
 

区  分 専門基礎科目 担当教員 新川 英典 

授業科目 生物利用技術 

英  訳 Technology of Biological Application 

配当年次   1   年次   後期 必選別 選択 単位数  2  単位 

【授業の概要】 
細胞の構造と機能、増殖、酵素、代謝、遺伝、遺伝子科学、生殖、発生、動物学、植物学、微生物学、生態
学、生物による物質循環などについて講義をし、生命とは何かを科学的に考えさせる。また、生物利用の応
用についても概論を講義する。 

【授業の目的】 
最初に、細胞や呼吸・光合成・生物群集・生態系・遺伝子と遺伝の法則等の生物学の基礎および生物の諸機
能を学修し、生物学の基礎を修得する。また、動物の反応と調節、神経系や生殖、発生、受精、植物の反応
と調節、成長や花芽形成の調節等の学修をもとにして、生物による物質生産、生物機能の環境浄化への応用
、動植物のバイオテクノロジーなどについて学修することを目的とする。 

【到達目標】 
・ 生物学の基礎を学修し，用語を理解する。 
・ 生物機能を利用した技術を学修し，生物機能の理解を深める。 

【準備学習(予習・復習)】 
・ ノートを整理し，前回の授業内容をよく理解しておくこと。不明点は質問すること。 
・ 予告する次回の授業内容について，教科書を読んで不明点をチェックしておくこと。 

【授業計画】 

第 １回 細胞の構造と働き 

第 ２回 細胞と個体、増殖、単細胞生物、多細胞生物、動物と植物 

第 ３回 代謝とエネルギー、呼吸、酵素反応 

第 ４回 生物によるエネルギー生産、光合成とエネルギー 

第 ５回 生物群集の分布と遷移、個体群、生物群落 

第 ６回 生態系による環境評価と物質循環の評価と生物の環境浄化への応用 

第 ７回 農業生産、物質生産への生物応用 

第 ８回 遺伝と変異、遺伝の法則、遺伝子とは 

第 ９回 遺伝子組換え実験の原理と生命倫理 

第１０回 動物の反応と調節、神経系、動物の行動 

第１１回 生殖、発生、受精 

第１２回 クローン動物作出の原理と応用（動物のバイオテクノロジー） 

第１３回 植物の反応と調節、成長の調節、花芽形成の調節 

第１４回 組織培養と有用物質生産への応用（植物バイオテクノロジー） 

第１５回 まとめ 

定期試験 

【教科書】 
バイオテクノロジー −基礎原理から工業生産の実際まで− 第2版（久保、新川、蓮実 共著、大学教育出版社） 
 

【参考書】 
特に指定しない。 
 

【成績評価基準】 
期末試験（100％）により評価する。 
 



 

【メッセージ】 
 
 

 



 

区  分 専門科目 － 専門基礎科目 担当教員 竹野 健次 

授業科目 環境科学 

英  訳 Environmental Science 

配当年次    １年次   後期 必選別 選択 単位数   ２単位 

【授業の概要】 
 現在は環境問題を軽視して技術を進歩させることはできなくなっている。本講義では、国内外の環境問題
を知り、問題解決を模索することを目的とし、大気汚染、水質汚染、騒音、振動、地形および地質、植物な
ど生物の分布、景観、化学物質、ハイテク汚染などを総合的にとらえ、環境と技術の調和がいかに重要であ
るかを学ぶと同時に、産業革命以降の公害問題、環境ホルモン、酸性雨、地球温暖化、人と自然との共生な
ど、人類の産業と環境問題について学修する。 

【授業の目的】 
 人類は21世紀を迎え、環境問題はもはや全世界で対応すべき課題である。産業革命以降の水質汚染、大気
汚染、酸性雨、地球温暖化、資源リサイクル、飲料水など、国内外の環境問題は、先進国のみならず、発展
途上国における化学と人間生活の関わりが深く影響している。本講義ではこれらの問題を知り、その科学的
解決を模索すると同時に、化学が人間を含めた社会と環境に果たす役割の理解を深める。 

【到達目標】 
 国内外の環境問題を知り、環境と技術の調和がいかに重要であるかを学ぶと同時に、人と自然との共生な
ど、人類の産業と環境問題との関わりと解決方法についての知識を習得する。 

【準備学習(予習・復習)】 
 予習として、国内外の環境問題を調べ、現状を知る。その後、講義で習ったその原因と詳しい状況を知り、資料を
中心に復習と、今後の環境について予測をする。 

【授業計画】 

第 １回：環境と人間 

第 ２回：里山と暮らし 

第 ３回：化学物質と公害 

第 ４回：汚水処理技術 

第 ５回：水環境と水生生物 

第 ６回：大気汚染 

第 ７回：酸性雨、発生とその影響 

第 ８回：地球温暖化 

第 ９回：騒音・振動 

第１０回：資源リサイクル 

第１１回：環境倫理 

第１２回：環境関連の国内法律 

第１３回：環境関連の国際条約 

第１４回：飲料水と化学分析 

第１５回：総括：人の心と環境 

期末試験 

【教科書】 
   物質科学（佐 木々健、鈴木光次郎 共著、学術図書出版社） 
 

【参考書】 
   適宜、プリントを配布する。 
 

【成績評価基準】 
  小テスト（４０％）、期末試験（６０％）で評価する。 
 

【メッセージ】 
   環境問題は、製造業でも重要な課題です。化学ⅠおよびⅡの履修が望ましい。 
 

 



 

区  分 専門科目群 － 学部共通科目 担当教員 佐伯哲二，歌谷昌弘，渡邊真彦 

授業科目 物理学実験 

英  訳 （Physical Experiment） 

配当年次     1年次 後  期 必選別 選択 単位数   1  単位 

【授業の概要】 
力に関する実験：物体の運動、質量、密度、ばね定数の測定。波に関する実験：気柱の共鳴と音の速さ、弦
の振動と波の速さ、光の回折、屈折、偏光。電気に関する実験：物質の電気抵抗、ダイオードの特性、LC
回路、フィルタ回路。熱に関する実験：温度計の応答特性、ボイル・シャルルの法則、熱の仕事当量。これ
らのテーマから3つの実験を選んで行い、レポートを提出する。学期末に実験の報告会を行い、理科教育上
重要と考えられるプレゼンテーション能力の向上も目指す。 

