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一般科目の概要 

 

 今日の科学技術者は，幅広い常識と高度な科学的知識を持つとともに，豊かな想像

力と鋭い国際感覚を併せ持った人間であることが望まれています。高等専門学校はこ

のような人間の育成をめざして，５年間の一貫教育を行っている高等教育機関です。

そして，この目的に沿うために一般教養科目が置かれ，教育課程が編成されています。

これは高専のその専門学科を選択するにしても，共通して必要な一般教養，基礎学力

が養えるように配慮されています。そして，学年が進むにつれて一般科目の授業数が

少なくなり，専門科目の授業を多く履修するようになります。 

 教育内容は，基礎的な後期中等教育段階から始まり，次第に高度な高等教育段階へ

と発展して履修されていくようになります。また特に４年，５年では選択科目を設け，

現代社会の動向に対応した科目や学生自身の志向に応じた科目が選択できるようにし

ています。 

 

１）国語 

 日本人としての教養，豊かな発想を生み出す感性，あらゆる表現の基礎となる

日本語コミュニケーション能力を養う。 

 

２）社会 

 社会科の分野における基礎的な教養と学力を養成し，社会人として生活するの

に不可欠な知識や考え方を身につけさせるとともに，自ら考え，表現する能力を

養う。 

 

３）数学 

 専門科目を学ぶために必要な数学的知識を習得するだけでなく， 社会の様々な

ニーズに対応できる数学の基礎技術，方法論の理解， 自ら思考し推論する力，数

学的センス等を養う。 さらに，工学系数学統一試験（EMaT）と実用数学技能検

定の受験を通して， 大学初等レベルの内容までの学力向上を図る。 

 

４）理科 

 専門科目を学ぶためだけでなく社会の様々なニーズに対応できる基礎的な学力

を養う。さらに，実験や自然現象の観察を通して原理やその応用展開を考える応

用能力を養う。 

 

５）保健体育 

 生涯にわたって計画的に運動に親しむ資質や能力を養い，健康の保持増進のた

めの実践力の育成と，体力の向上を目標とし，健康・安全や運動についての理解

と運動の合理的な実践を行う。 

 

６）英語 

 社会の様々な場面で英語を使用するための基礎能力を養成する。また，自らの

英語力向上の手がかりとするため，TOEIC などの資格試験の受験を奨励する。授

業でも資格に関連する内容を扱い，平成１５年度からは学内統一 TOEIC 試験を

実施している。様々な指標で自らの英語力を測りつつ，進学・就職に必要な英語



力を身につける。 

 

７）第二外国語 

 高等教育機関では第二外国語の習得は不可欠と考える。他国の文化に触れるだ

けでなく職業人としてもその必要性は大きい。現在，第二外国語はドイツ語，中

国語，ハングルを開設しており，基礎文法と初級読解力を養うことを目標として

いる。 



機械工学科の概要 

 

機械工学は，金属やセラミックスなどの材料に命を吹き込み，人々に役立つ物を作り出

し，人類の希望を現実のものへと導く役割を果たします。現在，人類は多くの夢を持って

います。果てしない宇宙や未知なる海底の探検，分子や原子などのミクロの世界，そして

生態機能の更なる解明など数限りがありません。このように機械工学はあらゆる分野に関

わり，活用される学問です．以下に機械工学科で学ぶ専門科目の概要を紹介します。 

 

○専門基礎科目 

専門科目を理解する上で基礎となる応用数学，確率統計などを学びます。また，コンピ

ュータやマルチメディアに対応できるように情報リテラシーおよび情報処理を学びます。

さらに，技術者に必要な技術者倫理を学びます。 

○材料・構造系科目，運動・振動系科目 

材料の強度設計と材料の性質に関する知識は必須です。そのために材料力学と材料学を

学びます。また，機械の運動性能や振動について論じる機械力学を学びます。 

○エネルギー系科目 

機械を動かすためのエネルギーに関する科目として熱工学および熱機関を学びます。ま

た，水や空気を扱う流体機械や航空機を作るための知識として流体工学を学びます。 

○設計・生産系科目 

設計法に関する科目として機械設計概論，機構学，機械要素設計を学びます。また，製

作法に関する知識を加工学で学び，生産性を向上させるための知識を経営工学で学びます。 

○計測・制御系科目 

機械の性能を測定し，制御するため，計測工学と制御工学を学びます。また，ロボット

などを作るための各種センサや電気・電子機器に関する知識について電気工学，メカトロ

ニクス，論理回路などを学びます。 

○演習・実験・実習系科目 

低学年より機械設計製図の基礎を学び，機械図面のスケッチ・トレースや，機械の強度

計算などの設計，さらには２次元および３次元ＣＡＤにより図面を作成します。これと並

行して低学年より工作実習があります。各種工作機械，測定器，制御機器等の操作方法，

溶接法，鋳造法などを学び，最後に学生達がアイデアを出した設計製作を実際に行います。

実験に関する科目として，高学年に工学実験などがあり，講義科目の理論・法則などを実

際に体験します。 

○研究系科目 

５年間の集大成として，各研究室で教員の研究指導を受ける卒業研究があり，研究成果

は卒業研究論文集としてまとめ，卒業研究発表会においてプレゼンテーションを行います。 



電気情報工学科の概要 

 

