
⼀般教育プログラム科⽬のシラバス概要 
（北海道⼤学シラバスより内容を抜粋し転記したもの） 

数理・データサイエンス教育研究センター 
 

1. 情報学Ⅰ 
科目名 Course Title 情報学 Ⅰ[Introduction to Informatics I] 

講義題目 Subtitle [] 

科目種別 Course Type 全学教育科目(共通科目) 

開講年度 Year 2021 時間割番号 Course Number  

期間 Semester １学期 単位数 Number of Credits 2 

授業形態 Type of Class 講義 対象年次 Year of Eligible Student 1～ 

開講部局 全学教育（教養科目） 

キーワード Key Words 

情報活用，情報社会，情報科学，プログラミング，データサイエンス 

授業の目標 Course Objectives 

初等中等教育において習得した情報活用能力をもとに，より高度な情報活用能力を実践的に習得するととも

に、情報活用に必須の情報社会・情報科学に関する基礎知識を習得する。 

また、簡単な Python プログラミングを行うことによりコンピュータで行う処理に関する理解を深め、データサイエン

スに対する初等的な処理に関して学ぶ。 

到達目標 Course Goals 

1) 情報活用に必須の情報社会・情報科学に関する基礎知識を習得し、実践的に活用できる。 

2) 情報システムおよび情報メディアを高度に活用し，共同で，問題の提起，解決，報告・評価を行うことで，より

高度な情報活用能力を習得するとともに、能動的学習を協調的に行うことができる。 

3) 簡単な Python プログラミングを習得し、コンピュータにおける情報処理の基礎を理解できる。 

4) データサイエンスで使われるいくつかの初等的な処理に関して理解し、実際のデータに対して実行できる。 

授業計画 Course Schedule 

1)および 2)が前半 8 週で、3)および 4)が後半 7 週である。 

 

1) 情報活用に必須である情報社会・情報科学の基礎知識について講義と実習を行う。 

情報社会：情報倫理・情報セキュリティ等、情報社会に関わる基礎知識 

 ※ビデオ教材等を用い、下記の内容について学ぶ。 

  パスワード・個人情報の管理、情報セキュリティ、プライバシー、地図情報、著作権、肖像権、剽窃とねつ造、

クリティカル・シンキング、ブレーンストーミング、ネット依存、匿名性、SNS での情報の受発信、ネット詐欺、ウェ

ブ・アクセシビリティ、等 

情報科学：色のデジタル表現、HTML 文書、等 



2) 情報活用能力の発展として，情報学の様々なテーマについて，課題を設定し，情報システムおよび情報メデ

ィアを高度に活用した実習を行う。 

・討論：グループで行い、かつ、相互評価を伴う。 

・問題解決の一環として、文書作成、表計算処理、等の課題を行う。 

3) Python プログラミングについて学ぶ 

4) データサイエンスで用いられる初等的なデータ処理・可視化手法を Python 上の Pandas を用いて学ぶ。 

準備学習 (予習・復習)等の内容と分量 Homework 

大学設置基準に従い，15 回の授業時間（高々30 時間）に，授業時間外の学修を考慮して，90 時間の学修を必

要とする内容をもって構成している。 

資料・テキストの該当箇所を参照し，学習内容に応じた準備学習(予習・復習)を行うこと。 

成績評価の基準と方法 Grading System 

成績評価は「学修成果の質」に応じて行うこととする。授業に毎回出席し，指示された課題を提出することを単位

認定の条件とする。やむを得ず欠席する場合は指定された方法で届け出ること。ただし，いかにやむを得ない

場合であっても，8 回以上の出席及び累積評価 60 点以上を単位取得の最低要件とする。なお，「A+」の割合は

履修上位の５%程度を目安とする。 

 

[前半 8 週] 

