
２００１年度力学１試験講評&救済措置
最初に大切なことを書いてしまいます。

• 評定は同封の答案のコピーに書かれています。Dの人は落第です。

• ９／２１ (金) ５２３３号室 １９：１０～２０：１０追試を行います。

• 上記追試をもって救済措置に換えます。これ以外の救済措置はありません。

• ２年生以上で講義が重なっているなど、上記追試が受けられないものは田口まで連絡
して下さい。個別に対応します。１年生にはこの措置は原則として適用されません。

• 上記追試の結果は１０月に配布される成績一覧には反映されません。成績一覧には
今回返却の答案の評定がそのまま記載されます。追試の結果の評定は次年度の成績報
告時に反映されます。従って、追試の結果、見事合格しても、忘れずに来年度再申告
してください。

• D評定以外の人も追試を受けていいことにします。その結果、よりよい成績をとれば
それを来年度に成績の訂正として反映します (Ａ評定の人には関係ない話ですが)。

• 予復習レポートの未提出による減点は追試では行わないものとします。

成績欄の見方：(素点)－ (予復習レポートの未提出による減点) ＝ (合計)

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの評定は (合計)によってつけられています。

得点分布 (素点：下記採点基準による)： ＊一つが１名／１年生のみ
９０～ ＊
８０～ ＊
７０～
６０～ ＊＊＊＊＊
５０～ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊
４０～ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊
３０～ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
２０～ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
１０～ ＊＊
　０～ ＊＊＊＊＊＊
上記の様に殆ど全員落第です。どうも僕は皆さんの実力が良く解って無かったようですね。

採点基準&講評
一部、誰も出来ていない問題があったので、その部分はゼロ点として配点をふり直しま

した。なお、3(d)(e)は一名しかできてないので、配点はしたものの事実上、ゼロ点の配点
です。
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誰も出来ていなかった問題：
1(c), 2(d)の後半 (円運動の安定性), 3(f)～(h)

最終的な配点：
1(a),(b):各１５点、計３０点
2(a)(b)(c):各１０点、(d)５点 (円運動は可能か、の部分のみ) 、計３５点
3 (a)(b)(c)：各１０点、計３０点
計 ９５点
((d)(e)が出来たたった１名の人には各１０点を加点)

講評
全体的にみて、わりとつまらないことでつまづいている人が多かったです。例えば、１

番は「万有引力と遠心力がつりあう」という条件から vと Lの関係を求めるのですが、こ
れに思い至らない人が多かったらしくあまりできていませんでした。一言「万有引力と遠
心力がつりあう条件から」とヒントを書いておけば良かったと反省しましたがあとのまつ
り。ただ、７月４日の講義ノートの２ページに３つの質点の場合の考え方が書いてあるの
で、持ち込みありの試験でそこまでやるのはちょっと甘すぎるかと思ったのですが、そう
でも無かった。みんな、講義ノート熟読してませんね。ちょっとがっかりしました。あと、
３番は (a)で �F を x, yで書くことができなくて先が出来ない人が沢山いました。問題文に
「x, yの関数として求めよ」とはっきり書いておいたのに気付かない人が多くてちょっとがっ
かりしました。x(t), y(t)が与えられた時に力を x, yの関数として求める、というのは４月
１８日の講義ノートの２ページあたりにやってあったのですが、なぜか気付かない人が多
かった。それさえ気がつけば、出来たんじゃないかと思う人は多かったです。
まとめると素点の低さ程にはみなさんの理解度は低くないのではないかなと思いました。

ただ、もうちょっとだけ総合力が足らない。１番の (a)などは理屈さえ解れば大学入試で
出てもいい問題ですよね。でも、結構出来ていない。皆さんも実感したと思うのですが、
問題を解くには理解度がかなり深くないと無理です。個々の公式などはある程度理解でき
ている人が多かったと思うのですが、組合せが出来ない。追試までそこのところをよく練
習しておいて下さい。次回の追試もレベルを下げるつもりはありませんので (誰も出来な
かった問題のレベルは除く)。
追試なんかすると皆さんも勉強しないといけないし、僕も採点があって大変なのですが、

もうちょっとお互い頑張ってみましょう。それでは。

追記：９／２１ (金)の力学２の時間に力学１の範囲をＡ４レポート用紙１０枚以上にま
とめて提出、という課題をお忘れなきよう。

解答訂正：
例によって解答にミスがありました。1(c)でどうせだれもできてないのですが
正解：
質点一個あたり、
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のエネルギーをもっているので全体ではこの４倍。v2を代入して計算すると
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アンケートの自由記述欄の一問一答：(全部ではありません)

