと努めているか 
2) UNIXと C言語が問題解決のためのツールとして利用出
来ることを理解出来ているか 

3) 基礎的な数値計算問題を，UNIXと C言語を使って解決
できるか 

の点から達成目標への到達度を評価し，到達を認められる
場合に 60%以上の評価を与える． 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポートの提出期限後、レポートに関する質問をメールで受け付ける． 

履修上の注意点 

受講人数に制限があるので，教務課の掲示に注意すること． 
情報処理センターのコンピュータ(Windowsマシン)の基本操作ができ，電子メールが使える必要がある． 
 



情報処理概論 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ ２年/選択/2単位 後学期 木曜日 ４時限 情報処

理センター 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大脇 厚    

 

担当教員 

大脇 厚(非常勤講師) 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

水産・海洋分野においても，ある程度の情報処理の知識・技術を習得しておくことは，必須のこ

とである． 
必要な情報処理の知識・技術は，Windows 等のユーザーフレンドリーなオペレーティングシステ
ムを表面的に使うことではなかなか得られない． 
UNIX のような文字で操作するオペレーティングシステムを使い，プログラミングを行うことに
より得られる，情報処理の知識・技術は大きなものである． 
この授業では，UNIXというオペレーティングシステムの基本的操作法および UNIX上の便利なツ
ール群の使用法を習得し，水産・海洋分野での情報処理における UNIX の利用法を理解する． 

また，UNIX 上で広く使われているプログラム言語である C 言語を使った情報処理プログラミン
グの学習もする． 
情報処理センター端末室で，Web教材を参照しつつ，コンピュータを実際に操作してもらいなが
ら進める講義科目である． 

C:科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

水産・海洋分野において，UNIXと C 言語が問題解決のツールとして利用可能であることを理解し，UNIXと C 言語を活用

して問題を解決する技術の基礎を習得すること(C) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

情報処理センターの教育用端末室において，講義とコンピュータを使った実習
を交互に行いながら，UNIXコマンドの使い方および C言語によるプログラミン
グの方法を覚えてもらう． 
第１回 ガイダンス 

第２回～第６回 UNIXの基本操作 
    ・コンピュータの基礎知識 
    ・コマンドとは 
    ・UNIX のファイルシステム 
第７回～第１０回 シェルとツールの使用法 
    ・シェル 
    ・シェルスクリプト 

第１０回～第１５回 C言語による情報処理プログラミング 
    ・C言語入門 
    ・繰り返し処理 
    ・入出力 
    ・分岐処理 

（予習のあり方） 
・Web 化した教材を参照し，「授業の計
画」にあげた内容についての予習をし
ておくこと． 

（復習のあり方） 
・Web 化した教材(特に演習問題)を参
考に，授業内容の整理・理解に努める
こと． 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Web化した教材を用いる．参考書は開講時に指示する． 

評価方法 評価基準 

受講態度(４０％)，レポート(６０％)，の割合で総合評価
する． 

1) 講義中に講義内容の理解をしようと努めているか 
2) UNIXと C言語が問題解決のためのツールとして利用出
来ることを理解出来ているか 

3) 基礎的な数値計算問題を，UNIXと C言語を使って解決
できるか 

の点から達成目標への到達度を評価し，到達を認められる
場合に 60%以上の評価を与える． 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポートの提出期限後、レポートに関する質問をメールで受け付ける． 

履修上の注意点 

受講人数に制限があるので，教務課の掲示に注意すること． 
情報処理センターのコンピュータ(Windowsマシン)の基本操作ができ，電子メールが使える必要がある． 



統計学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋生物資源学科 ◆基礎教育科目◆ ２年/選択/2単位 前学期 水曜日 ３時限 講義棟

３４番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

北門 利英 8号館 711号室 kitakado[at]kaiyodai.ac.jp 金曜日 10:00-12:00 

この他にも随時対応しますが，予め

メールでアポをとって下さい． 
 

担当教員 

海洋生物資源学科 北門利英 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 生物資源や海洋観測に限らず我々の日常の出来事には多くの変動や不確実性を伴う．その中
で，観察による客観的情報を基にして，様々な判断をすることになる．海洋大の学生である皆さ
んは将来，生物実験や生態調査を行ったり，あるいは資源調査による観察情報や漁業情報を集め
たりする機会があるでしょう．そのとき，自分で取得したデータの解析を自らの手で行う必要が
あります．  
 そこで統計学 Iの講義では，統計学の考え方を理解し，実践で利用できるような基礎を身につ