各課題の評価基準，配点，要件は資料に明示し，満たさない場合は原則不合格とする。 

成績評価は，課題評価に授業への参加態度や積極性を加味し，下記割合と内容で，総合的に評価する。 

 ・授業への参加態度と積極性(10%) グループ活動等での積極性，授業時間外の学修に対する取り組みの状

況も含む 

 ・課題の提出内容(90%) 各学習項目についての理解の深まり等を評価する。学習項目における基礎的な知

識内容を評価する。 

 

[後半 7 週] 

コロナ影響下であるため、成績評価は課題の内容と時間外に行う最終確認オンラインテスト(4 回程度実施: 任

意の時間枠を選択し 1 回のみ受験)で行い総合的に判断する。幾つかの必須課題の合格が単位取得の必要条

件です。 

 
  



 
2. 情報学Ⅱ 

科目名 Course Title 情報学 Ⅱ[Introduction to Informatics II] 

講義題目 Subtitle 情報科学とデータサイエンスが導く社会[Society promoted by information science 

and data science] 

科目種別 Course Type 全学教育科目(共通科目) 

開講年度 Year 2021 時間割番号 Course Number  

期間 Semester ２学期 単位数 Number of Credits 2 

授業形態 Type of Class 講義 対象年次 Year of Eligible Student 1～ 

開講部局 全学教育（教養科目） 

キーワード Key Words 

情報社会，情報科学 

授業の目標 Course Objectives 

情報学Ｉの内容を発展的に扱い，情報社会への参画と情報科学の理解のためにさらに必要な知識を学ぶ． 

到達目標 Course Goals 

情報科学の基礎となるハードウェア・ソフトウェアおよびネットワークのしくみを原理的に理解できる．また、情報

技術・データサイエンスの社会応用に関して知識を得る． 

授業計画 Course Schedule 

以下の学習内容に関して，講義を行う． 

1. コンピュータの構成としくみ 

2. アルゴリズムとプログラミングの基礎知識 

3. コンピュータネットワークのしくみ 

4. データサイエンス・情報システムの社会実装 

COVID-19 の状況により，遠隔講演や e ラーニング形式にて行う可能性がある 

準備学習 (予習・復習)等の内容と分量 Homework 

大学設置基準に従い，15 回の授業時間（高々30 時間）に，授業時間外の学修を考慮して，90 時間の学修を必

要とする内容をもって構成している． 

成績評価の基準と方法 Grading System 

成績評価は，各授業回における課題に対する回答の理解度，および，最終試験の結果によって行う．出席の

70%を単位習得の必要条件とする． 

  



3. 統計学 
科目名 Course Title 統計学[Statistics] 

講義題目 Subtitle [] 

科目種別 Course Type 全学教育科目(共通科目) 