【授業の目的】 
実験を通じて、自然現象を定量的に取り扱うための手法を修得することを目的とする。最近、教育界で、指
示どおりに実験を行う料理レシピ実験では、実験企画力、実験遂行力、実験批評力、データ解釈力等が育ち
にくいと考えられている。そこで、物理計測データをパーソナルコンピュータ等により計算および解析を行
い、データ整理、解析、表やグラフの作成など、物理現象の取り扱いに必要な項目を自ら選択して、理科の
基礎知識を必要に応じて主体的に獲得するとともに、実験企画力、実験遂行力、実験批評力、データ解釈力
、およびプレゼンテーション能力を向上させることを目的とする。 

【到達目標】 
基本的な実験機器の操作の習熟。得られたデータの処理、解析と効果的なプレゼンテーション技術の習得。 

【準備学習(予習・復習)】 
復習：実験データをきちんとまとめる。予習：次回実験の手順などを確認し分からないところを調べておく事。 

【授業計画】 

第 １回：ガイダンス、物理実験方法の説明とデータのまとめ方 

第 ２回：力に関する基礎実験（1）合力，モーメント 

第 ３回：力に関する基礎実験（2）運動，加速度 

第 ４回：応用実験（1‐1）［例：波］実験の概要と実験方法の学習 

第 ５回：応用実験（1‐2）データ採取と取り扱い方の学習 

第 ６回：応用実験（1‐3）データの解析とまとめ 

第 ７回：応用実験（2‐1）［例：光］実験の概要と実験方法の学習 

第 ８回：応用実験（2‐2）データ採取と取り扱い方の学習 

第 ９回：応用実験（2‐3）データの解析とまとめ 

第１０回：応用実験（3‐1）［例：熱］実験の概要と実験方法の学習 

第１１回：応用実験（3‐2）データ採取と取り扱い方の学習 

第１２回：応用実験（3‐3）データの解析とまとめ 

第１３回：実験報告、プレゼンテーション方法の基礎 

第１４回：実験報告書の作成 

第１５回：実験報告会  

【教科書】 
適宜、プリントを配布する。 

【参考書】 
 

【成績評価基準】 
 レポート20%を3回、実験報告プレゼンテーション40%とし、これらの合計により評価を行う。 
 

【メッセージ】 

 



 

区  分 専門科目 － 専門基礎科目 担当教員 食農バイオ・リサイクル学科 全教員 

授業科目 バイオ・リサイクル演習 

英  訳 Bio･Recycle Seminar 

配当年次    １年次   後期 必選別 選択 単位数   ２単位 

【授業の概要】 
本授業では、環境・資源・エネルギー・バイオテクノロジー・食糧・農業・リサイクルなどのキーワード

についてオムニバスの講義形式で学習する。また、これらの基礎をふまえ演習形式により知識を深め、専門
コース選択への動機付けと専門分野の学習方法を習得させる。 

【授業の目的】 
 食農バイオ・リサイクル学科で学ぶ内容は広範囲にわたるため、新入生に対し、今後の動機づけを行う。
また、それに加えて、文章読解力と内容の要約やレポートの作成法などを習得させることを目的とする。 

【到達目標】 
 環境・資源・エネルギー・バイオテクノロジー・食糧・農業・リサイクルの各分野における職業を知る。
また、文章読解力と内容の要約やレポートの作成法など、実社会で役立つ社会人基礎力を養う。 

【準備学習(予習・復習)】 
 予習として新聞や雑誌などで、本学科に関する工学に関心を持ち探求する。その後、授業で習った内容について、
資料を中心に復習する。 

【授業計画】 

食農バイオ・リサイクル学科の学習内容は多岐にわたる。したがって、全教員による専門分野の紹介と実社

会での応用、産業界への貢献についてオムニバス形式で学び、演習課題としてレポートを作成する。 

 

第 １回 食農ﾊﾞｲｵ･リサイクル学科で学ぶ専門領域 

第 ２回 テーマ１ 

第 ３回 テーマ２ 

第 ４回 テーマ３ 

第 ５回 テーマ４ 

第 ６回 テーマ５ 

第 ７回 テーマ６ 

第 ８回 テーマ７ 

第 ９回 テーマ８ 

第１０回 テーマ９ 

第１１回 テーマ１０ 

第１２回 テーマ１１ 

第１３回 テーマ１２ 

第１４回 テーマ１３ 

第１５回 授業のまとめ 

 

【教科書】 

    必要に応じてプリントを配布しながら行う 

 

【参考書】 
必要に応じて資料を配布しながら行う 

【成績評価基準】 
授業への取り組み（３０％）、演習レポート（７０％）で評価する。 

【メッセージ】 
    学科からの伝達およびチューター指導も行います。 
 

 



 

区  分 専門科目群 － 専門基礎科目 担当教員 渡邊真彦 

授業科目 有害物質概論 

英  訳 （Introduction to Harmful Substances） 

配当年次     2年次 前  期 必選別 選択 単位数   2  単位 

【授業の概要】 
有害物質、放射性物質などの物理的基本特性と、各有害物質の生物物理的、化学的、生化学的作用機構など
を学習する。有害物質をいわゆる危険物という視点からも捉え講義する。 

【授業の目的】 
近年、放射能が我々の暮らしに与える影響について関心が高まっている。この例のように、放射性物質を含
め、我々が暮らす環境中にはさまざまな物質が存在し、人体等に深刻な有害性を持つものも少なくない。し
かし、被ばく線量等ではシーベルトやベクレルなどよく耳にするものの、正確な意味を把握していない単位
も多く、生体への影響の原因は原子、分子レベルでの理解が必要であることの認識は薄い。この講義では、
これらの物質が環境に与える影響について理解を深めることを目的とするとともに、基本的な物性と影響レ
ベルを数値的に評価するための単位などについても修得する。 

【到達目標】 
有害物質の特徴と取り扱いについて理解する。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
前回の授業内容をよく理解しておくこと。授業の中で与えられる課題をまとめること。 