けることを目標とする．生物学，生態学，水産学などの農学系分野での適用を念頭におき，講義
と練習課題により授業を進める．また，生物や海洋のデータだけでなく，スポーツデータなど身
近なデータの解析を通じて統計学の考え方を学ぶ． 
 

C：科学基礎， 
J：課題解決能力 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1. 確率的な現象を，確率と確率分布を通して数学的に表現する方法を理解する（C) 

2. 推定および検定などの統計的推測の基礎理論を理解する（C) 
3. 統計ソフト Rを用いた実データの解析を通して，実践的に統計的手法の基礎を習得する(C,J) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下の順序で講義を行うが，理解度および進捗度に応じて前後する場合がある． 
1. ガイダンスと統計ソフト R入門 
2. 確率と確率変数 (I)（確率的現象の表現基礎，期待値と分散，生物個体数の
変化） 

3. 確率と確率変数 (II)（破産の確率，マルコフ連鎖，モンテカルロ法） 
4. サンプリングとデータのまとめ方 ―要約統計量とデータの視覚化― 
5. 統計的推定理論：不偏性と誤差評価  
6. 2項分布とその応用 (視聴率調査とサンプルサイズの決め方) 
7. ポアソン分布および負の 2項分布とその応用 (生物の混獲数の推定) 
8. 正規分布とその応用 (I) (生物のサイズ組成とその推定) 

9. 正規分布とその応用 (II) (スポーツデータの解析) 
10. 信頼区間の推定 (信頼水準に応じた区間による推定） 
11. 仮説検定の理論 (仮説の検証法とその一般的枠組み） 
12. 仮説検定の実践 (z-検定，t-検定） 
13. 比率の検定 (生物の雌雄比のずれを検出できるか) 
14. 科学論文で利用する統計学(I) イルカ調査を模した仮想論文 
15. 科学論文で利用する統計学(II) 環境影響評価を模した仮想論文 

 

（予習のあり方） 
・毎回の授業の最後に次回の講義内容
を知らせるので，事前に予習し疑問点
などを把握しておくこと． 

（復習のあり方） 
・配布された資料の整理を行うととも
に，講義内容について毎回自分の言葉
でまとめておくこと 
・宿題が出た場合には積極的に取り組
み理解の確認を行うこと 

・授業内容で関心を持った点について
参考書等で調べたりして理解を深める
こと 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

資料を配布する．その他の参考図書については授業中の関連各回で適宜紹介する． 
 

評価方法 評価基準 

定期試験(70%)とレポート(30%)により評価する．試験は記

述式問題により実施する．レポート課題は授業の理解を促
進するような演習課題を課す． 

達成目標に記載した項目をクリアし，定期試験とレポート

の合計が 60点以上の場合に合格点を与える． 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後，残り時間に模範解答の提示と解説を行う．後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う． 
 

履修上の注意点 

・基礎からはじめるが，授業には連続性があるので遅刻および欠席は可能な限り避けること 
・3年次で「生物資源統計学」および「生物資源解析学演習」を履修予定の人は，本講義を受講しておくことを勧める 



統計学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

食品、政策 ◆基礎教育科目◆ ２年/選択/2単位 前学期 火曜日 ３時限 講義棟

３２番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

田中 栄次 8号館 703号室 hermit@kaiyodai.ac.jp, 03-5463-0567 水曜日 15時～17時 

 

担当教員 

田中 栄次 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

統計学はデータ解析のための学問として自然科学、社会科学を問わず広く応用されている。本授

業は、統計学の初等的レベルで、基本的な考え方を理解することを目的とする。確率についても
高校で学ばなかった人でもわかるように説明する。いろいろな確率分布を導入し、それらがどの
様な場面に応用されるのかイメージが持てるようにする。 

Ｃ：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

二項分布、正規分布や関連する確率分布などを用いて、基礎的な統計学の理論を実際のデータに適用できる能力を得るこ
とを達成目的とする。（Ｃ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

本授業はデータの記述、確率と確率分布、統計的推定に大別される。講義は次
の順でなされる。 
（１）統計学とは、 
１次元データのまとめ、 
（２）２次元データのまとめ、 
（３）確率とその性質 

（４）確率変数とその分布、 
（５）２次元の確率変数、 
（６）離散型確率分布、 
（７）多項分布、正規分布その１、 
（８）正規分布その２、対数正規分布、 
（９）ガンマ分布、指数分布、ワイブル分布、 

