事前学習課題の出ている授業リスト・課題
※必修授業で課題が出ています、よく確認してください※
2020 年 4 月 埼玉大学工学部環境社会デザイン学科
今年度、第 1・2 タームの授業の週数が 14 週となりますが、教育の質確保の取組とし
て、短縮された講義時間を補完するよう、各授業で対応を行います。その対応として、授業
開始前の事前学習を課す科目について、本資料でお知らせします。
事前学習課題の確認方法は、科目によって以下の 2 つの方法に分かれています。
１）大学教務システムの WebClass を利用（PC 等を利用してアクセスする）
２）この資料に課題が綴じこまれている
WebClass の利用には、事前にその科目の履修登録が必要です。4 月 16 日（金）以降早
い時期に大学教務システムから履修登録をした上で、確認をしてください。この資料の最後
に、WebClass の利用について簡単なマニュアルを掲載しています。
表－事前学習を課している授業科目名・担当教員名
対象
学年

講義番号

科目名

担当教員

課題の確認方法

1

TX67114

情報基礎

加藤、斎藤、Goit

WebClass／本資
料に綴じこみ

1

RT1005-4

確率・統計基礎

小嶋文

WebClass／本資
料に綴じこみ

1

T76010

環境社会デザイン
概論

内村、建設系教員

WebClass／本資
料に綴じこみ

2

RT3001-4

化学基礎

小口千明

本資料に綴じこみ

2

T76190

建設材料工学

浅本晋吾・ルアンヤオ

WebClass

熱力学

浅本晋吾

WebClass

2～4 T66170
4

T76500

都市建築防災計画

西田幸夫

WebClass

4

T76510

建築と都市

古里実

WebClass

※WEB掲載版では迷惑メール対策として、担当教員の連絡先メールアドレスの@マークを画像
で表示しています。

TX67114 情報基礎 事前学習課題
【新入生全員，必読！授業開始までに要実行です！】
講義準備に必要なソフトウェアのインストールやメール設定
情報基礎講義担当
ご存知の通り，COVID-19 ウイルスの拡大を受けて，講義の事前学習の指示や，インターネットを通
じた講義資料の配布が行われる場合があります．基本的にこれらの資料は Web Class を通じてダウンロ
ードするよう指示があります．以下の url から Web Class にログインすることができます．
https://webclass.gks.saitama-u.ac.jp/
講義の課題では word や excel などのソフトウェアによる解答作成が指示される場合が多いです．他の
ガイダンスや大学が提供している情報の中に，これらの使用方法に関する説明が含まれているかもしれ
ませんが，念の為，使用しそうなソフトウェアのインストール方法やメールでのエチケットについて，簡
単に説明します．最小限の説明を心がけていますので，更に進んだ内容については，情報基礎の講義内で
説明します．
また，大学が学生向けに提供しているサービスについては，以下の url に使用方法やインストール方法
に関する説明が細かく記されています．コンピュータウイルス対策ソフトも大学が提供していますので，
インストールすることを強く推奨します．
（この文書ではウイルス対策ソフトのインストール方法につい
ては触れません．）
・埼玉大学情報基盤センターHP：
https://www.itc.saitama-u.ac.jp/services/