最近の科学技術の進歩は「秒進分歩」と言われるほど目覚ましく，特に電子・制御・情報

関連分野は，その広がりにおいても極めて著しいものがあります。このため，電気技術者に

は最新の技術にも積極的に立ち向かう意欲が求められると同時に，電気技術者を必要とす

る分野も非常に広くなってきました。電気情報工学科は，将来どんな産業界に身を置いても

対応できるような技術者の養成を目指して，基礎的専門科目の学習に重点を置き，講義によ

る理論の修得と平行して多くの実験を行い，理論が身についた知識になるように教育課程

を編成しています。 

また，４学年からはエネルギ制御コースと情報通信コースに分かれ，それぞれの分野にお

ける実践的開発型技術者の育成を目指します。 

 

〇専門基礎科目・コース共通専門科目 

 電気工学の各分野に共通な基礎科目として，数学，応用物理，電気基礎，電気磁気学，電

気回路などの科目があり，これらの基礎科目を土台にして他の専門的な科目を学んでいき

ます。したがって，これらの基礎科目は演習を繰り返し完全に理解できるよう多くの時間を

かけています。また，電気情報工学科内にはインターネットへ接続できる５０台のパソコン

を備えた情報処理演習室があり，情報処理Ⅰ～Ⅲの授業を通してソフトウェアの学習をし

ます。現代のハイテク産業を支えるエレクトロニクスに関連した科目として電子工学，電子

回路などがあり，これらの授業でトランジスタや IC をはじめとする電子素子の動作原理や

利用法などについて学びます。 

 

〇エネルギ制御専門科目 

エネルギ制御コースの科目としては，モータの動作を学ぶエネルギ変換工学Ⅰ・Ⅱや電力

の発生，および運用を学ぶエネルギ発生工学，エネルギネットワーク工学などの他，今日あ

らゆる電気・電子機器に利用されている自動制御システムを学ぶ制御工学やシステム工学，

シーケンス制御などがあります。 

 

〇情報通信系専門科目 

情報通信コースの科目としてはアルゴリズム，情報ネットワーク，情報理論，信号処理の

科目では情報通信分野における理論を学び，IC 設計工学，電子デバイスなどの科目ではハ

ードウェアについて学びます。さらに，これらの応用分野として通信工学，電磁界理論，超

高周波工学などを学びます。 



環境都市工学科の概要 

 

環境都市工学科では、国際性のある、広い知識を持った建設技術者・環境技術者を育成し

ています。安全評価、環境評価および防災設計等ができる技術者の育成をめざし、地球環境、

地域環境に配慮しながら、私たちの生活を豊かで快適にする技術や知識を身につけること

ができるカリキュラム構成となっています。 

具体的には、測量、橋の設計、河川や海などの水の流れや水質、土の性質、都市計画や交

通計画、公園づくり、環境バイオなどに関する科目を勉強し、都市デザイン、道路・橋・ト

ンネル建設、防災設計、環境整備や環境評価の仕事にたずさわることができるよう教育しま

す。卒業後は、事業の計画・立案、事業が周囲に及ぼす影響の事前調査、施設・構造物の設

計・施工及び施工管理、構造物完成後の維持・補修といった各種の仕事に従事します。 

 