○ 勉強不足が露呈していた。自分でもっと勉強しよう。先生方はあてにならない。
●「あてにならない」の意味は良く解らないですが、自分で勉強しないとダメなのは確

かですね。
○ むずいです。本当に。など (複数)

● 君だけじゃないから安心して下さい。追試頑張ってね。
○ 前期は遊んでしまったのであまり勉強しなかったのでかなり後悔。夏休みからこころ

を入れ換えて本当に頑張りますからよろしく。
●とりえあず、まず、追試頑張って下さい。
○ 過去２年の問いと全然違った。など (複数)

● 過去問を配った時に同時に配った講義ガイドに
成績は学期末の試験と平常点など。参考の為に過去の問題を配布する。まだ解らないと

思うが非常に簡単な問題である (但し、毎年同じ内容をやっているとは限らないので、解
らない問題もあると思う)。これを持ち込み制限無しで行った。但し、今年も同じような問
題であるとは限らないので、念のため。特に、家で過去問をやったときは簡単だと思った
けど、実際に試験を受けたら難しかったという人が増えていますので、注意しましょう。
と書いてありますので、ウソはついていません。
○ 宇宙について学びたい。
● そういう専門の先生が来年の４月にはくるといいですね。
○ テストの時間をもっと長くして欲しい。
● 誰も出来てない分は採点から除外しました。しかし、長くてもできるかどうか解んな

い感じでしたが、答案を見る限りでは。
○レポートは自分の責任の問題だが出席はちゃんととって欲しい。
●レポートの提出で出席をとっているつもりです。
○ 自分の問題を解く遅さにあきれた。レポートの方がいいな。
●レポートだとできた人のを写すだけでしょう。
○ 今回のテスト本当に頭に来た。先生がうろつき回って横に来てのぞいたりしてとても
不愉快だった。１度までも３回あった。もう一度やりたい。
● 追試で頑張ってね。
○プリントつくるの大変だったと思います。読むのが大変なのですから。
● まあ、でも、講義ノートは来年も使えますよね。
○ はっきり言って頑張ったのにできなかった。来年がんばってもできなかったらどうし
よう。
● できなかったのはあなただけじゃないし、来年ダメなら再来年でもいいでしょう。
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○ 授業はきちんとできました。自分なりに努力はしたつもりですが、テストが難しかっ
たです。なんで今年はこんなに難しいのですか？レポート頑張ったのにこんなに難しいな
んて。とっても落ち込みました。
● 今年が難しいのはちょっと皆さんに期待しちゃったからです。ちょっと期待しすぎた

みたいですが。追試までに期待に答えて下さい。
○ まじ、むずかしいっす。このテストからは先生の愛を感じることができませんでした。
単位がとれるかどうかは、先生の愛次第です。後期にリベンジしてやる。
● とりあえず、追試でリベンジして下さい。
○ 試験をやってみて自分の理解度はぜろに近く、わかった気でいるだけだった。次はが

んばろうと思う。
● 追試に期待します。
○ 過去問よりテスト難しすぎ。とても不公平。
● いい加減なテストでいい加減に単位もらったら嬉しいですか？
○ 講義ノートは役に立った。予習メモは不要。
● 予習メモについては他の人はそれなりに意味あると思っているようです。
○ 詳しい解説つきの問題集が見当たらない。
● 後期の物理学演習１で使う問題集はどうですか？
○ やっぱり物理は面白い。予想以上におもしろい。でも、かなり難しい。
● これからもっとおもしろく、かつ、難しくなります。やっぱり、量子力学や統計力学
までいかないと本当には面白くも難しくもならないと思います。
○ 大学での勉強の仕方がよーくわかりました。夏休みは死ぬ気で勉強します (数 IIIか

ら)基礎を固めます。きゅーさいそちを待っています。
● 追試で頑張ってね。
○ 過去問しまくったの意味無くてショック。
● 今回の試験の役には立たないかも知れないけど、理解度は確実に上がってますよ。そ

んなに悲観しないで下さい。

物理学科一年次アンケート（２００１年度前期：田口）集計結果

1. 力学第一に興味が持てましたか。

興味が持てた←− 1[10] 2[31] 3[20] 4[6] 5[3] −→ 興味が持てなかった。 [2.44]

2. 力学第一の程度はどうでしたか。

難しかった←− 1[22] 2[24] 3[22] 4[1] 5[1] −→ やさしかった [2.05]

3. 担当教官は熱心であったと感じましたか

熱心であった←− 1[33] 2[22] 3[14] 4[1] 5[1] −→ 不熱心であった [1.80]