【授業計画】 

第 １回：物理特性、電子と原子、原子の構造 

第 ２回：原子核の結合エネルギー 

第 ３回：原子核の自然崩壊、半減期 

第 ４回：元素の周期律表 

第 ５回：有害放射性物質、放射線エネルギーと生体影響を表す単位について 

第 ６回：核燃料廃棄物と有害放射性物質、遮蔽と放射線エネルギー 

第 ７回：放射性廃棄物の物理化学的処理と核燃料サイクル 

第 ８回：危険物、有害物質の沸点、引火点、粘度、融点、その他基本物性 

第 ９回：有害無機化合物の生物物理作用、酵素反応親和性 

第１０回：生体膜電位、電気化学的ポテンシャル、反応阻害 

第１１回：環境ホルモン、有機塩素化合物、微量有害物質の生物物理作用 

第１２回：微量有害物質の生物物理、生物化学的作用 

第１３回：タンパク質合成阻害、能動輸送、イオンチャンネル、レセプターの親和性 

第１４回：工業中間体の生物物理作用 

第１５回：まとめ  

【教科書】 
適宜、プリントを配布する。 

【参考書】 
 

【成績評価基準】 
課題提出（80%）、小テスト（20%）で評価する。 
 

【メッセージ】 

 



 

区  分 専門科目群－専門基礎科目 担当教員 山嵜 勝弘 

授業科目 廃棄物処理法規 

英  訳 Waste Management and Public Cleansing Law 

配当年次   ２年次   後期 必選別 選択 単位数    ２単位 

【授業の概要】 
環境保全と循環型社会を形成するためには、年間４億５千万トンに及ぶ廃棄物を適性に処分し、最終処分

場の逼迫、不法投棄の防止に対応する必要がある。一般廃棄物・産業廃棄物、特別管理一般廃棄物・特別管
理産業廃棄物の処理システムについて学ぶ。 

【授業の目的】 
膨大な一般・産業廃棄物を適性に処分するために必要な収集・運搬、中間処理、最終処分等にかかる廃棄物処理法

と運用について理解する。 

【到達目標】 
 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の修了者と同等の知識を得る。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
授業の要点をまとめること。配布プリントを整理し内容を理解すること。不明点は質問すること。 

 

【授業計画】 

第 １回 環境基本法、循環型社会形成基本法 

第 ２回 一般廃棄物・産業廃棄物処理の現状 

第 ３回 廃棄物の定義、区分、種類 

第 ４回 産業廃棄物、特別管理廃棄物の処理基準 

第 ５回 排出事業者の責務、処理の委託 

第 ６回 産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度 

第 ７回 廃棄物処理業（許可基準、届出、責務） 

第 ８回 処理施設（種類、構造基準、欠格要件） 

第 ９回 処理施設（中間処理、各種届出、責務） 

第１０回 再生利用認定制度 

第１１回 広域的処理認定制度 

第１２回 無害化処理認定制度 

第１３回 廃棄物再生事業者、安全管理、行政処分 

第１４回 欧米等先進国の廃棄物処理法規との比較 

第１５回 まとめ 

 

【教科書】 
必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

【参考書】 
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会テキスト （編集）日本産業廃棄物処理振興センター 

【成績評価基準】 
レポート提出（４０％）、小テスト（４０％）、授業への取り組み（２０％）で評価する。 

【メッセージ】 
資源・環境・廃棄物処理に関する新聞・テレビ等の報道に注目し、現状と課題を知ることが重要である。 



 

 



 

区  分 専門科目群 － 専門基礎科目 担当教員 新川英典、石橋昇、歌谷昌弘、渡邊真彦 

授業科目 課題探求 Ⅰ 

英  訳 Practice in Experimental Project Ⅰ 

配当年次    ２年次   前期 必選別 選択 単位数   ２単位 

【授業の概要】 
この講義では全ての学生がバイオ、リサイクルに関する４つの実習テーマを行う。１つの実習終了毎にレ

ポートを作成しながら理解を深める。 

【授業の目的】 
テーマ毎にグループに分かれ実験を行う事でプロジェクト作業の基本とレポート作成技術を学ぶ。 
 

【到達目標】 
問題発見と解決手法探索能力の強化。 

【準備学習(予習・復習)】 
当日学んだ事についてインターネットなどで調べ知識を強化すること。また、次回の手順について指導担当教員の説
明を良く聞きこれについても調べておく事。 
 

【授業計画】 

第 １回 ガイダンス 

第 ２回 テーマの概説と班編成 

第 ３回 第 1実験テーマ① 

第 ４回 第 1実験テーマ② 

第 ５回 第 1実験テーマ③ 

第 ６回 第２実験テーマ① 

第 ７回 第２実験テーマ② 

第 ８回 第２実験テーマ③ 

第 ９回 第３実験テーマ① 

第１０回 第３実験テーマ② 

第１１回 第３実験テーマ③ 

第１２回 第４実験テーマ① 

第１３回 第４実験テーマ② 

第１４回 第４実験テーマ③ 

第１５回 まとめ 

 

【教科書】 

 

【参考書】 
適宜プリントを配布する。 

【成績評価基準】 
4テーマの実験について各3週ずつ行いレポートを提出させる、全ての実験テーマでの成績を総合し、 
3段階評価を行う。 

【メッセージ】 
     

 



 

区  分 専門科目 － 専門基礎科目 担当教員 佐々木 健, 竹野 健次 

授業科目 課題探求 Ⅰ（化学） 

英  訳 Practice in Experimental Project Ⅰ (Chemistry) 

配当年次    ２年次   前期 必選別 選択 単位数   ２単位 

【授業の概要】 
各種水質分析を中心にして、化学分析の基本と実用的分析技術の学修を行う。本科目の受講により化学の

反応理論の学修もあわせて行い、主に理科の教員に必要な実験実習指導に対応できる応用的・発展的な実験
内容についても学習する。 

【授業の目的】 
 理科の教職課程を受講している学生を対象に、種々の環境分析を題材にした分析化学実験を行い、分析化
学の基礎を修得する。また、化学の反応理論とパーソナルコンピュータを用いたデータの解析手法を学び、
理科の実験において必要な知識と器具の使い方、安全に実験するための技能の習得を目的とする。 
 

【到達目標】 
 種々の環境分析を題材にした分析化学実験を行い、分析化学の基礎を修得する。また、化学の反応理論と
環境教育、データの解析手法を身に付け、教育現場で役立つ基礎知見と実習指導力を養う。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
 予習として水質と水環境に疑問を持ち探求する。そして水質化学分析に取り組む心構えや器具の扱い方法を知る。
その後、実験で習った器具操作や、実験理論について毎回のレポートを中心に復習する。 
 