○専門基礎科目 

専門科目を理解する上で基礎となる科目として応用数学などを学ぶとともに、情報社

会で活躍するために情報処理や土木 CAD などについて学びます。さらに、技術者に必須

な技術者倫理も設定しています。 

○構造・材料に関する科目 

橋梁などの大型構造物を造るには、材料の特性や強度、構造物の設計方法などの知識が

必要であり、建設材料学、コンクリート工学、構造力学、鋼構造などについて学びます。 

○水工・環境に関する科目 

河川整備や港湾施設の建設、上下水道の整備には、水の流れ方などに関する知識が必要

なため水理学や河川工学などを学びます。また、自然環境の保護技術や環境に配慮した工

法の選択に必要な水環境工学、環境保全学、環境生物工学などについても学びます。 

○土質・施工に関する科目 

建物を支える基礎を作り、土砂災害などを防いで安全で安心できる社会を実現するた

めに、土の性質や強度などに関する土質力学や防災工学などを学びます。また、構造物を

建設するためには施工に関する知識が必要ですので建設施工などについても学びます。 

○計画・交通に関する科目 

都市計画を立てたり、交通網を整備したりする力を身に付けるため、都市計画や交通計

画、社会基盤計画学などを学びます。また、正確にものを作るための測量の知識・技術も

学びます。 

○実験・実習・演習系科目 

4 年生までは、効果的に専門知識・技術が体得できるように上記科目に関する実験・実

習を配置しており、4、5 年生では設計製図や工学総合演習で総合的知識を用いた学習を

行います。さらに学習の定着度を高めるための演習科目も設定しています。 



JABEE 対応教育プログラム「環境都市工学プログラム」の学習・教育目標 

 
■ 豊かな教養と国際性 
 

（Ａ）自然現象を理論的に取り扱えるように，数学・自然科学・情報技術を身につける。 
 

工学の基礎となる数学，自然科学，情報技術に関する基礎的な知識を修得する。情報技

術に関しては，情報化社会において技術者に必須とされる情報リテラシーを修得し，情報

技術を活用しながら専門知識や技術を応用・発展させる能力を育成する。 
 

（Ｂ）国際的な視野と幅広い教養および技術者としての倫理観を身につける。 
 

異文化を理解し，総合的に物事を判断できる幅広い教養と，工学に携わる者として求め

られる倫理観を身につける。また，外国語の学習を通して，国外の書物の講読，国外の技

術者とのコミュニケーションが可能な語学力を身につけることを目的とする。 
 

（Ｃ）事業内容や意見等を正確に相手に伝えることができる表現力，プレゼンテーション能

力を身につける。 
 

自らの考えを的確な文書や効果的な図面などを通して他者に伝達することができる表

現力，プレゼンテーション能力を育成する。授業におけるレポート・設計書の作成，卒業

研究・特別研究論文の作成を通して，論理的な記述・表現が出来るようになることを目的

とする。 
 

■ 建設・環境分野の基礎知識・能力 
 

（Ｄ）事業の計画，設計，施工および維持にいたるまでの一貫した作業を責任を持ってやり

遂げられる素養を身につける。 
 

社会基盤整備に関わる事業の計画，調査，設計，施工，維持管理に関わる専門分野の内

容を習得し，責任を持って事業をやり遂げる能力を身につける。 
 

（Ｅ）環境保全のための分析，評価能力を身につける。 
 

環境の恵沢の享受と継承，健康で文化的な生活の確保と向上に寄与する環境保全に関す

る基礎知識・能力を修得する。 
 

（Ｆ）環境に配慮した社会基盤整備を行う能力を身につける。 
 

環境に配慮し安全で快適な社会を形成するための社会基盤施設の整備に必要な，構造物

の材料特性や力学特性に関する基礎的知識・能力を修得する。 
 

■ 建設・環境分野の創造力・応用力 
 

（Ｇ）専門分野の知識を習得し，豊かな創造力を持って，問題に立ち向かえる能力を身につ

ける。 
 

建設・環境分野の基礎的専門知識を基にして卒業研究および特別研究に取り組むことに

より，未知なるものへのチャレンジ精神と創造力および多様な問題に対する解決能力を身

につける。 
 

（Ｈ）国家資格にも対応する実践的な技術を身につける。 
 

実験実習，設計製図，現場見学を通して，建設・環境分野の技術を体得するとともに，

その技術と理論とを対応させて理解する。また，建設・環境分野に関する国家資格にも対

応した実践的能力を身につける。 

 



建築学科の概要 

 

建築学科は，1964（昭和 39）年の呉工業高等専門学校の創設年に開設された 50 年以

上の歴史をもつ専門学科です。これまでの 50 年（回）に渡り，約 1800 人の卒業生を建

築の産業界に輩出してきました。 

建築学科は，主に住宅から事務所ビル，商業施設，文化施設など様々な建築物の建設に

関わる専門知識や技術を学ぶ学科で，学生の豊かな創造性を育む建築教育を実施していま

す。理数系の科目を学ぶことは当然のことながら，より良い生活空間の創造を目指して，

芸術，歴史など幅広い専門科目を教育しています。 

カリキュラム構成は，低学年で建築の基礎科目を中心に学び，高学年になるに従って専

門科目が増え，効率よく専門知識や技術を修得できるようになっています。情報処理教育

については低学年から取り入れ，コンピュータを活用した建築設計や構造設計の技術を修

得できるようになっています。 

 

