
2016 年度 基礎数理 II (b) について

担当 竹野 (南棟 3 階)、畠野、渡辺 (教育センター)

1 曜日・時限、講義室、担当

講義室 担当教員 A クラス B クラス C クラス
講義 竹野 (A, B, C クラス) 木曜 4 限 火曜 4 限 火曜 2 限
演習

S2–10
畠野 (A クラス)、渡辺 (B, C クラス) 月曜 2 限 木曜 1 限 金曜 1 限

2 スケジュール (予定)

A クラス B クラス C クラス
No.

講義 演習 講義 演習 講義 演習

1 09/29 (木) 10/03 (月)∗1 09/27 (火) 09/29 (木) 09/27 (火) 09/30 (金)

2 10/06 (木) 10/11 (火)∗2 10/04 (火) 10/06 (木) 10/04 (火) 10/07 (金)

3 10/13 (木) 10/17 (月) 10/18 (火) 10/20 (木)∗1 10/18 (火) 10/21 (金)∗1
4 10/20 (木) 10/24 (月) 10/25 (火) 10/27 (木) 10/25 (火) 10/28 (金)

5 10/27 (木) 10/31 (月) 11/01 (火) 11/02 (水)∗3 11/01 (火) 11/04 (金)

6 11/10 (木) 11/14 (月)∗1 11/08 (火) 11/10 (木) 11/08 (火) 11/11 (金)

7 11/17 (木) 11/21 (月) 11/15 (火) 11/17 (木) 11/15 (火) 11/18 (金)

8 11/24 (木) 11/28 (月) 11/22 (火) 11/24 (木) 11/22 (火) 11/25 (金)

9 12/01 (木) 12/05 (月) 11/29 (火) 12/01 (木) 11/29 (火) 12/02 (金)

10 12/08 (木) 12/12 (月) 12/06 (火) 12/08 (木) 12/06 (火) 12/09 (金)

11 12/15 (木) 12/19 (月) 12/13 (火) 12/15 (木) 12/13 (火) 12/16 (金)

12 12/22 (木) 12/26 (月) 12/20 (火) 12/22 (木) 12/20 (火) 12/21 (水)∗4
13 01/05 (木) 01/11 (水)∗5 12/27 (火) 01/05 (木) 12/27 (火) 01/06 (金)

14 01/12 (木) 01/16 (月) 01/10 (火) 01/12 (木) 01/10 (火) 01/13 (金)

15 01/19 (木) 01/23 (月)∗6 01/17 (火) 01/19 (木) 01/17 (火) 01/20 (金)

試験 01/26 (木) — 01/24 (火) — 01/24 (火) —

• ∗1 : 演習が先行するため前の週は休講 (A クラス: 09/26 (月)、11/07 (月)、
B クラス: 10/13 (木)、C クラス: 10/14 (金))

∗2 : 10/11 (火) は月曜授業日 (A クラス)

∗3 : 11/02 (水) の 1 限 (か 4 限) に補講を実施 (B クラス)

∗4 : 12/21 (水) の 1 限 (か 4 限) に補講を実施 (C クラス)

∗5 : 01/11 (水) の 1 限 (か 4 限) に補講を実施 (A クラス)

∗6 : 01/23 (月) は試験期間に補講を実施 (A クラス)

• 6 週目と 11 週目の講義の時間に小テストを予定しています。

• 各週の講義内容についてはシラバスを参照してください。

• 上記スケジュールはあくまで予定で、何らかの事情で休講等が入り、そのために多少ずれる
可能性もあります。



3 教科書、評価等

• 教科書: 石川琢磨、植野義明、中根静男「微分積分学」(学術図書出版社)

• 内容: 1 変数関数の微分、微分の応用、1 変数関数の積分、複素数

• 評価: 演習 (30 点)、小テスト (15× 2 = 30 点)、期末テスト (25 点)、客観評価 (15 点)

• オフィスアワー: 月曜昼休み (南棟 3 階)

• 講義用 Web ページ (講義の配布資料等の情報の置き場所):

http://takeno.iee.niit.ac.jp/~shige/math/lecture/basic3/basic3.html

4 全般的な注意

• 授業の目的や到達目標、各回の講義内容についてはシラバスを参照してください。

• ほぼ毎回、授業の最初に前回の簡単な復習問題を行いますので、復習しておいてください。ま
た、遅刻しないでください。

• 小テスト、期末テストをなんらかの理由で受けられなかった場合は、すぐに教員に申し出て
ください。

5 再履修生に対する注意

• 再履修生は、従来通り他学科履習が可能で、1 年生の A クラス、B クラス、C クラスの開講
時間のいずれかを履習することができます。ただし、時間割に書かれていない B クラス、ま
たは C クラス の開講時間で履習する場合は学務課に他学科履習を申請してください。

• 2011 年以前入学の再履修生は、「基礎数理 II」と「数学演習 II」が分離しているので、一方
のみの履習も可能です。ただし、「基礎数理 II」のみの履習は不合格の可能性が高いです (問
題に慣れる機会が減る、演習点がない分テスト点数の比重が高い等)。よって、「基礎数理 II」
を履習する場合は、「数学演習 II」も合わせて履習することを強く勧めます。

なお、「数学演習 II」が履習できない場合も以下のように対応します。

1. 「数学演習 II」は履習済みのため履習できない場合
⇒ 単位にはならなくても「数学演習 II」への参加を許可します。(履習登録は不要)。そ
の場合、演習点を「基礎数理 II」の点数として評価します。

2. 「数学演習 II」が他の科目とぶつかる等の理由で履習しない場合
⇒「演習」のプリントを「基礎数理 II」の時間に配布しますので、それをやってきて提
出すれば、演習点として評価します。