開講年度 Year 2021 時間割番号 Course Number  

期間 Semester ２学期 単位数 Number of Credits 2 

授業形態 Type of Class 講義 対象年次 Year of Eligible Student 1～ 

開講部局 全学教育（教養科目） 

キーワード Key Words 

平均，分散，標準偏差，確率変数，確率分布，母集団，標本，標本分布，点推定，信頼区間，仮説検定 

授業の目標 Course Objectives 

統計学は、データをどのように分析し、それに基づいてどのような判断をくだしたらよいかを論ずる学問であり、

あらゆる実証研究に関わる人の方法的基礎となっている。実社会においても、意思決定におけるデータ情報の

重要性が認識されており、統計的なものの考え方や統計手法を実践する必要性は非常に高まっている。本講

義により、統計的なものの考え方を理解し、統計手法の適切な使用法の基礎を身に付けることを目標とする。 

到達目標 Course Goals 

データ解析のための基礎的な統計手法に基づいて，データからの情報を引き出し，判断や意思決定を行う手

続きができるようになるため，具体的に以下を到達目標とする。 

１．記述統計の基礎：統計データは数字の集まりであり，そのまま眺めていても全体の傾向は見えてこないが，

統計データの記述・整理（平均値，グラフ化などの統計処理）を行うことにより，データの特徴や傾向を把握する

ことができる。 

２．確率変数と確率分布：統計的推測においては、統計データの発生メカニズムについて、確率的な要素を含

むモデルとして定式化を行う。この定式化のために必要不可欠な確率変数について、様々な具体例を用いな

がら、確率計算・モーメント特性の把握などを行うことができる。 

３．推測統計の基礎：統計的推測とは、サンプルデータに基づいて母集団分布に関する推測を行うことである。

統計的推測には、母集団分布の特性値を推定するための方法（統計的推定法）と母集団分布に関する仮説を

検証するための方法（統計的検定法）がある。 

授業計画 Course Schedule 

１．ガイダンス，データの整理と記述（データの全体像） 

２．データの整理と記述（データの特性値） 

３．確率の基礎 

４．条件付き確率とベイズの定理 

５．確率変数 

６．離散確率分布 

７．連続確率分布 

８．多次元確率分布 



９．中心極限定理 

１０．標本分布 

１１．点推定 

１２．区間推定 

１３．仮説検定（母集団平均に関する検定） 

１４．仮説検定（母集団平均の差に関する検定） 

１５．期末試験 

 

準備学習 (予習・復習)等の内容と分量 Homework 

以下の要領で予習・復習して統計学の理解を深めて下さい。 

 

・教科書・参考書・配付資料などにある練習問題などに沢山チャレンジして下さい． 

成績評価の基準と方法 Grading System 

期末試験と講義の課題に基づいて，次のように評価します。 

A＋：95－100，A：90－94，A－：85－89，B＋：80－84，B：75－79， 

B－：70－74，C+：65－69，C：60－64，D：50－59，D－：0－49， 

F：学修成果を示す評点無し 

 
 
 
  



4. ⼊⾨線形代数学 
科目名 Course Title 入門線形代数学[Introductory Linear Algebra] 

講義題目 Subtitle （学生番号末尾２桁が「３で除して余り２」）[] 

科目種別 Course Type 全学教育科目(基礎科目) 

開講年度 Year 2021 時間割番号 Course Number  

期間 Semester １学期 単位数 Number of Credits 2 

授業形態 Type of Class 講義 対象年次 Year of Eligible Student 1～ 

開講部局 全学教育（基礎科目） 

キーワード Key Words 

連立１次方程式, 逆行列, 固有値, 固有ベクトル 

授業の目標 Course Objectives 

主に文科系学生を対象とする線形代数学の入門講義である．社会科学を含めた幅広いデータサイエンス分野

において，線形代数学は重要な基礎科目である． 

本講義では，行列についての基礎を初歩から講義する．主に２次の正方行列について，行列の演算，行列式と

逆行列の扱い，行列と連立１次方程式の関係を講義する．２次行列と平面上の線形変換やその固有値も解説

する. 

到達目標 Course Goals 

２次行列の基本性質や計算を身につける. 連立１次方程式や線形変換との関連を理解する.平面における線形

変換の例を計算できる. 線形代数学 I の履修のために十分な予備知識，考え方，計算力を身につける. 

授業計画 Course Schedule 

１．行列：定義と演算（和，スカラ－倍，積） 

２．２次の行列式と逆行列 

３．行列と連立１次方程式 

４．行列と平面の線形変換，ベクトルの内積と直交変換，合同変換，相似変換 

５．線形変換の固有値と固有ベクトル, 行列の対角化 

準備学習 (予習・復習)等の内容と分量 Homework 

基本的な数学用語や概念の定義をきちんとマスターする. 復習に力を入れ次回の授業にあいまいな事項や疑

問点を持ち越さないようにする. 宿題をする以外に予習や復習には十分な時間をかけること.自習用 e-ラーニン

グ教材や教科書の例題および練習問題を通して，計算練習を十分に行うこと. 

成績評価の基準と方法 Grading System 

授業目標に対する到達度を, 次の観点から総合評価する. 

(1) 科目の骨格をなす定義・定理等の基礎知識を修得しているか. 

(2) 典型的な具体例について計算・構成等を適切に遂行できるか. 