○建築設計・計画（計画系） 

 建築を計画・設計するための基礎知識や技術，空間を創造するための基礎能力，図面や

模型を制作するための表現技術などを修得することを目的とした分野です。建築設計・計

画に関する基礎知識や技術を修得するために，具体的には建築計画，造形，建築設計製図，

建築史，建築意匠などの専門科目を設計・開設しています。 

○建築環境・設備（環境系） 

 建築環境や建築設備に関する基礎知識や能力，技術を修得することを目的とした分野で

す。主として建築物の内外の快適環境を形成するための計画理論や設計方法を学びます。

建築環境・設備に関する基礎知識や技術を修得するために，具体的には建築環境工学，建

築設備，建築環境実験などの専門科目を設計・開設しています。 

○建築構造（構造系） 

 建築の構造の仕組みや形式とその特徴，建築物の安全性，建築防災などに関する基礎知

識や技術を修得することを目的とした分野です。建築構造に関する基礎知識や技術を修得

するために，具体的には，建築構法，建築構造力学，鉄筋コンクリート造，鋼構造，建築

防災工学などの専門科目を設計・開設しています。 

○建築生産系（建築材料・生産） 

 建築を構成する材料の種類や特徴，建築物を建設するための施工技術などに関する基礎

知識や技術を修得することを目的とした分野です。建築生産に関する基礎知識や技術を修

得するために，具体的には，建築材料，建築生産などの専門科目を設計・開設しています。 

なお，上記以外にも建築に関わる包括的，基礎的な専門知識・能力を目指した学習内容（建

築法規など）も，授業科目として開設されています。 



現代文Ⅰ 現代文Ⅱ 現代文Ⅲ 日本語表現力基礎 日本文学

古典文学Ⅰ 古典文学Ⅱ

歴史総合Ⅰ 歴史総合Ⅱ

公共Ⅰ 公共Ⅱ

地理総合

技術者倫理

英語Ⅰ 英語Ⅱ 英語Ⅲ 英語Ⅳ 英語Ⅴ 英語Ⅵ 英語Ⅶ 英語Ⅷ 英語Ⅸ

英語表現Ⅰ 英語表現Ⅱ 英語表現Ⅲ 英語表現Ⅳ

第二外国語Ⅰ 第二外国語Ⅱ

芸術

保健

体育Ⅳ 体育Ⅴ

基礎数学ＡⅠ 基礎数学ＡⅡ 数学ＡⅠ 数学ＡⅡ 数学ＡⅢ 数学ＡⅣ

基礎数学ＢⅠ 基礎数学ＢⅡ 数学ＢⅠ 数学ＢⅡ

基礎数学Ｃ

応用数学 確率統計

物理Ⅰ 物理Ⅱ 物理Ⅲ 物理Ⅳ 物理Ⅴ 物理Ⅵ 物理科学

化学Ⅰ 化学Ⅱ 化学Ⅲ 化学Ⅳ

ライフサイエンス・

アースサイエンス

情報リテラシー 情報処理Ⅰ 情報処理Ⅱ 情報処理Ⅲ

材料力学Ⅰ 材料力学Ⅱ 材料力学Ⅲ 材料力学Ⅳ 材料力学特論

機械力学Ⅰ 機械力学Ⅱ

加工学Ⅰ 加工学Ⅱ 加工学Ⅲ

材料学Ⅰ 材料学Ⅱ 材料学Ⅲ 材料学特論

熱工学Ⅰ 熱工学Ⅱ 熱工学Ⅲ 熱機関

流体工学Ⅰ 流体工学Ⅱ 流体工学Ⅲ 流体工学Ⅳ

機械設計概論 機構学 機械要素設計Ⅰ 機械要素設計Ⅱ トライボロジー

ＣＡＭ／ＣＡＥ 機械設計特論

先端工学

経営工学

システム工学

論理回路 制御工学 計測工学

ロボティクス基礎 電気工学 メカトロニクス

機械総合演習 工学総合演習Ⅰ 工学総合演習Ⅱ

工作実習Ⅱ 工作実習Ⅲ 工作実習Ⅳ 工学実験

校外実習

俯瞰学

プロジェクトデザイン入門 インキュベーションワークⅠ

必修 選択必修科目 選択科目

機械設計製図Ⅱ 機械設計製図Ⅲ

工作実習Ⅰ

卒業研究

(HD)
地域実践実習

インキュベーションワークⅡ インキュベーションワークⅢ インキュベーションワークⅣ

(HC)

機械設計製図Ⅰ

(HB)

後期 前期

(HA)

体育Ⅰ 体育Ⅱ 体育Ⅲ

後期

機械工学科授業科目系統図（準学士課程）(1年生)