Office 365
埼玉大学では，Word や Excel といった Microsoft Office のソフトウェアが使用できる Office 365

education の包括契約を結んでおり，学生の皆さんはこれを無料でインストールすることができます．ま
た，Office 365 メールについては，講義のアナウンスや各種連絡で使用しますので，使用できるようにし
ておくことを強く推奨します．
・Office 365 アカウント
Office 365 アカウントが無ければ，Office 365 のインストールができません．大学が各学生に対して
Office365 アカウントを発行しています．以下を参照して自分のアカウントを確認してください．
https://www.itc.saitama-u.ac.jp/services/MS/O365account-student.html
・Office 365 のインストール
以下の url にインストール方法が細かく示されています．参考にしながら，自分の PC で Office 365 を
使用できるようにしてください．
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https://www.itc.saitama-u.ac.jp/services/MS/CloudOffice.html
・Office 365 メール
以下の url に使用方法などが細かく示されています．参考にしながら，自分の PC やスマートフォンで
Office 365 メールを使用できるようにしてください．
https://www.itc.saitama-u.ac.jp/services/mail/CloudMail.htm
特に，転送設定（Office 365 メール宛に来たメールを自分がいつも使っているメールに転送する設定）を
行っておくと，大学からのメールに気付かないといった事を回避できますので，設定をお勧めします．転
送設定を行わなくても，スマートフォンのメールアプリ上で Office 365 メールを使用することもできま
す．これらの設定方法については，上記の url 上の「資料・マニュアル」を参照してください．
Adobe Acrobat Reader



pdf という形式の文書ファイルを使用するときに用いるソフトウェアです．講義資料は基本的に pdf フ
ァイルでアップロードされ，講義によっては課題を pdf ファイルで提出するよう指示される場合があり
ます．以下の url からインストールして使用できるようにしてください．
https://acrobat.adobe.com/jp/ja/acrobat/pdf-reader.html
（Google で「acrobat reader ダウンロード」で検索すれば，一番上に出てくるページです．）


メールでのエチケット
教員への質問を目的として，メールを使用することがあると思います．いくつか押さえておくべきエチ

ケットを簡単に説明します．
・使用するメールアドレス
教職員にメールする場合は，必ず大学のメールアドレス(～～@ms.saitama-u.ac.jp)から送信するよう
にしましょう．他のアドレス(～～@gmail.com など)から連絡が来ても，迷惑メールとしてフィルタリン
グされたり，見落としたりしてしまいます．
・メールのタイトル・本文
講義で指示がある場合はそれに従ってください．特に指示がない場合は，タイトルに該当する講義の名
前と自分の氏名・学籍番号を，本文に宛名・自分の氏名・学籍番号を入れておくと無難です．
以下に，例を示します．
例：
【タイトル】
情報基礎について 20TC0000 環社太郎
【本文】
○○先生
はじめまして．（or お世話になっております．など）
環境社会デザイン学科 1 年の建設太郎（20TC0000）と申します．
情報基礎の講義について，質問がありメールを差し上げています．
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4/x が提出日となっている課題①の設問②について，○○を××する方法が分かりませんでした．
講義資料では，△△となっていたため，これを試しましたが，□□というエラーが出て先に進めません．
対処方法について，ご教示願えないでしょうか？
よろしくお願いいたします．
20TC0000 建設太郎
（例終わり）


学内ネットワークの利用
（登校できるのはまだ先かもしれませんが）学内の主要な共用スペースや一部の講義室では大学の wi-

fi が使用できます．利用には初期設定が必要となりますので，自宅等でマニュアルを入手しておくことを
強く推奨します．以下の url を参照してください．
https://www.itc.saitama-u.ac.jp/services/campusnet/wireless.html
この資料（情報基礎事前学習課題）に関して，不明な点があれば，情報基礎担当にメールで質問してく
ださい．
情報基礎講義担当：
加藤：tkato
斎藤：saitou
Goit：chandra

mail.saitama-u.ac.jp
mail.saitama-u.ac.jp
mail.saitama-u.ac.jp
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1年生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
これから一緒に頑張りましょう！
確率・統計基礎の事前学習課題は、こちらの資料と
WebClassの補足資料、教科書を使用した自己学習です。
4/16（金）には、この資料をもとにした講義資料をWebClass
で公開します。
教科書が手に入ったら序説、第1章（～1.3）をよく学習してく
ださい。教科書の購入に時間がかかる場合は、まずこちら
の資料とWebClassの資料を参照してください。

ન૨嵣ଁੑ੦ຊ ਸ਼
担当：環境社会デザイン学科
小嶋文

はじめに
• この授業は、確率・統計的手法によってデー
タを取り扱うあらゆる授業科目を習得するの
に必要な基礎科目です。
• 特に、2年生の必修授業である計画数理の講
義を理解するためには本講義の知識が必要
となります。
• 後期に開講される「建設数学演習」の一部で
は、本授業の内容に関する演習を行います。
• 建設技術者として必要な確率・統計学を理解
しましょう。
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教科書