【授業計画】 

第 １回：基礎講習（1）受講および実験の心得 

第 ２回：基礎講習（2）器具の使い方 

第 ３回：水質サンプリングと水生昆虫の調査 

第 ４回：キレート滴定：水の硬度分析 

第 ５回：COD、過マンガンカリウム消費量の測定 

第 ６回：比色分析（1）リン際イオンの測定 

第 ７回：比色分析（2）溶解性鉄の比色定量 

第 ８回：比色分析の測定原理、データ解析 

第 ９回：比色分析（3）硝酸性窒素の比色定量 

第１０回：パックテストによる水質調査と教育への応用 

第１１回：滴定分析：塩素イオン（モール法） 

第１２回：ｐHと測定原理 

第１３回：濃度計算の実践 

第１４回：パーソナルコンピュータを用いたデータ解析 

第１５回：達成度試験および総括 

 

【教科書】 

   非化学系技術者のための化学実験（佐々木 健、鈴木 洸次郎 共著、学術図書） 

 

【参考書】 
必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

【成績評価基準】 
実験への取り組み（３０％）、実験レポート（３０％）、達成度試験（４０％）で評価する。 

【メッセージ】 
    化学と環境教育について学ぶ。化学Ⅰ、Ⅱと、化学実験を併せて履修することが望ましい。 
 

 



 

区  分 専門科目群 － 専門基礎科目 担当教員 濱田直巳、歌谷昌弘、山嵜勝弘、竹野健次 

授業科目 課題探求 Ⅱ 

英  訳 Practice in Experimental Project Ⅰ 

配当年次    ２年次   後期 必選別 選択 単位数   ２単位 

【授業の概要】 
グループに分かれ、各テーマに沿った基礎的な分析方法、計測方法を学ぶ。実験の一般的な進め方やまと

め方を習得し、高学年時における実験実習、卒業研究等を行うための基礎を習得する。 

【授業の目的】 
さまざまな分析・計測方法の基礎技術を習得することを目的とする。 

【到達目標】 
問題発見と解決手法探索能力の強化。 

【準備学習(予習・復習)】 
当日学んだ事についてインターネットなどで調べ知識を強化すること。また、次回の手順について指導担当教員の説
明を良く聞きこれについても調べておく事。 
 

【授業計画】 

第 １回 ガイダンス 

第 ２回 テーマの概説と班編成 

第 ３回 第 1実験テーマ① 

第 ４回 第 1実験テーマ② 

第 ５回 第 1実験テーマ③ 

第 ６回 第２実験テーマ① 

第 ７回 第２実験テーマ② 

第 ８回 第２実験テーマ③ 

第 ９回 第３実験テーマ① 

第１０回 第３実験テーマ② 

第１１回 第３実験テーマ③ 

第１２回 第４実験テーマ① 

第１３回 第４実験テーマ② 

第１４回 第４実験テーマ③ 

第１５回 まとめ 

 

【教科書】 

 

【参考書】 
適宜プリントを配布する。 

【成績評価基準】 
4テーマの実験について各3週ずつ行いレポートを提出させる、全ての実験テーマでの成績を総合し、 
3段階評価を行う。 

【メッセージ】 
     

 



 

区  分 専門科目群 － 専門基礎科目 担当教員 新川英典，石橋 昇 

授業科目 課題探求 Ⅱ（生物） 

英  訳 Practice in Experimental Project Ⅱ(Biology) 

配当年次    ２年次   後期 必選別 選択 単位数   ２単位 

【授業の概要】 
生物試料の取扱いや観察、遺伝子工学の基本的な実験、インターネットで利用可能な種々のデータベース

利用、コンピュータを利用したデータ処理やプレゼンテーション資料の作成および実施など、コンピュータ
利活用やプレゼンテーション能力育成も行う。 

【授業の目的】 
 生物試料を扱う実習や、先端分野である遺伝子工学や分子生物学を実験・実習を通して修得することを目
標とする。また、バイオインフォマティックスの実際を実習により学び、理科教育上必要な生物系データベ
ースによる情報収集の基礎知識の修得などコンピュータの利活用もできるようにすることを目標とする。 

【到達目標】 
・ 生物実験および遺伝子工学実験の基本操作を修得する。 
・ コンピュータを使用しデータ解析やプレゼンテーション資料作成手法などを身につける。 

【準備学習(予習・復習)】 
・ 次回の実験内容について，プリントなどを読んで手順などを理解しておくこと。 
・ 実験方法や結果にをノートに記入しておくこと。 
・ 不明点をチェックしておくこと。 

【授業計画】 

第 １回：生物試料の取扱いと微生物の培養 

第 ２回：微生物の増殖曲線作成 

第 ３回：細胞の顕微鏡観察 

第 ４回：遺伝子組換え技術の現状，変遷，最新技術 

第 ５回：遺伝子組換え実験（1）ベクターと挿入DNAの連結による組換え体作成 

第 ６回：遺伝子組換え実験（2）宿主への形質転換 

第 ７回：遺伝子組換え実験（3）組換え体DNAの分析 

第 ８回：DNAシークエンサーによる塩基配列解析（1）PCRを用いた反応と電気泳動 

第 ９回：DNAシークエンサーによる塩基配列解析（2）データの解析 

第１０回：データベース利用による遺伝子情報解析 

第１１回：酵素化学実験 

第１２回：Excelによるデータ処理とPowerPointを用いた生物系プレゼンテーションについて 

第１３回：PowerPointによるプレゼンテーション資料作成 

第１４回：プレゼンテーションの実施および指導 

第１５回：まとめ 

定期試験 

【教科書】 

 適宜、プリントを配布する。 

【参考書】 
  

【成績評価基準】 
 実験への取組み（20％），レポート（40％），期末試験（40％）で評価する。 

【メッセージ】 
     

 



 