本科の
学習・
教育目標

本科1年 本科2年 本科3年 本科4年 本科5年

前期 後期 前期 後期前期 後期 前期



現代文 日本語表現法

国語総合(古典) 古典 哲学

社会科学入門 法学 技術者倫理

地理
ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・
ｱｰｽｻｲｴﾝｽＡ

上級コミュニケー
ション英語A

上級コミュニケー
ション英語B

工業英語

保健 芸術

体育 体育

基礎数学ＡⅠ 基礎数学ＡⅡ 線形代数Ⅱ 微分方程式 応用数学Ⅰ 応用数学Ⅱ

応用物理

化学

情報リテラシー 情報処理Ⅰ 情報処理Ⅱ 情報処理Ⅱ

材料力学Ⅱ

機械力学

加工学 加工学 加工学

材料学 材料学 材料学 先端材料学

熱工学

機構学 機械設計概論 トライボロジー

経営工学

システム工学

論理回路 制御工学

電気工学 メカトロニクス ナノテクノロジー

工学実験 工学実験

校外実習 創造製作

機械設計製図 機械設計製図

機械要素設計

材料力学Ⅰ 材料力学Ⅰ

熱工学

流体工学

インキュベーションワーク インキュベーションワーク インキュベーションワーク

工作実習 工作実習

化学

線形代数Ⅰ

確率統計基礎数学B 微分積分Ⅰ 微分積分II

物理 応用物理

体育 体育

歴史

現代社会

コミュニケーション英語Ⅱ コミュニケーション英語Ⅱ

英語表現Ⅱ 英語表現Ⅱ

機械工学科授業科目系統図（準学士課程）(2～5年生)

本科の
学習・
教育目標

本科1年 本科2年 本科3年 本科4年 本科5年

前期 後期 前期 後期前期 後期

(HB)

(HD)

(HC)

(HA) コミュニケーション英語Ⅰ

歴史

体育

国語総合(現代文)

物理

工作実習

英語表現Ⅰ

化学

インキュベーションワーク

機械設計製図

必修 選択必修科目 選択科目

後期 前期 後期

第二外国語・英語 第二外国語・英語

現代文

前期

インキュベーションワーク

計測工学

卒業研究

機械設計製図

熱機関

流体工学



現代文Ⅰ 現代文Ⅱ 現代文Ⅲ 日本語表現力基礎 日本文学

古典文学Ⅰ 古典文学Ⅱ

歴史総合Ⅰ 歴史総合Ⅱ

公共Ⅰ 公共Ⅱ

地理総合

技術者倫理

英語Ⅰ 英語Ⅱ 英語Ⅲ 英語Ⅳ 英語Ⅴ 英語Ⅵ 英語Ⅶ 英語Ⅷ 英語Ⅸ

英語表現Ⅰ 英語表現Ⅱ 英語表現Ⅲ 英語表現Ⅳ

第二外国語Ⅰ 第二外国語Ⅱ

芸術

保健

体育Ⅳ 体育Ⅴ

基礎数学ＡⅠ 基礎数学ＡⅡ 数学ＡⅠ 数学ＡⅡ 数学ＡⅢ 数学ＡⅣ

基礎数学ＢⅠ 基礎数学ＢⅡ 数学ＢⅠ 数学ＢⅡ

基礎数学Ｃ

応用数学

物理Ⅰ 物理Ⅱ 物理Ⅲ 物理Ⅳ 物理Ⅴ 物理Ⅵ 物理科学

化学Ⅰ 化学Ⅱ 化学Ⅲ 化学Ⅳ

ライフサイエンス・

アースサイエンス

情報リテラシー

電気情報概論 電気数学Ⅰ 電気数学Ⅱ 電気数学Ⅲ 電気数学Ⅳ

電気基礎Ⅰ 電気基礎Ⅱ 電気回路Ⅰ 電気回路Ⅱ 電気回路Ⅲ 電気回路Ⅳ 電気回路Ⅴ 電気回路Ⅵ

電子回路Ⅰ 電子回路Ⅱ 応用電子回路

電気電子材料 電子工学Ⅰ 電子工学Ⅱ

電気磁気学Ⅰ 電気磁気学Ⅱ 電気磁気学Ⅲ 電気磁気学Ⅳ

制御工学Ⅰ 制御工学Ⅱ

電気・電子計測Ⅰ 電気・電子計測Ⅱ

情報処理Ⅰ 情報処理Ⅱ 情報処理Ⅲ 情報処理Ⅳ 情報処理Ⅴ

エネルギ変換工学Ⅰ エネルギ変換工学Ⅱ エネルギ変換工学Ⅲ

エネルギネットワークⅠ エネルギネットワークⅡ

エネルギ発生工学Ⅰ エネルギ発生工学Ⅱ

シーケンス制御 パワーエレクトロニクス

通信工学Ⅰ 電磁界理論 通信工学Ⅱ

ＩＣ設計 信号処理

情報理論 情報ネットワーク アルゴリズム

工学総合演習Ⅰ 工学総合演習Ⅱ

ものづくり実習

校外実習

俯瞰学

プロジェクトデザイン入門 インキュベーションワークⅠ

選択科目

情報通信工学実験

地域実践実習

後期 前期 後期

電気情報工学実験Ⅱ エネルギ制御工学実験

卒業研究

電気情報工学科授業科目系統図（準学士課程）(1年生)