(3) 基本概念や定理に基づいた論証を正しく行うことができるか. 

(4) 科目の中心的な考え方を修得し, 全体にわたり内容を有機的に理解しているか. 

(5) 種々の問題を解決する際に科目内容を活用できるか. 



 

成績評価の方法としては, 試験の成績および履修状況を総合評価する. 

 
  



5. ⼊⾨微分積分学 
科目名 Course Title 入門微分積分学[Introductory Calculus] 

講義題目 Subtitle （学生番号末尾２桁が「３の倍数」）[] 

科目種別 Course Type 全学教育科目(基礎科目) 

開講年度 Year 2021 時間割番号 Course Number  

期間 Semester １学期 単位数 Number of Credits 2 

授業形態 Type of Class 講義 対象年次 Year of Eligible Student 1～ 

開講部局 全学教育（基礎科目） 

キーワード Key Words 

極限，1 変数関数，微分，積分 

授業の目標 Course Objectives 

主に文科系学生を対象とする微分積分学の入門講義である． 

社会科学を含めた幅広いデータサイエンス分野において，微分積分学は重要な基礎科目である． 

本講義では，具体的な関数について関数の極限と連続関数の概念を述べた後，1 変数関数の微分法と積分法

を述べる． 

様々な関数の微分と積分の計算法を学び，その応用として，具体的な１変数関数の極大・極小，図形の面積や

回転体の体積を扱う． 

到達目標 Course Goals 

具体的な 1 変数関数の微積分に関する基本的な知識の習熟を目標とする． 

微分積分学 I の履修のために必要な基礎知識と考え方を養い，計算力を身につける． 

授業計画 Course Schedule 

１．関数と極限 : 関数（分数関数，無理関数，弧度法と三角関数, 逆関数と合成関数), 数列の極限, 関数の

極限, 連続関数 

２．微分法 : 微分係数と導関数, 積，商の導関数, 合成関数と逆関数の導関数, 三角関数，指数関数，対数

関数の導関数, 高次導関数, 応用（接線と法線，関数の増減，速度と加速度） 

３．積分法 : 不定積分と定積分, 置換積分，部分積分, 応用 (面積,回転体の体積) 

準備学習 (予習・復習)等の内容と分量 Homework 

基本的な数学用語や概念の定義をきちんとマスターする. 

復習に力を入れ次回の授業にあいまいな事項や疑問点を持ち越さないようにする. 

宿題をする以外に予習や復習には十分な時間をかけること． 

自習用 e-ラーニング教材や教科書の例題および練習問題を通して，計算練習を十分に行うこと． 

成績評価の基準と方法 Grading System 

授業目標に対する到達度を, 次の観点から総合評価する. 

(1) 科目の骨格をなす定義・定理等の基礎知識を修得しているか. 

(2) 典型的な具体例について計算・構成等を適切に遂行できるか. 

(3) 基本概念や定理に基づいた論証を正しく行うことができるか. 



(4) 科目の中心的な考え方を修得し, 全体にわたり内容を有機的に理解しているか. 

(5) 種々の問題を解決する際に科目内容を活用できるか. 

 

成績評価の方法としては, 試験の成績および履修状況を総合評価する. 

 
 
 
 
  



6. 線形代数学Ⅰ 
科目名 Course Title 線形代数学Ⅰ[Linear Algebra I] 

講義題目 Subtitle （28 組は学生番号末尾２桁が「３で除して余り２」）[] 

科目種別 Course Type 全学教育科目(基礎科目) 

開講年度 Year 2021 時間割番号 Course Number  

期間 Semester １学期 単位数 Number of Credits 2 

授業形態 Type of Class 講義 対象年次 Year of Eligible Student 1～ 

開講部局 全学教育（基礎科目） 

キーワード Key Words 

行列, 連立１次方程式, 基本変形, 階数, 行列式, 逆行列 

授業の目標 Course Objectives 

線形代数学は自然科学および工学の重要な礎となる科目であり，さらに社会科学や医療分野などを含めた幅

広いデータサイエンスの基礎としても重要である． 

本講義では，行列および行列式の性質や役割について講義する. 行列と行列式の演算および行列の基本変

形(掃き出し法)を扱い, 連立１次方程式や解法や逆行列の計算法を講義する.  基本変形と基本行列との関連

も解説する. 