（１０）カイ２乗分布、ティ分布、エフ分布、 
（１１）統計的推定の基本的考え、 
（１２）最尤推定 
（１３）区間推定その１、 
（１４）区間推定その２． 
（１５）仮説検定 

（予習のあり方） 
・授業の前に教科書を読み疑問点など
を明らかにしておくこと。 
（復習のあり方） 
・授業後に講義の内容や演習問題につ
いて再度理解しておくこと。統計学は

さまざまな分野で応用されるので、数
式だけでなく推論の原理やパラメータ
がもつ意味などについてよく理解して
おくこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

「生物統計学入門」、（山田・北田、成山堂） 

評価方法 評価基準 

期末試験の成績で評価する。 
 

確率分布、点推定、区間推定、仮説検定に関する理解度を
数値計算を試験で測り、60点以上の場合に合格とする。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定日時に定期試験の設問の模範解答を説明する。 

履修上の注意点 

演習問題を課すことが多いので、関数電卓は必携である。 



統計学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ ２年/選択/2単位 前学期 水曜日 ５時限 ９号館

２０８番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

北門 利英 8号館 711号室 kitakado[at]kaiyodai.ac.jp 金曜日 10:00-12:00 

この他にも随時対応しますが，予

めメールでアポをとって下さい． 
 

担当教員 

海洋生物資源学科 北門利英 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 生物資源や海洋観測に限らず我々の日常の出来事には多くの変動や不確実性を伴う．その中
で，観察による客観的情報を基にして，様々な判断をすることになる．海洋大の学生である皆さ
んは将来，生物実験や生態調査を行ったり，あるいは資源調査による観察情報や漁業情報を集め
たりする機会があるでしょう．そのとき，自分で取得したデータの解析を自らの手で行う必要が
あります．  
 そこで統計学 Iの講義では，統計学の考え方を理解し，実践で利用できるような基礎を身につ

けることを目標とする．生物学，生態学，水産学などの農学系分野での適用を念頭におき，講義
と練習課題により授業を進める．また，生物や海洋のデータだけでなく，スポーツデータなど身
近なデータの解析を通じて統計学の考え方を学ぶ． 
 

C：科学基礎， 
J：課題解決能力 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1. 確率的な現象を，確率と確率分布を通して数学的に表現する方法を理解する（C) 

2. 推定および検定などの統計的推測の基礎理論を理解する（C) 
3. 統計ソフト Rを用いた実データの解析を通して，実践的に統計的手法の基礎を習得する(C,J) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下の順序で講義を行うが，理解度および進捗度に応じて前後する場合がある． 
1. ガイダンスと統計ソフト R入門 
2. 確率と確率変数 (I)（確率的現象の表現基礎，期待値と分散，生物個体数の
変化） 

3. 確率と確率変数 (II)（破産の確率，マルコフ連鎖，モンテカルロ法） 
4. サンプリングとデータのまとめ方 ―要約統計量とデータの視覚化― 
5. 統計的推定理論：不偏性と誤差評価  
6. 2項分布とその応用 (視聴率調査とサンプルサイズの決め方) 
7. ポアソン分布および負の 2項分布とその応用 (生物の混獲数の推定) 
8. 正規分布とその応用 (I) (生物のサイズ組成とその推定) 

9. 正規分布とその応用 (II) (スポーツデータの解析) 
10. 信頼区間の推定 (信頼水準に応じた区間による推定） 
11. 仮説検定の理論 (仮説の検証法とその一般的枠組み） 
12. 仮説検定の実践 (z-検定，t-検定） 
13. 比率の検定 (生物の雌雄比のずれを検出できるか) 
14. 科学論文で利用する統計学(I) イルカ調査を模した仮想論文 
15. 科学論文で利用する統計学(II) 環境影響評価を模した仮想論文 

 

（予習のあり方） 
・毎回の授業の最後に次回の講義内容
を知らせるので，事前に予習し疑問点
などを把握しておくこと． 

（復習のあり方） 
・配布された資料の整理を行うととも
に，講義内容について毎回自分の言葉
でまとめておくこと 
・宿題が出た場合には積極的に取り組
み理解の確認を行うこと 

・授業内容で関心を持った点について
参考書等で調べたりして理解を深める
こと 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

資料を配布する．その他の参考図書については授業中の関連各回で適宜紹介する． 
 

評価方法 評価基準 

定期試験(70%)とレポート(30%)により評価する．試験は記

述式問題により実施する．レポート課題は授業の理解を促
進するような演習課題を課す． 

学生の達成目標に記載した項目をクリアし，定期試験とレ

ポートの合計が 60点以上の場合に合格点を与える． 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後，残り時間に模範解答の提示と解説を行う．後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う． 
 