本科の

学習・

教育目標

本科1年 本科2年 本科3年 本科4年 本科5年

前期 後期 前期 後期前期 後期 前期

(HA)

必修 選択必修科目 情報：選択必修、エネ：選択 エネ：選択必修、情報：選択

インキュベーションワークⅢ インキュベーションワークⅣインキュベーションワークⅡ

体育Ⅰ 体育Ⅱ 体育Ⅲ

(HB)

(HD)

(HC)

電気情報工学実験Ⅰ



地理 技術者倫理

上級コミュ英A 上級コミュ英B 工業英語

応数A 応数B

確率統計A 確率統計B

電気数学 電気数学 電気数学

化学

応用電子回路

電気・子計測 電気電子材料 電子デバイス

電気製図 ものづくり実習 ライフアース

電気・子計測 エネ変Ⅱ

システム工学 シーケンス パワエレ

電磁界理論 超高周波工学

アルゴリズム IC設計 信号処理 情報理論

情報ネット

校外実習

物理

化学

インキュベーションワーク

電気情報工学実験 電気情報工学実験 エネルギ制御工学実験 エネルギ制御工学実験

情報通信工学実験 情報通信工学実験

保健・体育 保健・体育 保健・体育 保健・体育

卒業研究

選択科目

後期 前期 後期

現代文

現代社会

日本語表現法

法学

第二外国語

哲学

エネルギーネットワーク

エネルギー発生工学

通信工学

第二外国語

英語

電気回路
(HB)

(HD)

(HC)

基礎数学ＡⅠ

基礎数学ＡⅡ

基礎数学B

物理

化学

電気基礎

(HA)