到達目標 Course Goals 

行列と行列式の演算および行列の基本変形(掃き出し法)に習熟する. 連立１次方程式の解法や逆行列の計算

法を理解する. 基本行列の役割と基本変形との関係を理解する. また, 行列の余因子展開やクラメ－ルの公式

を理解する. 

授業計画 Course Schedule 

１．行列：定義と演算(和・スカラ－倍・積), 行列の転置 

２．連立１次方程式の理論 ： 消去法, 掃き出し法, 解空間, 基本変形と基本行列 

３．行列の階数 : 基本変形と計算 

４．逆行列, 掃き出し法 

５．行列式 ： 定義と基本的な性質 

６．余因子行列と余因子展開, クラメ－ルの公式 

７．時間に余裕があれば n 次元ユークリッド空間の線形変換にも触れる 

 (平面における回転や折り返しの例と行列の関係, ２次行列において行列式と面積との関係など). 

準備学習 (予習・復習)等の内容と分量 Homework 

基本的な数学用語や概念の定義をきちんとマスターする. 復習に力を入れ次回の授業にあいまいな事項や疑

問点を持ち越さないようにする. 宿題をする以外に予習や復習には十分な時間をかけること.自習用 e-ラーニン

グ教材や教科書の例題および練習問題を通して，計算練習を十分に行うこと. 

成績評価の基準と方法 Grading System 

授業目標に対する到達度を, 次の観点から総合評価する. 

(1) 科目の骨格をなす定義・定理等の基礎知識を修得しているか. 



(2) 典型的な具体例について計算・構成等を適切に遂行できるか. 

(3) 基本概念や定理に基づいた論証を正しく行うことができるか. 

(4) 科目の中心的な考え方を修得し, 全体にわたり内容を有機的に理解しているか. 

(5) 種々の問題を解決する際に科目内容を活用できるか. 

 

成績評価の方法としては, 試験の成績および履修状況を総合評価する. 

 
 
  



7. 線形代数学Ⅱ 
科目名 Course Title 線形代数学Ⅱ[Linear Algebra II] 

講義題目 Subtitle （38 組は学生番号末尾奇数）[] 

科目種別 Course Type 全学教育科目(基礎科目) 

開講年度 Year 2021 時間割番号 Course Number  

期間 Semester ２学期 単位数 Number of Credits 2 

授業形態 Type of Class 講義 対象年次 Year of Eligible Student 1～ 

開講部局 全学教育（基礎科目） 

キーワード Key Words 

ベクトル空間, 線形写像, 線形独立, 基底, 固有値, 固有ベクトル, 対角化 

授業の目標 Course Objectives 

線形代数学は自然科学および工学の重要な礎となる科目であり，さらに社会科学や医療分野などを含めた幅

広いデータサイエンスの基礎としても重要である． 

本講義では，線形代数学 I に引き続いて，ベクトル空間と線形写像について講義する．行列と連立１次方程式

の理論が，ベクトル空間の概念を基礎とした線形写像の理論として明快にとらえられることを示す．さらに,線形

変換の固有値問題の計算，および正方行列（特に対称行列）の対角化について修得する. 

到達目標 Course Goals 

ベクトル空間や線形写像の概念や基本的事項を理解する. 

行列とベクトルによる具体的な取扱いに習熟する. 

連立１次方程式の解空間を上記の立場から理解する. 

行列(３次, ４次程度)の固有値, 固有ベクトルについて具体的に計算できる. 