第1回のポイント

書名：基本統計学 第4版
著者：宮川 公男
出版社：有斐閣
授業の進行、課題等、教科書を持っ
ていることを前提とします。
必ず各自が所持してください。
※2014度以前の教科書（第3版）と
は異なるので、注意してください。
2年次の必修授業（計画数理）でも、
使用します。
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• 統計が、社会で建設を含むさまざまな分野で
利用されていることを理解する
• 統計的推論の必要性を理解する
• 統計データの「代表値」について学ぶ
• 「代表値」として最も多く用いられる算術平均
の性質を学ぶ
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統計資料の例

0.1 統計と⼈間⽣活 p.1〜

2017/4/10の天気予報
さいたまの日中最高気温

• 統計的な考え方、統計的判断
– 統計は私たちの暮らしの様々な場面で利用され
ています。
– また、皆さんも無意識に統計的な考え方、統計的
判断をしているはずです。
– 「今年は桜の開花が異常に早かったなあ・・・」
→これまで経験してきた桜開花日の平均的な時
期、ばらつきを思い浮かべて、今年の開花時期
が「異常に」早かったと判断している
– 「来月の海外旅行にはコートを持って行かなきゃ」
→過去何十年記録されてきた気温に関する統計
から得られた「平均気温」を利用して衣類を準備
5

16℃
さいたまの日中最高気温
1981～2010年の平均値

18.1℃

（出典）気象庁WEBサイト、各種データ・資料
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=43&block_no
6
=0363&year=&month=4&day=&view=p1
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確率・統計基礎
（D1:理⼯系基礎教育科⽬）

統計学の利用

例）パーソントリップ調査

統計：ある特定の集団について、それを構成するもの
の特定の性質に注目して観察し、その集団全体の特
徴を数量的に表現する（p.6）
• 統計学：工学に密接に関連

仮説

• 調査
• 実験

分析

結論

統計学を利用
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出典：東京都市圏交通計画協議会ウェブサイト
http://www.tokyo-pt.jp/person/index.html
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例）パーソントリップ調査

出典：国土交通省ウェブサイト
http://www.mlit.go.jp/common/001156730.pdf

例）パーソントリップ調査
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出典︓国⼟交通省、報道発表資料、 全国の都市における⼈の動きとその変化、―全国都市交通特
性調査結果より―
12
http://www.mlit.go.jp/common/001156131.pdf
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例）パーソントリップ調査

例）セメントの違いとコンクリート
の乾燥収縮の違い
引用：セメント協会コンクリート専門委員会、各種セメントを用いたコンクリートの乾燥収縮に関
する実験結果、セメント・コンクリート、No.774, pp.3‐9, 2011.
http://jcassoc.or.jp/kenkyuujo/04_shikenkenkyu/pdf/0401c.pdf

出典︓国⼟交通省、報道発表資料、 全国の都市における⼈の動きとその変化、―全国都市交通特
性調査結果より―
13
http://www.mlit.go.jp/common/001156131.pdf
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近年の新たな動き︓ビッグデータの活⽤

（出典）総務省情報通信審議会 新事業創出戦略委員会・研究開発戦略委員会 基本戦
略ボード（第6回） （2012/4/24）配付資料「資料6‐2ビッグデータの活用に関する アドホックグ
15
ループの検討状況」資料（https://www.soumu.go.jp/main_content/000157828.pdf）

カーナビデータの活⽤事例 その1
埼玉県では、カーナビを通して得られる自動車の位置情報から、
走行速度や急ブレーキ発生状況を把握し、安全対策に活用。

（出典）埼玉県ウェブサイト、カーナビデータを活用した交通安全対策
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1001/dousei1006/documents/554189.pdf
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カーナビデータの活⽤事例 その2
ETC 2.0による⽣活道路安全対策
幹線道路と比較して延長が長く交通量の少ない生活道路の
交通状況を調査する手段として、活用が進んでいる。