区  分 専門科目群－専門基礎科目 担当教員 山嵜 勝弘 

授業科目 環境・リサイクル法 

英  訳 Environmental Recycling Law 

配当年次   ３年次   前期 必選別 選択 単位数   ２単位 

【授業の概要】 
リサイクルを推進するために必要な循環型社会形成基本法、資源有効利用促進法、各種のリサイクル関連

法規とシステムを学ぶとともに、リサイクルを妨げている社会的・経済的な背景について理解する。 

【授業の目的】 
持続可能な循環型社会を形成するためには、廃棄物を削減してリサイクルを推進する必要がある。関係する各種の

リサイクル法を学習して、環境の保全を図る。 

【到達目標】 
 容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法、建設リサイクル法、自動車リサイクル法の５つの 

個別物品に応じた規制を理解する。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
 授業の要点をまとめること。配布プリントを整理し内容を理解すること。不明点は質問すること。 

【授業計画】 

第 １回 循環型社会形成基本法、資源有効利用促進法の概要 

第 ２回 容器包装リサイクル法の概要 

第 ３回 容器包装リサイクル法の運用の現状と課題 

第 ４回 家電リサイクル法の概要 

第 ５回 家電リサイクル法の運用の現状と課題 

第 ６回 建設リサイクル法の概要 

第 ７回 建設リサイクル法の運用の現状と課題 

第 ８回 食品リサイクル法の概要 

第 ９回 食品リサイクル法の運用の現状と課題 

第１０回 自動車リサイクル法の概要 

第１１回 自動車リサイクル法の運用の現状と課題 

第１２回 グリーン購入法の概要 

第１３回 グリーン購入法の運用の現状と課題 

第１４回 欧米諸国のリサイクル関連法規と日本の法規との比較 

第１５回 まとめ 

 

【教科書】 
必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

【参考書】 
リサイクル六法 （出版社）新日本法規出版株式会社 

【成績評価基準】 
レポート提出（４０％）、小テスト（４０％）、授業への取り組み（２０％）で評価する。 

【メッセージ】 
資源・環境・廃棄物処理に関する新聞・テレビ等の報道に注目し、法の現状と課題を知ることが重要である。 

 

 



 

区  分 専門科目群－専門基礎科目 担当教員 山嵜 勝弘 

授業科目 高分子材料 

英  訳 Polymer Materials 

配当年次   ３年次   前期 必選別 選択 単位数   ２単位 

【授業の概要】 
高分子材料の基礎的知識、化学合成反応、固体構造、物理的性質、改質技術、成形加工技術、成形品の二

次加工などの基礎的な事項と、汎用プラスチック、エンジニアリングプラスチックなどの使用例を学ぶ。 
また、プラスチックの簡易識別方法、リサイクル実用例、技術的課題を学習する。 

【授業の目的】 
高分子材料は、優れた特性が多く日用品・工業製品などに多用されている。これらの多種多様な高分子材料の化学

的構造、物理的性質、成形加工技術、使用事例などを理解する。 

【到達目標】 
 ゴム、プラスチック、繊維などの身近な高分子材料について、物性、合成法、成形法、環境に与える影響などにつ
いて基礎的な知識を得る。 

【準備学習(予習・復習)】 
授業の要点をまとめること。配布プリントを整理し内容を理解すること。不明点は質問すること。 

 

【授業計画】 

第 １回 高分子材料の分類と用途（１）熱可塑性樹脂 

第 ２回 高分子材料の分類と用途（２）熱硬化性樹脂 

第 ３回 生活環境と高分子材料（１）日用雑貨品への使用例 

第 ４回 生活環境と高分子材料（２）工業製品への使用例 

第 ５回 高分子合成の基礎（１）ラジカル重合、イオン重合 

第 ６回 高分子合成の基礎（２）配位重合、重縮合、開環重合、 

第 ７回 高分子の物理的性質（１）固体構造、力学的性質 

第 ８回 高分子の物理的性質（２）熱的性質、電気的性質、耐久性 

第 ９回 プラスチックの成形・加工（１）押し出し成形、射出成形、真空成形 

第１０回 プラスチックの成形・加工（２）ブロー成形、スラッシュ成形、インフレーション 

第１１回 プラスチックの成形・加工（３）カレンダー加工、ハンドレイアップ、 

第１２回 プラスチックの二次加工（塗装、メッキ、スクリーン印刷） 

第１３回 高分子材料と環境問題（１）生分解プラスチック 

第１４回 高分子材料と環境問題（２）プラスチックリサイクル 

第１５回 まとめ 

 

【教科書】 
必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

 

【参考書】 
高分子合成化学 遠藤剛他 化学同人、  新高分子化学序論 伊勢典夫他 化学同人 

【成績評価基準】 
レポート提出（４０％）、小テスト（４０％）、授業への取り組み（２０％）で評価する。 

【メッセージ】 
 高分子材料は業種を問わず多用されており、身近で重要な材料であるから、理解を深めることが必要である。 
 

 



 

区  分 専門科目群 － 専門基礎科目 担当教員 渡邊真彦 

授業科目 物質分析技術 

英  訳 Analytical Technology of Substances 

配当年次     3年次 前  期 必選別 選択 単位数   2  単位 

【授業の概要】 
近年、分析機器はブラックボックス化が進み、原理を知らないまま操作方法の習得をしている理科の指導者
が増加している。この講義では機器の動作原理から学ぶことで、教育指導時に生じたトラブルの原因が何で
あるかを理論的に考え、合理的に対処しようとする態度の獲得を図る。 

【授業の目的】 
物質が持つ構造や性質を正確に把握するために化学分析技術は現在広く利用されている。この講義では、主
に化学的手法による物質分析技術についての知識を深めることを目的とする。はじめに物質の化学的定性、
定量がどのように行われてきたかについて学ぶ。また、物質の化学的な特性は主に原子や分子の外殻電子に
起因することが多いので、近年ではこれらの状態を電磁波などさまざまな手法を利用して定量する機会も増
えている。試料の前処理、分離、濃縮などの化学的手法についても理解を深める。 