履修上の注意点 

・基礎からはじめるが，授業には連続性があるので遅刻および欠席は可能な限り避けること 
・3年次で「生物資源統計学」および「生物資源解析学演習」を履修予定の人は，本講義を受講しておくことを勧める 



海洋統計学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋生物資源学科 ◆基礎教育科目◆ ２年/選択/2単位 後学期 火曜日 １時限 １号館

１３番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

東海 正 オフィス：1号館 214号室 オフイス電話：03-5463-0474 

e-mail：tokai@kaiyodai.ac.jp 

オフィスアワー：月曜日の

17:00～20:00，金曜日の

17:00～20:00 (要アポイ

ントメント) 
 

担当教員 

東海 正 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

現在では，データとその分析結果を客観的に示すことが当然のように求められている．その際に
有効な手段として，統計的な検定や推定がある．この講義では，水産海洋の研究に限らず，一般
的に社会で必要とされる基本的な統計手法を理解し，実際の場面への適用例を通じてこれらの方
法を身につける。 

Ｃ：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

統計検定と推定の基本を理解するとともに，練習問題を解くことで基礎的な統計手法を習得する。（Ｃ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 実験によって得られるデータを解析する際に必要となる基本的な統計手法
（仮説検定，分散分析，回帰分析）を学ぶ。実際の問題に応用可能なように，
例題や演習を行う。 
 前段では，ノンパラメトリックな検定(マンウイットニーU検定，ウィルコク

ソン符号順位和検定)を通じて仮説検定の考え方を理解した上で平均値の差の
検定(t-検定)を F検定とともに学ぶ．さらに，分散分析とはなにか，１元配置，
２元配置，分散分析の仮定などについて学ぶ。最後に，相関分析と，線形回帰
分析（単回帰および重回帰）を学ぶ。 

(予習のあり方)・初回にすべての日程
における講義内容を示すので，事前に
予習を行って授業に臨むように。 
(復習のあり方)・毎回その講義内容に

関する小レポートを課すので，配布し
た資料をもとに復習しながら取り組ん
で，理解を深めること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

授業ごとにプリントを配布する。生物資源統計学（山田作太郎，北田修一）成山堂書店，その他いくつかの参考書を授業

内で紹介するが，学生が個々の個性と能力にあった本を選ぶことで統計をより深く理解していくことが望ましい． 

評価方法 評価基準 

【成績評価の方法】 
課題ごとに行う演習の小レポート(100%)によって成績を評
価する。 

【評価基準（評価項目）】 
提出されたレポートにおいて，少なくとも 60％は達成目標
に到達していることで単位を取得できる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポートは採点後に，次の週に返却して，簡単に解説を行う。 

履修上の注意点 

レポートの提出期限は厳守すること。 



海洋統計学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆基礎教育科目◆ ２年/選択/2単位 後学期 水曜日 ２時限 情報処

理センター 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

山崎 秀勝 山崎秀勝 ９号館 601 

桜本和美 ８号館 

山崎秀勝 hide@kaiyodai.ac.jp 

桜本和美 sakurak@kaiyodai.ac.jp 

メールでアポを取ってく

ださい。 
 

担当教員 

山崎秀勝 
桜本和美 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

海洋環境データや生物データを解析するにあたり必要な統計に関する基礎知識を習 
得することを目的とする。 統計量を扱う上で重要な概念のサンプルと母集団につ 
いて理解し、統計量の推定と検定の方法を習得する。さらに、二つ以上の統計量を 
同時に取り扱うために、回帰分析や分散分析の手法を習得する。このため講義と並 
行してパソコンによるデータ解析の演習を行う。 

C: 科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

基本的な統計量を取り扱う知識をみにつけること。(C) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

統計解析を習得するためには実際のデータを用いて多くの演習を行うことが望
ましい。 本講義は世界的に普及が進んでいるフリーの統計ソフトＲを利用す
るため情報処理センターにて行う。 
講義の内容を以下に示す。 