4. 今回の講義について皆さんが教官を採点したら何点ですか？（１００点満点。６
０点が合格）

平均 73.3点

90～[17] 80～[21] 70～[10] 60～[9] 50～[5] 40～[2] 30～[2] 0～[2]

4



5. 力学１の内容の中で比較的興味が持てたものがあればそれを選んで下さい。

1. 質点の運動 [11] 2. 仕事とエネルギー [19] 3. 万有引力による質点の運動 [17]

4. 非慣性系における運動の記述 [9] 5. 全般的に何も理解できなかったので興味
の持ちようが無い。[10] 6. その他 (具体的に：

1. ～ 4. を選んだ人は特に興味が持てたトピックスを具体的にあげて下さい。

6. ところで、あなたの講義 (全１２回)の出席率は大体どのくらい？

出席率低←− 20%[2] 40%[2] 60%[6] 80%[14] 100%[46] −→ 出席率高 [88.6%]

7. 予習レポート (をやること)は理解の助けになりましたか？

たった←− 1[20] 2[16] 3[14] 4[12] 5[7] −→ たたない [2.56]

6: 提出したことが (殆ど)無いので解らない。[1]

8. 復習レポート (をやること)は理解の助けになりましたか？

たった←− 1[22] 2[23] 3[14] 4[4] 5[6] −→ たたない [2.26]

6: 提出したことが (殆ど)無いので解らない。[2]

9. 毎回のアンケートについてどうおもいますか？

意味ある←− 1[23] 2[15] 3[22] 4[5] 5[4] −→ 意味無い [2.32]

6: 提出したことが (殆ど)無いので解らない。 [0]

10. 配布プリントの中の「予習メモ」についてどう思いますか？

意味ある←− 1[26] 2[22] 3[16] 4[5] 5[2] −→ 意味無い [2.08]

6: 読んだことが (殆ど)無いので解らない。 [0]

11. 配布プリントの中の「講義ノート」についてどう思いますか？

意味ある←− 1[42] 2[19] 3[8] 4[2] 5[0] −→ 意味無い [1.56]

6: 読んだことが (殆ど)無いので解らない。[0]

12. 配布プリントの中の「回収アンケートの総括」のプリントについてどうおもい
ますか？

意味ある←− 1[26] 2[12] 3[21] 4[10] 5[1] −→ 意味無い [2.25]

6: 読んだことが (殆ど)無いので解らない。[0]

13. 予復習レポートのチェック (TAの山中さんによる)についてどう思いますか？

良かった←− 1[24] 2[10] 3[30] 4[2] 5[1] −→ 良くなかった [2.19]

6: その他 (具体的に：

5



14. 情報処理に興味が持てましたか。

興味が持てた←− 1[21] 2[17] 3[13] 4[8] 5[3] −→ 興味が持てなかった。 [2.27]

15. 情報処理の程度はどうでしたか。

難しかった←− 1[13] 2[17] 3[18] 4[7] 5[5] −→ やさしかった [2.57]

16. 担当教官は熱心であったと感じましたか

熱心であった←− 1[13] 2[14] 3[32] 4[3] 5[0] −→ 不熱心であった [2.40]

17. 今回の講義について皆さんが教官を採点したら何点ですか？（１００点満点。６
０点が合格）

平均 65.3点

90～[8] 80～[10] 70～[9] 60～[16] 50～[10] 40～[3] 30～[2] 20～[1] 0～[1]

18. 情報処理の内容の中で比較的興味が持てたものがあればそれを選んで下さい。

1. 電子メイル [9] 2. 画像 (xv,gnuplotなど)[8] 3. ホームページの作成 [20] 4.

JAVA[11] 5. 全般的に何も理解できなかったので興味の持ちようが無い。[9] 6.

その他 (具体的に：

1. ～ 4. を選んだ人は特に興味が持てたトピックスを具体的にあげて下さい。

19. 予習レポート (をやること)は理解の助けになりましたか？

たった←− 1[7] 2[7] 3[25] 4[10] 5[12] −→ たたない [3.21]

6: 提出したことが (殆ど)無いので解らない。[0]

20. 　物理学を学ぼうと思った理由は？

1. 将来、物理学者になりたい。[9] 2.別に、理由は無い。なんとなく。[17] 3. こ
こしか受からなかった。[3] 　4. 物理が好きだから。[34] 5.その他 [11]

21. 　半年間講義を受けて見てどうですか？

物理に来て...

良かった←− 1[18] 2[17] 3[24] 4[7] 5[6] −→ 後悔している [2.52]

22. 前の質問で、4,5の人にお訪ねします。で、どうしますか？

1.他の大学／学科に変わる（努力をする）。[1] 2.苦痛だが４年間我慢する。[9]

３.その他 [5]
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