【到達目標】 
機器分析に利用する代表的な測定器についてその特徴と取り扱いや利用対象などについて理解する。 

【準備学習(予習・復習)】 
前回の授業内容をよく理解しておくこと。授業の中で与えられる課題をまとめること。 

【授業計画】 

第 １回：化学分析法の種類と手法 

第 ２回：試験体の化学的前処理法 

第 ３回：分離濃縮法の基礎 

第 ４回：重量法、容量法、吸光光度法  

第 ５回：分光スペクトル分析の基礎（吸光、発光） 

第 ６回：分光スペクトル分析（蛍光、ラマン） 

第 ７回：原子スペクトル（原子吸光、ICP発光分析） 

第 ８回：クロマトグラフィーの基礎 

第 ９回：クロマトグラフィー（ガス、液体） 

第１０回：質量分析の基礎（ビーム収束、安定性） 

第１１回：ガスクロマトグラフと質量分析器の接続 

第１２回：X線分析の基礎（X線の発生、回折） 

第１３回：X線分析（蛍光、オージェ分光） 

第１４回：核磁気共鳴分析の基礎 

第１５回：核磁気共鳴スペクトル解析演習 

定期試験 

【教科書】 
適宜、プリントを配布する。 

【参考書】 
 機器分析（化学実験テキスト研究会編、産業図書） 

【成績評価基準】 
各分析手法を学んだ後小テストを行う。また、機器分析の応用事例等について適宜レポートを提出させる。
期末試験、小テスト、レポートの結果を総合して100点満点で、60点以上を合格とし、3段階評価を行う。 

【メッセージ】 

 



 

区  分 専門科目 － 専門基礎科目 担当教員 佐々木 健 

授業科目 バイオレメディエーション 

英  訳 （Bioremediation） 

配当年次     ３ 年次  前期 必選別 選択 単位数   ２  単位 

【授業の概要】 
バイオレメディエーションは生物による環境修復であるが、公害による有機物質汚染、有害重金属汚染、環
境ホルモンによる汚染、放射能汚染の実態を講義する。次に、それら汚染の処理技術を学習し、さらにバイ
オリメディエーション、ファイトレネヂィエーションを学習し、環境修復技術の基礎から応用までを学習す
る。さらに環境保全の重要性を、教育的立場から深く学習する。 

【授業の目的】 
産業革命以来、人類は公害や化学物質、重金属また放射性物質による汚染を繰り返してきた。種々の汚染防
止技術が開発されたが、限界があることが明らかにありつつある。生物や微生物を用いたバイオリメディエ
ーション技術こそ、汚染された環境を修復する重要な技術であることが認識されつつある。植物によるファ
イトレメディエーションを含むバイオレメディエーションの基礎から応用までを理解し、環境修復技術の基
礎から応用まで学習することを目的とする。教育的立場からの環境保全の重要性も学習する。 

【到達目標】 
公害による有機物質汚染、有害重金属汚染、環境ホルモンによる汚染、放射能汚染の実態を認識する。さら
にバイオリメディエーション、ファイトレメディエーションを学習し、環境修復技術の基礎から応用までを
理解する。 

【準備学習(予習・復習)】 
予習として有機物質汚染、有害重金属汚染、環境ホルモンによる汚染、放射能汚染の実態を認識する。さら
にバイオリメディエーション、ファイトレメディエーションを関する本（図書館やその他、百科事典等）で
予習しておく。復習は講義のあとメモや黒板板書の内容および要点をノートにまとめ、レポートとしておくこと。 

【授業計画】 

第 １回 公害と環境汚染 

第 ２回 重金属汚染と処理技術 

第 ３回 環境ホルモンと処理技術 

第 ４回 放射能汚染と処理技術 

第 ５回 バイオレメディエーションとは 

第 ６回 バイオアテヌエーション、スベンディング、 

バイオティムレーションとバイオオーグメンテーション 

第 ７回 バイオプリザベーションとファイトレメディエーション 

第 ８回 まとめＩ 

第 ９回 バイオレメディエーションによる重金属除去 

第１０回 バイオレメディエーションによる環境ホルモン除去 

第１１回 バイオレメディエーションによる放射能除去 

第１２回 ファイトレメディエーションによる重金属除去 

第１３回 ファイトレメディエーションによる環境ホルモン除去 

第１４回 環境保全とバイオレメディエーション 

第１５回  まとめＩＩ 

【教科書】 
もう少し深く理解したい人のためのバイオテクノロジー、高木、平井編、地人書館、プリントを配布する。 

【参考書】 
バイオレメディエーションの基礎と実際、児玉徹監修、シーエムーシー出版、廃棄物のバイオコンバージョ
ン、佐々木健ほか著、地人書館 

【成績評価基準】 
達成度試験（６０％）、レポート（２０％）、小テスト（２０％）で評価する。 

【メッセージ】 
生物による環境保全の重要性を理解してほしい 



 

 



 

区  分 専門科目 担当教員 岡田 大爾 

授業科目 地学Ⅰ 

英  訳 GeoscienceⅠ 

配当年次      ３年次 後期 必選別 必修(中・高理科免) 単位数    ２単位 

【授業の概要】 
地球は水の惑星と呼ばれ、様々な環境を提供し、人類を含む多様な生命を育んでいる。今、人口増加・異

常気象等による食料危機や大災害が現実となる中、地震、津波、火山活動、土石流、水害、土壌、さらに、
地質構造や津波堆積物、化石などから分かる環境変化の歴史、台風などを含めた異常気象、人為的な環境変
化、太陽を源とするエネルギー、化石燃料の枯渇、地熱等について地学の視点から講義する。 

【授業の目的】 
地球上の様々な現象と宇宙の中での運動を学び、それぞれの場面で、人間の暮らしや生物とのかかわりを

理解するとともに、科学、生命、環境、時間空間概念に関する基礎的思考や表現ができる。 

【到達目標】 
・火山の災害と恩恵のような多角的な見方や、火山や前線の性質と現象との関係のような科学的な見方、物
理・化学的な法則は同じであるとして過去と現在の状況を比較して考えることなどができる。 

【準備学習(予習・復習)】 

・前回の授業内容をよく理解しておくこと、不明点は質問すること 

・授業の中で与えられた課題をまとめること 

【授業計画】 

第 １回 地球の姿、地球内部の構造とプレート 
第 ２回 地震と津波 
第 ３回 火山活動と温泉、地熱 
第 ４回 火成岩、堆積岩、変成岩、土壌 
第 ５回 地殻変動と地形、災害 
第 ６回 地層と化石、化石燃料 
第 ７回 地球46億年史 
第 ８回 大気と水 
第 ９回 大気の運動 
第１０回 日本の天気 
第１１回 地球環境の変遷と環境問題 
第１２回 地球の運動 
第１３回 太陽系 
第１４回 恒星 
第１５回 宇宙論概論 
期末試験 
 