1-3  Ｒとは  
4-8  統計の基本と確率分布について 
9-10  回帰分析 
11-12  分散分析 
13-15  統計量の推定と検定  
 

（予習） 授業計画にそって予め教科
書を読んでおくこと。 
（復習） 授業で扱った課題を再度自
分でやっておくこと。小テストを必ず

再度解いてみること。  
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

講義内で紹介する。 

評価方法 評価基準 

小テスト 2回（2 0％）、課題（3 0％）及び定期試験( 50％)
により総合評価する。 

統計量の計算を正しく行い、達成目標をクリアーしている
場合のみ 6 0点以上の評価 

を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

小テストの返却と解説を行う。 定期試験は希望者に返却と解説を行う。 

履修上の注意点 

統計 Iを履修していること。 



海洋統計学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

食品、政策 ◆基礎教育科目◆ ２年/選択/2単位 後学期 水曜日 ３時限 講義棟

２２番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

岩田 繁英 ８号館 709号室 Eメール: siwata0[at]kaiyodai.ac.jp 

TEL/FAX:03-5463-0469 

火曜日の 13時-１７時 

 

担当教員 

岩田繁英 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

データを取得したらそのデータの本質を他人に対して客観的な視点から提示する必要に迫られ
る。客観的にデータを分析する手段として統計学的な方法がある。 
本講義ではデータを解析するうえで必要な知識を習得し、適切に応用できるようになることを目
的とする。 
講義では、統計手法(統計的検定、回帰分析、分散分析)に関する知識を学ぶ。 
必要に応じて配布資料を配り授業を進める。 
講義で得た知識は練習問題に適用することで知識の確認と定着を図る。 

授業内では小レポートを課すこと、自分自身が解析したいデータを探し適用可能な解析手法を検
討することも行う予定である。 

◎Ｃ：科学基礎， 
○I：生涯学習， 
○J：課題解決能力 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1.統計的検定、分散分析、回帰分析の基本知識を理解する（C，I，J）。 

2.統計的検定、分散分析、回帰分析の基本知識を説明できるようにする（C，I，J）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

各回の授業内容は下記を予定しているが進捗状況により変更することがある。 
１． イントロダクション 
２‐６． 分散分析 
 ・ 分散分析とはなにか  
 ・ １次元配置分散分析 
 ・ ２次元配置分散分析 
７‐１０．回帰分析 

 ・ 回帰分析とはなにか 
 ・ 単回帰 
 ・ 重回帰 
１１‐１５．仮説的検定 
 ・ ノンパラメトリック検定(マン‐ホイットニーU検定，ウィルコクソン符
号順位和検定) 

 ・ t-検定 
 ・ F-検定 

[予習] 
キーワードを提示するので，参考資料
等を利用して予習する。 
[復習] 
学習した解析手法を適用できそうなデ
ータを探してきて分析をしてみるとよ
い。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

適宜資料を配布する。 
参考書：生物統計学入門(成山堂，山田作太郎、北田修一著) 
     その他いくつかの参考書を授業内で随時紹介していく。 

評価方法 評価基準 

成績は定期試験(60％)，レポート(40％)で評価する。 レポート、定期試験の得点があわせて 60％以上ならば合格
とする。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポートについては、授業内で返却し、解説を行う。 
定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

統計学 Iを履修していること。 



地学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ ２年/選択/2単位 前学期集中   その他 可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

鶴我 佳代子 品川キャンパス８号館

408号研究室 

e-mail: tsuru@kaiyodai.ac.jp オフィス：品川キャンパス 

8号館 408号室 

オフィスアワー：水曜日 15

～17 時 
 

担当教員 

鶴我 佳代子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

地球は 46億年の歴史を経て，地圏（固体地球），水圏（海洋・河川・湖沼など），気圏（大気），
生物圏という４つの循環システムを構築し，太陽系の他の惑星にはない極めて特異な惑星となっ
た． 地球に住む我々人類や他の生命にとって， この循環システムは欠かすことの出来ない重
要な営みである． 本講義では，先ず４６億年間で構築された現在の地球システムの全体像の理
解を深め， 我々人類の営みにおいて「地学」がいかに密接な学問であるかを実感してもらう． 
次に地圏（固体地球）に焦点を当て， 地球内部の構造や現在の海底・陸上地形の特徴とその成

因などの基礎知識を身につけることを目標とする． 

Ｃ：科学基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

地球科学全般の基礎を体得できるようになる（C）． 

授業の計画 予習・復習のあり方 

講義は、教科書を参照しながら、下記のようにおこなう． 

第１～３回講義：地球の概観 
第４～７回講義：地球の構造と地殻の物質 
第８～11回講義：地球の変動と進化 
第 12～15回講義：地球の歴史と人類との関係 
最終筆記試験は、１５回の講義後、実施します． 