授業計画 Course Schedule 

１．ベクトル空間：定義と例, 部分空間 

２．線形独立と線形従属, ベクトル空間の次元と基底 

３．線形写像：基底と表現行列, 基底の変換 

４．線形写像の核と像と階数, 次元定理 

５．行列および線形変換の固有値と固有べクトル 

６．内積空間：定義と例, ノルム, シュワルツの不等式, ３角不等式 

７．空間の部分空間と直交補空間, グラム・シュミットの直交化 

８．対称行列の対角化と２次形式 

準備学習 (予習・復習)等の内容と分量 Homework 

基本的な数学用語や概念の定義をきちんとマスターする. 復習に力を入れ次回の授業にあいまいな事項や疑

問点を持ち越さないようにする. 宿題をする以外に予習や復習には十分な時間をかけること.自習用 e-ラーニン

グ教材や教科書の例題および練習問題を通して，計算練習を十分にすること. 

成績評価の基準と方法 Grading System 

授業目標に対する到達度を, 次の観点から総合評価する. 



(1) 科目の骨格をなす定義・定理等の基礎知識を修得しているか. 

(2) 典型的な具体例について計算・構成等を適切に遂行できるか. 

(3) 基本概念や定理に基づいた論証を正しく行うことができるか. 

(4) 科目の中心的な考え方を修得し, 全体にわたり内容を有機的に理解しているか. 

(5) 種々の問題を解決する際に科目内容を活用できるか. 

成績評価の方法としては, 試験の成績および履修状況を総合評価する 

現時点では課題, e-ラーニング課題, 試験による評価を予定している. 

 
 
  



8. 微分積分学Ⅰ 
科目名 Course Title 微分積分学Ⅰ[Calculus I] 

講義題目 Subtitle （文系）[] 

科目種別 Course Type 全学教育科目(基礎科目) 

開講年度 Year 2021 時間割番号 Course Number  

期間 Semester ２学期 単位数 Number of Credits 2 

授業形態 Type of Class 講義 対象年次 Year of Eligible Student 1～ 

開講部局 全学教育（基礎科目） 

キーワード Key Words 

数列, 収束, 関数, 極限, 微分, 偏微分, テイラ－の定理 

授業の目標 Course Objectives 

微分積分学は自然科学および工学の重要な礎となる科目であり，さらに社会科学や医療分野などを含めた幅

広いデータサイエンスの基礎としても重要である．本講義では，数列の挙動や関数の微分法についての講義を

行う. 講義の前半では, 数列や１変数関数の微分法について高校で扱ったことを体系的に整理し, 新しい概念

や定理の補充を行う. 講義の後半では, 多変数関数（主に２変数関数）の微分法やその応用について講義す

る. 

到達目標 Course Goals 

講義の全体を通して, 数列の極限や 1 変数関数や多変数関数の連続性や微分可能性についての理解を深め

るとともに, 科学の諸分野で起こる問題を数学的に定式化し, 解決する能力を養うことを目標とする. 具体的に

は数列の極限を理解し, 1 変数および多変数の微分法に習熟し, 近似値, 極限値, 極大・極小などを微分法を

用いて計算し, 関数の性質を具体的に調べる力を養う. 

授業計画 Course Schedule 

＜＜数列と関数＞＞ 

１．実数の連続性, 数列の収束, 発散 

２．関数の連続性, 連続関数の性質, 逆３角関数 

＜＜１変数関数の微分法＞＞ 

３．微分係数の定義と導関数, 逆関数の微分法, 媒介変数による微分法 

４．平均値の定理, 高次の導関数とテイラ－の定理, 不定形の極限 

＜＜多変数関数の微分法＞＞ 

５．点集合（距離, 開（閉）集合, 領域等）, 関数の極限と連続性 

６．偏微分, 全微分可能性, 合成関数の微分法, テイラ－の定理 

７．写像とヤコビアン, 陰関数定理 

８．極値問題, ヘッセ行列, 多変数関数のグラフ 

準備学習 (予習・復習)等の内容と分量 Homework 

基本的な数学用語や概念の定義をきちんとマスターする. 復習に力を入れ次回の授業にあいまいな事項や疑

問点を持ち越さないようにする. 宿題をする以外に予習や復習には十分な時間をかけること．自習用 e-ラーニ



ング教材や教科書の例題および練習問題を通して，計算練習を十分に行うこと． 

成績評価の基準と方法 Grading System 

授業目標に対する到達度を, 次の観点から総合評価する. 