国語総合　（現代文）

国語総合　（古典）

社会科学入門

歴史

芸術

コミュニケーション英語Ⅰ

英語表現Ⅰ

現代文

古典

電気情報工学科授業科目系統図（準学士課程）（2～5年生）

本科の
学習・
教育目標

本科1年 本科2年 本科3年 本科4年 本科5年

前期 後期 前期 後期前期 後期 前期

歴史

電子回路

電子工学

線形代数Ⅱ

微分積分Ⅱ

微分方程式

応用物理

電気回路 電気回路

コミュニケーション英語Ⅱ

英語表現Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅱ

英語表現Ⅱ

英語

線形代数Ⅰ

微分積分Ⅰ

必修 選択必修科目

エネルギー変換工学Ⅰ

電気磁気学

情報処理Ⅰ 情報処理Ⅱ 情報処理Ⅲ

制御工学

情報：選択必修、エネ：選択 エネ：選択必修、情報：選択

インキュベーションワーク インキュベーションワーク

保健・体育

電気磁気学

インキュベーションワーク インキュベーションワーク



現代文Ⅰ 現代文Ⅱ 現代文Ⅲ 日本語表現力基礎 日本文学

古典文学Ⅰ 古典文学Ⅱ

歴史総合Ⅰ 歴史総合Ⅱ

公共Ⅰ 公共Ⅱ

地理総合

技術者倫理

英語Ⅰ 英語Ⅱ 英語Ⅲ 英語Ⅳ 英語Ⅴ 英語Ⅵ 英語Ⅶ 英語Ⅷ 英語Ⅸ

英語表現Ⅰ 英語表現Ⅱ 英語表現Ⅲ 英語表現Ⅳ

第二外国語Ⅰ 第二外国語Ⅱ

芸術

保健

体育Ⅳ 体育Ⅴ

基礎数学ＡⅠ 基礎数学ＡⅡ 数学ＡⅠ 数学ＡⅡ 数学ＡⅢ 数学ＡⅣ

基礎数学ＢⅠ 基礎数学ＢⅡ 数学ＢⅠ 数学ＢⅡ

基礎数学Ｃ

応用数学

物理Ⅰ 物理Ⅱ 物理Ⅲ 物理Ⅳ 物理Ⅴ 物理Ⅵ 物理科学

化学Ⅰ 化学Ⅱ 化学Ⅲ 化学Ⅳ

ライフサイエンス・

アースサイエンス

情報リテラシー 情報処理Ⅰ 土木ＣＡＤ 情報処理Ⅱ

測量Ⅰ 測量Ⅱ 建設施工Ⅰ 建設施工Ⅱ 測量Ⅲ

交通計画 都市計画 交通システム工学 社会基盤計画学

建設材料 コンクリート工学Ⅰ コンクリート工学Ⅱ コンクリート構造Ⅰ コンクリート構造Ⅱ

鋼構造Ⅰ 鋼構造Ⅱ

構造力学Ⅰ 構造力学Ⅱ 構造力学Ⅲ 構造力学Ⅳ

水理学Ⅰ 水理学Ⅱ 水理学Ⅲ 水理学Ⅳ

河川工学Ⅰ 河川工学Ⅱ

土質力学Ⅰ 土質力学Ⅱ 土質力学Ⅲ 土質力学Ⅳ 防災工学Ⅰ 防災工学Ⅱ

自然生態学 環境工学 水環境工学Ⅰ 水環境工学Ⅱ 環境保全 遺伝子工学概論 環境生物工学

環境分析化学

校外実習 環境都市工学演習Ⅰ 環境都市工学演習Ⅱ

設計製図Ⅰ 設計製図Ⅱ

工学総合演習Ⅰ 工学総合演習Ⅱ

俯瞰学

プロジェクトデザイン入門 インキュベーションワークⅠ

選択科目

インキュベーションワークⅡ インキュベーションワークⅢ インキュベーションワークⅣ

卒業研究

前期

地域実践演習

体育Ⅱ 体育Ⅲ

必修 選択必修科目

実験実習Ⅱ 実験実習Ⅲ 実験実習Ⅳ

(HB)

(HD)

(HC)

(HA)

体育Ⅰ

実験実習Ⅰ

環境都市工学科授業科目系統図（準学士課程）（1年生）

本科の
学習・
教育目標

本科1年 本科2年 本科3年 本科4年 本科5年

前期 後期 前期 後期前期 後期 後期 前期 後期



上級コミュニケー

ション英語A

上級コミュニケー

ション英語B

工業英語 工業英語

地理

技術者倫理

古典

現代文 日本語表現法

基礎数学AI 基礎数学AII 線形代数II 微分方程式

化学

ライフサイエンス・

アースサイエンスB

情報リテラシー 情報処理 土木CAD 情報処理

測量 測量 建設施工Ⅰ 建設施工Ⅱ 交通システム工学 応用測量

社会基盤計画学I 交通計画A 社会基盤計画学II

都市計画

建設材料 コンクリート構造Ⅰ コンクリート構造Ⅱ

鋼構造A

構造力学A 構造力学B

水理学A 水理学B

土質力学A 土質力学B

防災工学IA 防災工学II

河川工学 河川工学

環境工学 遺伝子工学概論 環境保全A 環境分析化学 環境生物工学

自然生態学 微生物学

環境都市工学演習I 環境都市工学演習II

環境都市工学演習III 環境都市工学演習IV

ものづくり実習

校外実習

エンジニアリング

デザイン

環境都市工学科授業科目系統図（準学士課程）(2～5年生)
JABEE対応教育プログラム「環境都市工学プログラム」（専攻科2年まで）

本科の
学習・
教育目標

本科1年 本科2年 本科3年 本科4年 本科5年 環境都市工

学プログラム

の学習・

教育目標前期 前期 後期後期 前期 後期 前期

(HA)

コミュニケーション英語I コミュニケーション英語II コミュニケーション英語II

英語表現I 英語表現II

体育 体育 体育

社会科学入門

現代社会

芸術

歴史 歴史

法学

後期

英語表現II 第二外国語・英語 第二外国語・英語

後期 前期

体育 体育

保健

(C)
国語総合(古典)

国語総合(現代文) 現代文

(HB)

線形代数I

基礎数学B 微分積分I 微分積分II

物理 物理 応用物理

実験実習 実験実習

化学 化学

実験実習

設計製図

(HD) インキュベーションワーク インキュベーションワーク インキュベーションワーク インキュベーションワーク

(HC)

コンクリート工学

構造力学

水理学

実験実習

必修 選択必修科目 選択科目

(B)

(A)

（D)

(F)

(H)