＜予習＞ 

・「授業の計画」にあげた内容について、
教科書等を参考に、予習をしておくこ
とが望ましい． 
＜復習＞ 
・講義内容について毎回まとめておく． 
・授業内容で関心を持った点について
参考書等で調べたり、論文等を読むな

どし理解を深める． 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

基礎地球科学 （西村祐二郎・鈴木盛久・今岡照喜・高木秀雄・金折裕司・磯崎行雄著，朝倉出版） 

評価方法 評価基準 

毎講義での小レポート及び最終筆記試験により評価する．毎講

義での小レポート(45%)および最終筆記試験(55%)の合計得点

が 60点を超える場合にのみ、評価に関する点数を与える。 
 

(a) 基礎的な地学現象を適切に理解できたか 

(b) 地球史を総合的に理解できているか 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、学習支援システムに模範解答を掲載する。後日指定の期間に教員室にて答案の返却及び解説を行う。 

履修上の注意点 

素朴な質問を大歓迎する．他の受講生に迷惑がかかる行為は禁止． 

極めて少ない出席，期末試験欠席及びレポ－ト未提出（無記名の場合も含む）は不可となるので，十分に注意されたい． 
＜開講予定＞  
場所： 白鷹館講義室 
日程：2015年 6月～8月の間の 4日間（最終講義後、同日に筆記試験を実施） 
   ※ 日程の詳細は、5月に掲示する 
 



地学実験 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆基礎教育科目◆ ４年/選択/1単位 前学期集中   その他 可（条件つき） 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

鶴我 佳代子 品川キャンパス 8 号館

408号研究室 

e-mail: tsuru@kaiyodai.ac.jp オフィス：品川キャンパス 

8号館 408号室 

オフィスアワー： 水曜日 

１５～１７時 
 

担当教員 

鶴我 佳代子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

日本列島はプレート収束境界に位置しているため，安定した大陸に比べ地盤が弱く，地殻変動の
激しい，地震災害の多い地域である．言い換えれば，日本はまさに世界有数の火山・地震大国で
ある．これら自然現象は，時には我々の人生と比べ遙かに長いタイムスパンで起こるため，日常
において見逃しがちであるが，一度火山噴火や大地震が起これば，我々の生活圏に与える被害は
甚大である．そこで，本実験では，地球物理学的現象（断層運動など）を再現する室内でのアナ
ログ実験や、地球史博物館の見学などを通じて火山・地震大国日本を体験し，これに伴う自然現

象の基礎知識を学習することを目的とする． 

C：科学基礎, 
F：実験・調査 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1. 地学現象に関連した地球科学の基礎事項を理解できるようになること（C）． 

2. アナログ実験や観察を通して、基礎の確認と実験内容を体得できるようになること（F）． 

授業の計画 予習・復習のあり方 

上記の目的及びねらいを，アナログ実験や博物館資料から学ぶ． 

地球物理学的なアナログ実験は、主に学内の地学実験室で実施. 
岩石観察を含む地球全般に関する学習は、地球科学関連の博物館で実施. 
主な課題は次のよう： 
(1)地形・地質・岩石に関連した演習（４回の講義を通して） 
(2)堆積環境および堆積地層に関連する実験（３回の講義を通して） 
(3)火成岩・堆積岩・変成岩の岩石試料・薄片を用いた観察実習・博物館見学（１

日の講義を通して．４回分） 
(4)地震現象に関連した地震断層生成、津波および液状化の実験（４回の講義を
通して） 
 

＜予習＞ 

・実習前のガイダンスに必ず出席し、
実習の目的や課業について事前に理解
しておくこと. 
＜復習＞ 
・実習後に内容について再度、整理・
理解しておくこと. 

・実習後に内容について指定期日まで
にレポートを作成して提出すること. 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

資料を配付する 

評価方法 評価基準 

実験への取り組み状況および実験成果等(30%)および各課
題のレポート(70%)による総合評価． 
 

(a) 基礎的な地球科学の知識および実験を体得できたか 
(b) 実験および調査で得られたデータを総合的に理解でき
ているか 
について、各課題のレポートの合計得点が 60点を超える場
合にのみ、評価点数を与える. 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う 

履修上の注意点 

博物館見学には、交通費，資料購入代などを要する． 
実験の詳細はガイダンスで説明するので必ず出席すること（ガイダンス開催日時は掲示する）． 
実験科目のため，受講者に余裕があった場合のみ，低年次の履修を認める 
 

 