統計データと統計分析(p.6〜7)
• 統計データ
観察の対象となる、なんらかの個体の集合につ
いて得られた測定値の集合
– ある高校の3年生100人の数学の点数

• 統計分析
統計データに含まれる変動の規則性の発見

（出典）国土交通省ウェブサイト、道路、2.交通安全対策の取組
http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/sesaku/torikumi.html#2‐2‐4
17
（2020/4/7閲覧）

– 100人の数学の点数は、70点を中心にして散らばっ
ている
– 全体の7割の成績は、60点と80点の間にある
– 数学の成績の良い学生が概して英語の成績も高い
– ・・・・
18

統計的推論の必要性
（⼯学において）

統計的記述と統計的推論 p.7
• 統計的記述： 得られたデータの範囲内で分析
• 統計的推論： 本来多くの（理論上は無限の）回数
の観測によって知りうる事柄

全数調査が不可能
全数調査はナンセンス

一般
建設
全人類の平均身長 交通量調査
電球の耐久試験
鋼材の強度

「将来の交通量」は調査できない

少数回の観測で推論
統計的記述の例：100人の生徒のある1回の試験の平均点
統計的推論の例：100人の生徒のある1回の試験から、平均的な
学力を推測

強度を調べるために全ての
鋼材を破壊してしまったら、
売り物がなくなる・・・

19
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⺟集団と標本（pp.7〜9）
• 関心の対象である集団：母集団
• 少数回の観察で得られたデータ：標本（サンプル）
• 統計的推論：標本に基づいて母集団の性質を推測

第1章 平均値と分散 p.11
１．１ 平均値－代表値
代表値：ある一群のデータを、ただ1つの数字で代
表させる

算術平均
標本（サンプル）

n個のデータ

，

※代表値として、
圧倒的に多用

，・・・，

あるいは、
母集団＝全数

統計的推論
ポイント：誤差の扱い
• 統計的推論に誤差はつきもの
21
• 代表的標本を得ることが必要

22

他の代表値

他の代表値 p.15

• 幾何平均
ீ



ଵ ଶ

• 中央値（メディアン median）



– データを大きさの順に並べたときの中央の値
– データ数が偶数の場合、真ん中２つの平均

例）GNP のｎ年間での平均成長率p12～13

• 最頻値（モード mode）

• 調和平均

– もっとも頻度の多い階級の値
ு
ଵ

ଶ

ୀଵ

例：n=7
1, 3, 5, 5, 11, 15, 100





中央値

例）車の平均速度は？p14

最頻値

23

、
算術平均：異常値の影響を
24
受ける。（特にnが小さいとき）

10

１．２ 算術平均（の重要な性質）

１.２ 算術平均（の重要な性質）p.16
（１）算術平均はデータの一次変換を保持する
 に対して、定数

を用いて、

1次式 

により  を  に1次変換するとき、

 の算術平均

は

（3）算術平均からの偏差の平方和は、他のい
かなる一定値からの偏差の平方和よりも小
さい。






ଶ

ୀଵ

（２）算術平均からの偏差の和は常に0である。

平方和
（偏差の平方の和）

偏差：


ଶ

ୀଵ

：定数
• 等しくなるのは が
平均値のときだけ

※算術平均は、偏差の平方和を最小にする値である。


ୀଵ
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練習問題

１．３ 加重平均
重みつき平均

1)p.33
あるクラス10人の英語の試験成績は次のよう
であった。
20, 65, 70, 35, 10, 80, 5, 45,20, 25

(1.24)

• 平均点を求めよ

27

• あまり成績がよくないので、各人の点数を一
様に10点ましたとする。このとき平均点はどう
なるか。

28
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課題

練習問題 回答

0. この資料と、対応する教科書の1～20ページをよ
く読みましょう
1．最近の新聞を調べ、統計が用いられている例を1
つ挙げて説明しなさい。
• 新聞の誌名、記事見出し、発行年月日を必ず記
すこと（新聞は大学図書館でも読めます）
2．日常無意識に行っている判断が、実は統計的判
断である、という例を1つ挙げて説明しなさい。