【教科書】 
・必要に応じて授業で紹介する。 

【参考書】 

・一冊で読む 地球の歴史としくみ（山賀進 著、ベレ出版）  

・学びなおすと地学はおもしろい（小川勇二郎 著、ベレ出版）  

・地学のツボ―地球と宇宙の不思議をさぐる（鎌田浩毅 著、筑摩書房） 

・地球環境 46億年の大変動史（田近英一 著、化学同人） 

・はじめての地学・天文学史（矢島道子・和田純夫 編、ベレ出版）  
・図解 気象・天気のしくみがわかる事典（青木孝 監修、成美堂出版） 

【成績評価基準】 
期末試験(80%)、授業への取り組み(20%)で評価する。 

【メッセージ】 
・試験問題は難しいため、毎回の確実な復習が必要です。 

 



 

区  分 専門科目群 － 専門基礎科目 担当教員 渡邊真彦 

授業科目 環境シミュレーション 

英  訳 Environmental Simulation 

配当年次     3年次 後  期 必選別 選択 単位数   2  単位 

【授業の概要】 
自然環境や社会環境などの基本的な問題を数学的に取り扱う手法を学習し、具体的に数値化ならびにグラフ
化を行って環境問題の基本を習得する。最後に湖の汚染についての演習を行い、水、大気、地質等の様々な
因子が環境に与える影響について学修する。 

【授業の目的】 
近年の放射性物質拡散などには大気や海流など複雑なメカニズムや要因が関係している。これらを理解し、
解決するためには数学的手法に基づくシミュレーションが有効である。ここでは、基本的で簡単ないくつか
の例を対象として、まず数学モデル化の実践を行い、基本的手法を習得する。その後、大気や水など広範な
流体の移動拡散などについても学修することで、地球をとりまく大気水圏について理解を深める。また、地
層の年代測定などでは、放射性同位元素が有効活用されていることについても学び、その取り扱いについて
理解を深める。 

【到達目標】 
環境における様々な現象の数学モデル化と数値計算法について理解する。 

【準備学習(予習・復習)】 
前回の授業内容をよく理解しておくこと。授業の中で与えられる課題をまとめること。 

【授業計画】 

第 １回：地球における大気水圏内での物質循環と気象 

第 ２回：地球内部構造と物質移動 

第 ３回：原子核の崩壊に対する数学モデル 

第 ４回：放射性炭素の崩壊 

第 ５回：年代測定の実例  

第 ６回：人口変化の予測等への応用 

第 ７回：抑制された成長モデル 

第 ８回：刺激と反応モデル 

第 ９回：感覚器官への刺激と反応モデル 

第１０回：技術革新の普及 

第１１回：輸送と拡散を伴う現象のモデル(1)  大気圏 

第１２回：輸送と拡散を伴う現象のモデル(2)  水圏 

第１３回：汚染物質の輸送に伴う拡散や濃縮の実例（ホットスポット等） 

第１４回：緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)などの応用事例 

第１５回：まとめ 

【教科書】 
適宜、プリントを配布する。 

【参考書】 
 

【成績評価基準】 
課題提出（80%）、小テスト（20%）で評価する。 

【メッセージ】 

 



 
区  分 専門科目 担当教員 岡田 大爾 

授業科目 地学実験 

英  訳 Geosience Lab 

配当年次      ４年次 後期 必選別 必修(中・高理科免) 単位数    １単位 

【授業の概要】 

我々の住む地球の歴史、活動、地殻を学ぶには、現地での調査や観測も必要となってくる。ここでは、地

質調査、岩石の鑑定、気象観測や天体観測等の器具の取り扱いも含めた調査実習を行う。 
また、コンピュータを用いたシミュレーションやスチロール球とホワイトボードを一体的に用いたモデル

実験を行い、視点移動能力を伸ばす。 

【授業の目的】 
「ヒト」を含む全ての動植物は、さまざまな生態系を作っているが、それを支えているのは、太陽からの

放射線や光・熱を調節する地球磁場や大気、さらにさまざまな気象現象や地質・土壌・地殻構造等である。
これらの地球科学全般を実験・観察を通して実践的に学ぶことにより地学の理解を深める。具体的には、中
学・高校で扱われる地学全般の標本や地質調査、気象観測、天体観測、モデル実験、教材及びそれらの取り
扱いに習熟することを目的とする。さらに、コンピュータやモデルを使った実験・観察も行うことができる
ようになることを目標とする。 

【到達目標】 
・実験・観察の技能をマスターし、現象がおこる理由をモデル等で中学生や高校生にも分かりやすく説明できる。 

【準備学習(予習・復習)】 

・授業の中で与えられた課題をまとめること 

【授業計画】 

第 １回 土壌、砂泥、火山灰の観察と保水実験、沈降実験。造岩鉱物、鉱物結晶の観察と硬度実験 

第 ２回 岩石の観察と分類及び花崗岩を使った水の浸透実験 

第 ３回 偏光顕微鏡による観察と光学的性質の実験 

第 ４回 化石・地層の観察、クリノメーターなど地質調査の実習 

第 ５回 パソコンを使った断層・褶曲・不整合等の地質構造発達のシミュレーション実験 

第 ６回 地形図の読み方、地質図の読み方の実習 

第 ７回 気象観測機器および気象関連教材の取り扱い及び実際の観測実験 

第 ８回 天気図の書き方の実習 

第 ９回 パソコン利用による天気のシミュレーション実験と野外での観望天気予報 

第１０回 露点の測定実験による湿度の測定と乾湿計による 湿度の測定 

第１１回 天体観測機器および天文学関連教材の取り扱いと実際の観測実験 

第１２回 地球の自転・公転と地動説的視点と天動説的視点のモデル実験 

第１３回 惑星の動き・見え方と地動説的視点と天動説的視点のモデル実験 

第１４回 パソコンを使った天体運動のシミュレーション実験 

第１５回 まとめ 

【教科書】 
特になし。 

【参考書】 

・地学観察実験ハンドブック新装版（小林学・恩藤知典・山極隆 編、朝倉書店） 
・新観察・実験大事典 地学編（新観察・実験大事典編集委員会 編、東京書籍） 
・見方のポイントがよくわかる地層のきほん（目代邦康 著、誠文堂新光社） 