(1) 科目の骨格をなす定義・定理等の基礎知識を修得しているか. 

(2) 典型的な具体例について計算・構成等を適切に遂行できるか. 

(3) 基本概念や定理に基づいた論証を正しく行うことができるか. 

(4) 科目の中心的な考え方を修得し, 全体にわたり内容を有機的に理解しているか. 

(5) 種々の問題を解決する際に科目内容を活用できるか. 

 

成績評価の方法としては, 試験の成績および履修状況を総合評価する. 

 
 
  



9. 微分積分学Ⅱ 
科目名 Course Title 微分積分学Ⅱ[Calculus II] 

講義題目 Subtitle （21 組は学生番号末尾偶数）[] 

科目種別 Course Type 全学教育科目(基礎科目) 

開講年度 Year 2021 時間割番号 Course Number  

期間 Semester ２学期 単位数 Number of Credits 2 

授業形態 Type of Class 講義 対象年次 Year of Eligible Student 1～ 

開講部局 全学教育（基礎科目） 

キーワード Key Words 

原始関数, 積分, 重積分, リ－マン和, 変数変換 

授業の目標 Course Objectives 

微分積分学は自然科学および工学の重要な礎となる科目であり，さらに社会科学や医療分野などを含めた幅

広いデータサイエンスの基礎としても重要である． 

本講義では，積分法についての講義を行う. 講義の前半では, １変数関数の積分法について高校で扱ったこと

を体系的に整理し, 新しい概念や定理の補充を行う. 講義の後半では, 

多変数関数の積分法やその応用について講義する. 

到達目標 Course Goals 

講義の全体を通して, １変数関数の理論がどのように多変数関数の理論に拡張されるかについての理解を深

めるとともに, 科学の諸分野で起こる問題を数学的に定式化し, 解決する能力を養う. 

1 変数および多変数の積分法に習熟し, 定積分, 原始関数, 線績分, 面積, 体積, 曲面積などを具体的に計

算できる力を養う. 

授業計画 Course Schedule 

＜＜１変数関数の積分法＞＞ 

１．定積分の定義と性質 

２．原始関数, 微分積分学の基本定理 

３．広義積分の定義とその収束の条件 

４．ガンマ関数, ベ－タ関数 

 

＜＜多変数関数の積分法＞＞ 

５．重積分の定義とその性質（主として ２,３次元） 

６．重積分の計算法（累次積分, 変数変換による積分など） 

７．広義積分の定義と計算例 

８．重積分の応用（体積, 曲面積, 線積分とグリーンの定理など） 

準備学習 (予習・復習)等の内容と分量 Homework 

基本的な数学用語や概念の定義をきちんとマスターする. 復習に力を入れ次回の授業にあいまいな事項や疑

問点を持ち越さないようにする. 宿題をする以外に予習や復習には十分な時間をかけること.自習用 e-ラーニン



グ教材や教科書の例題および練習問題を通して，計算練習を十分にすること. 

成績評価の基準と方法 Grading System 

授業目標に対する到達度を, 次の観点から総合評価する. 

(1) 科目の骨格をなす定義・定理等の基礎知識を修得しているか. 

(2) 典型的な具体例について計算・構成等を適切に遂行できるか. 

(3) 基本概念や定理に基づいた論証を正しく行うことができるか. 

(4) 科目の中心的な考え方を修得し, 全体にわたり内容を有機的に理解しているか. 

(5) 種々の問題を解決する際に科目内容を活用できるか. 

 

成績評価の方法としては, 試験の成績および履修状況を総合評価する. 

 