1)p.33
20, 65, 70, 35, 10, 80, 5, 45,20, 25
• 平均点

ଵ



ୀଵ  =37.5

• 各人の点数を10点ました場合の平均点

=37.5+10=47.5

提出︓授業開始後、1、２の課題の提出を指⽰します。
29
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T76010 環境社会デザイン概論（１年生） 事前学習課題
【提出期限：4/2６(日)】
担当 内村 uchimurataro

mail.saitama-u.ac.jp

環境社会デザイン学科では、自然環境を理解しながら、文明生活を支える社会基盤施設を整備して、人間
社会を支えるための技術体系について学びます。
「環境社会デザイン概論」は、環境社会デザイン学科で
勉学を始める 1 年生に、学科で学ぶこと、卒業後に技術者として期待される役割を知ってもらうために
開講します。今年は授業開始が遅れ、初回の授業は 5 月 1 日（金）を予定していますが、その前に、皆
さんが環境や社会についてどのような関心を持っているのか自覚してもらうこと、またそれを学科教員
の間でも共有することを目的に、事前学習課題を課しますので、期日までに提出して下さい。
課題：下記について資料にまとめてください。
1) テーマとして、これまでに作られた社会基盤施設あるいは社会の仕組みの事例を１つ選んで下さい。
2) 選んだテーマについて、資料などを調べて、次の項目を説明して下さい。
2-1) 社会にどのような問題があり、どのように解決したか。
2-2) 実現のためにどのような技術が必要だったか。
2-3) 実現した結果、社会はどう変わったか
3) 社会や技術の状況は日々変わるし、問題を解決する方法は一つではありません。あなたは、卒業後、
この課題のテーマに選んだような施設や仕組みを創る技術者になることが期待されます。これから同じ
問題を解決するなら、どのようにすればもっと良くなるか、あなたの価値観に基づいて提案して下さい。
提出方法：Word または PDF の形式で、４／２６（日）までに、WebClass から提出する。
（WebClass で科目にアクセスするためには、先に履修登録しておくことが必要です）
注意事項：
・図表や写真も含めて A4×6 ページ以内の資料にまとめて下さい。
・1 年生は約 100 名いますが、なるべく重複せず他の人が選ばないテーマに取り組むことを期待します。
施設や形のある物に限らず、広く考えて下さい。例えば、安全快適に過ごすための社会ルールや、災害に
備えるための天気予報なども、社会を支える仕組みです。時期（歴史に残るもの、現在も使われているも
の、など）、地域（海外、国内、あなたの郷里、など） も自由に選んで下さい。あなたが生まれてから今
までに経験したローカルな事例でも構いません。
・書籍、新聞、インターネットの情報を引用して構いませんが、引用した部分は下線やかっこ書きなどで
明確にし、引用元を示して、読者が同じ情報を探せるようにしなければなりません。ルールを守らず他人
の著作物を使うのは、盗用になります。
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※参考に、環境社会デザイン概論の授業日程を下記に記します。
5/ 1(金) 内村：環境社会デザインへの導入（環境や建設の仕事、学科の教育目標と主要科目）
5/ 8(金) 牧

：社会基盤施設の種類と役割

（社会基盤施設（トンネル、ダム、上下水道、発電施設、橋）の構造、施工法、役割）
5/15(金) 田中：自然災害と建設：海岸防災，河川防災，河川環境について学ぶ
5/22(金) 久保田：都市計画入門：魅力的な都市を作る/交通計画入門：安全で円滑な交通システムを作る
5/29(金) 長田：地下を利用するために学んでほしいこと
6/ 5 (金) 奥井：橋の形態と橋梁計画：橋梁の基本的な構造形式と橋梁建設プロジュクトの実例の紹介
6/12(金) 牧