【成績評価基準】 
実験に対する積極性(20％)、レポート(80％)で評価する。 

【メッセージ】 
地学実験では、SPIにも出題される空間認識能力を伸ばすことができます。みんなで実験している際に、自分のわ

からない部分を放っておかず、わかるまで積極的に質問して解決しましょう。 



 

 



 

区  分 専門科目群－専門基礎科目 担当教員 河嶋 孝彦 

授業科目 栽培演習 

英  訳 Practice of Plant Cultivation 

配当年次 4年次 前期 必選別 選択 単位数 ２単位 

【授業の概要】 
種々の植物の栽培を通して、その特性を知るとともに、栽培の要件について探求する。さらに、植物細胞

の顕微鏡観察、植物の茎頂点培養など、主に理科の教員に必要な実験実習指導に対応できる、応用的な実験
内容についても学習する。 

【授業の目的】 
植物の多様性、気候とバイオーム、植物の器官と分化、植物の発生、環境応答に対する仕組みの理解と知

識の修得を念頭に、各種植物の栽培と細胞観察、植物のカルス培養などの実習を通して栽培要件を習得する
とともに実践的な生物学の重要性の理解を深める。さらに生き物に対しての畏敬の念や生命尊重の精神をも
つことと教育者としての資質を向上させる。 

【到達目標】 
 植物栽培の実践や基礎知識について学習し、作物特性や環境反応を理解する。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
 前回の授業内容をまとめ、不明点は質問すること。 
 

【授業計画】 

第 １回：栽培演習の概要とねらい 

第 ２回：植物と園芸作物 

第 ３回：植物の栽培実験（1‐1）野菜の播種 

第 ４回：植物の栽培実験（1‐2）中間調査 

第 ５回：植物の栽培実験（1‐3）結果のまとめとレポート 

第 ６回：植物の栄養生理 

第 ７回：植物の栄養繁殖 

第 ８回：植物の開花調節 

第 ９回：植物の発育生理 

第１０回：植物の栽培実験（2‐1）花の播種 

第１１回：植物の栽培実験（2‐2）中間調査 

第１２回：植物の栽培実験（2‐3）結果のまとめとレポート 

第１３回：植物の茎頂点培養 

第１４回：植物と光合成 

第１５回：まとめ 

 

【教科書】 
 適宜、プリントを配布する。 
 

【参考書】 
 園芸に関する図書 
 

【成績評価基準】 
レポート提出（６０％）、授業中の課題（４０％）で評価する。 
 

【メッセージ】 

 

 



 

区  分 専門科目群－専門基礎科目 担当教員 河嶋 孝彦 

授業科目 栽培学 

英  訳 Cultivation Learning 

配当年次     ３年次 後期 必選別 選択 単位数 ２単位 

【授業の概要】 
作物を栽培するための様々の要因を理解することにより、次年度前期「栽培実習」の基礎とする。 

【授業の目的】 
中学校技術・家庭（技術分野）教育に適合した学習内容を基本として、植物栽培に関する基礎的・基本的

な知識と技能を習得するとともに、栽培学実習の全過程を通じて教育者としての資質を向上させる。 

【到達目標】 
 植物栽培の基礎について学習し、作物の特性を理解する。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
 前回の授業内容をまとめ、不明点は質問すること。 
 

【授業計画】 

第 １回：中学校技術・家庭（技術分野）における「栽培実習」のねらい 

第 ２回：作物の性状と適応性（1）環境 

第 ３回：作物の性状と適応性（2）風土 

第 ４回：作物の栽培管理（1）露地 

第 ５回：作物の栽培管理（2）施設 

第 ６回：作物の土壌管理 

第 ７回：作物の病害虫対策（1）病害 

第 ８回：作物の病害虫対策（2）害虫 

第 ９回：作物の病害虫対策（3）有機栽培 

第１０回：作物の品種の変遷 

第１１回：作物の品種改良（1）育種 

第１２回：作物の品種改良（2）バイテク 

第１３回：作物の繁殖方法 

第１４回：作物と環境整備 

第１５回：まとめ 

定期試験 

【教科書】 
 学校園の栽培便利帳（日本農業教育学会） 
 

【参考書】 
 園芸に関する図書 
 

【成績評価基準】 
期末試験（６０％）、授業中の課題（４０％）で評価する。 
 

【メッセージ】 

 

 



 

区  分 専門科目群－専門基礎科目 担当教員 河嶋 孝彦 

授業科目 栽培実習 

英  訳 Cultivation Lab 

配当年次     ４年次 前期 必選別 選択 単位数 １単位 

【授業の概要】 
作物を適切に成長させるための作業を、自然環境、土壌の管理、施肥、消毒、害虫の駆除及び農機具管理

から考慮した栽培計画をたてて実践する。 

【授業の目的】 
中学校技術・家庭（技術分野）教育に適合した学習内容を基本として、植物栽培に関する基礎的・基本的

な知識と技能を習得するとともに、栽培学実習の全過程を通じて教育者としての資質を向上させる。 

【到達目標】 
 植物栽培について体験学習し、基本的な栽培方法を理解する。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
 前回の授業内容をまとめ、不明点は質問すること。 
 

【授業計画】 

第 １回 中学校技術・家庭（技術分野）における「栽培実習」のねらい 

第 ２回：作物栽培計画の作成（課題を持つ） 

第 ３回：作物栽培と土づくり 

第 ４回：作物の栽培管理（1）施肥・耕転・播種 

第 ５回：作物の栽培管理（2）かん水・病害虫駆除 

第 ６回：作物の栽培管理（3）かん水・追肥 

第 ７回：作物の栽培管理（4）かん水・除草 

第 ８回：作物の栽培管理（5）かん水・剪定 

第 ９回：作物の栽培管理（6）収量調査 

第１０回：作物の繁殖方法 

第１１回：作物のコンテナ栽培（1）野菜 

第１２回：作物のコンテナ栽培（2）花 

第１３回：作物と雑草 

第１４回：作物による環境保全 

第１５回：まとめ 

 

【教科書】 
・学校園の栽培便利帳（日本農業教育学会） 
 

【参考書】 
 園芸に関する図書 
 

【成績評価基準】 
レポート提出（６０％）、授業中の課題（４０％）で評価する。 
 

【メッセージ】 
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