：自然災害（地震，津波）が構造物に及ぼす影響，構造物の維持管理の重要性

6/19(金) 桑野：地盤構造物の長期挙動と維持管理
6/26(金) 齊藤：地震の被害想定と減災：どのように地震被害を低減するかについての現状を学ぶ
7/ 3(金) 齊藤・ゴイト：グローバル化する世界の建設工学について学ぶ
7/10(金) 川本：地盤環境工学：土壌・地下水汚染の現状、廃棄物問題、国際プロジェクトについて学ぶ
7/17(金) 藤野：水資源・水質管理および環境保全について
7/24(金)は休日です
7/31(金) 岩崎：埼玉県のこれまでのまちづくりと、今後の少子・高齢社会に向けたまちづくり
8/ 7(金) 深堀：河川の景観デザイン

※学科教員が取り組んでいるテーマは、学科 Web「教職員紹介」も参照して下さい。
http://www.civil.saitama-u.ac.jp/org/index.html
以上
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化 学 基 礎

担当者：小口千明

事前学習について：
1. シラバス内容を確認し、教科書を購入する
購入方法：以下のどちらかでお願いします。
① 生協で購入する（教科書の準備をお願いずみ）：大学の近所に住んでいる人など
② 自分でネット購入や近所の書店などで調達する：遠方に住んでいる人など
2. 「第 1 章

化学の紹介」（p. 2-19）を読み、例題を自分なりに解いてみること。

3. 初回の講義時（4/27（月）の 1 限）に、例題に類似の小課題を出します。

★講義スケジュールは以下のとおりです
事前予習 1 回： 化学における数値と測定
4/27

2 回： 原子と分子

5/11

3 回： 分子・モル・化学反応式

5/18

4 回： 化学量論
第 1 回レポート

5/25

5 回： 気体

6/1

6 回： 周期表と原子構造

6/8

7 回： 化学結合と分子構造

6/15

8 回： 分子と材料

6/22

9 回： 核化学と年代測定
第 2 回レポート

6/29

10 回： エネルギーと化学

7/6

11 回： エントロピーと熱力学第二法則

7/13

12 回： 化学反応速度論

7/20

13 回： 化学平衡

7/27

14 回： 電気化学

8/3

15 回： まとめ、期末試験

★成績評価について
レポート 2 回（各 25 点）と期末試験（50 点）で評価します。
連絡先
小口千明
E-mail：ogchiaki

mail.saitama-u.ac.jp

研究室 Tel：048-858-3838

14

WebClass の利用方法
下記の操作をする前に、履修登録を完了させてください。
以下のページから、統一認証アカウントを利用して WebClass にログインします。
*埼玉大学 HP→在学生の方→「授業・履修関係」WebClass
*または、以下の URL にアクセスする
https://webclass.gks.saitama-u.ac.jp/
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授業支援システム

WebClass にログインすると、自分が履修登録している科目の時間割が表示されます。
課題が出ている科目名をクリックしましょう。

Click

講義資料や課題のリストが表示されます。クリックして資料の内容や課題の内容を確認しま
しょう。

クリックして資料確認

クリックして課題提出
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WebClass での課題提出
（ア）WebClass の画面で回答を入力する場合は以下の説明と図を参考にしてください。
 （1）回答欄に記述式や選択式など、指定された方法で回答を入力する
 回答の入力が終わったら、次の問題がある場合は（２）
「次のページ」ボタンをクリック
して次の問題に進み、回答を続ける。
 全ての設問の入力が終了したら（３）「終了」ボタンをクリックする

（1）
（2）
（3）

（イ）ファイルを提出する場合は以下の説明と図を参考にしてください。
 （1）
「参照」ボタンをクリックして、
（２）出てきたウィンドウで提出するファイル
を選択する
 （３）
「ファイル名」に選択したファイル名が表示されていることを確認して、
（４）
「開く」ボタンをクリックする
 （5）
「レポート提出」ボタンをクリックし、エラーメッセージが表示されていない
ことを確認して（6）「終了」ボタンをクリックする

（1）
（5）

（6）

（2）

（3）
（4）
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