インキュベーションワーク

(G)卒業研究

土質力学

(E)水環境工学

応用数学

哲学



現代文Ⅰ 現代文Ⅱ 現代文Ⅲ 日本語表現力基礎 日本文学

古典文学Ⅰ 古典文学Ⅱ

歴史総合Ⅰ 歴史総合Ⅱ

公共Ⅰ 公共Ⅱ

地理総合

技術者倫理

英語Ⅰ 英語Ⅱ 英語Ⅲ 英語Ⅳ 英語Ⅴ 英語Ⅵ 英語Ⅶ 英語Ⅷ 英語Ⅸ

英語表現Ⅰ 英語表現Ⅱ 英語表現Ⅲ 英語表現Ⅳ

第二外国語Ⅰ 第二外国語Ⅱ

芸術

保健

体育Ⅳ 体育Ⅴ

基礎数学ＡⅠ 基礎数学ＡⅡ 数学ＡⅠ 数学ＡⅡ 数学ＡⅢ 数学ＡⅣ

基礎数学ＢⅠ 基礎数学ＢⅡ 数学ＢⅠ 数学ＢⅡ

基礎数学Ｃ

応用数学

物理Ⅰ 物理Ⅱ 物理Ⅲ 物理Ⅳ 物理Ⅴ 物理Ⅵ 物理科学

化学Ⅰ 化学Ⅱ 化学Ⅲ 化学Ⅳ

ライフサイエンス・

アースサイエンス

情報リテラシー 情報処理Ⅰ 情報処理Ⅱ

ＣＡＤ基礎 ＣＡＤ・ＣＧⅠ ＣＡＤ・ＣＧⅡ

建築設計製図Ⅰ 建築設計製図Ⅳ 建築設計製図Ⅴ

ものづくり実習 造形Ⅰ 造形Ⅱ デザイン基礎

建築史Ⅰ 建築史Ⅱ 建築史Ⅲ 建築意匠 インテリア計画

建築学入門 建築計画Ⅰ 建築計画Ⅱ 建築計画Ⅲ

福祉住環境 都市計画

建築環境工学Ⅰ 建築環境工学Ⅱ 建築設備Ⅰ 建築設備Ⅱ

建築構法Ⅰ 建築構法Ⅱ ＲＣ構造Ⅰ ＲＣ構造Ⅱ ＲＣ構造Ⅲ

鋼構造Ⅰ 鋼構造Ⅱ

建築構造力学Ⅰ 建築構造力学Ⅱ 建築構造力学Ⅲ 建築構造力学Ⅳ 建築構造力学Ⅴ 建築工学実験 建築防災工学

建築構造力学演習 建築法規Ⅰ 建築法規Ⅱ

建築材料Ⅰ 建築材料Ⅱ 建築材料Ⅲ 建築生産Ⅰ 建築生産Ⅱ

工学総合演習Ⅰ 工学総合演習Ⅱ 技術者資格演習

校外実習 ゼミナール

俯瞰学

プロジェクトデザイン入門 インキュベーションワークⅠ

建築学科授業科目系統図（準学士課程）(1年生)

本科の
学習・
教育目標

本科1年 本科2年 本科3年 本科4年 本科5年

前期 後期 前期 後期前期 後期 後期 前期 後期

(HB)

(HD)

(HC)

(HA)

体育Ⅰ

前期

卒業研究

建築設計製図Ⅲ

体育Ⅱ 体育Ⅲ

建築設計製図Ⅱ

必修 選択必修科目 選択科目

地域実践演習

インキュベーションワークⅡ インキュベーションワークⅢ インキュベーションワークⅣ



現代文 日本語表現法 技術者倫理

国語総合（古典） 古典

社会科学入門 法学 哲学

地理

ライフサイエンス・アースサイエンスＡ

工業英語

上級ｺﾐｭ英語ⅠA 上級ｺﾐｭ英語ⅠB

講読演習

芸術

体育 体育

基礎数学ＡⅠ 基礎数学ＡⅡ 線形代数Ⅱ

微分方程式

応用物理Ⅱ

化学

情報リテラシーⅠ

ＣＡＤ基礎

造形Ⅰ 建築設計製図Ⅰ 建築設計製図Ⅴ

ものづくり実習 造形Ⅱ 不動産概論Ⅰ インテリア概論Ⅰ 技術者資格演習 測量学Ⅰ

建築史Ⅱ 建築意匠

建築概論 建築計画Ⅰ 建築計画Ⅱ 建築計画Ⅲ 都市計画

福祉住環境Ⅰ

環境設計

建築環境実験

建築構法Ⅰ 建築構法Ⅱ RC構造設計Ⅰ RC構造設計Ⅱ

鋼構造設計

建築構造力学Ⅲ 建築工学実験 建築防災工学

建築地盤工学

建築材料Ⅱ

校外実習 ゼミナール

建築構造力学Ⅰ

建築材料Ⅰ

卒業研究

建築生産

建築設計製図Ⅱ 建築設計製図Ⅲ 建築設計製図Ⅳ

建築史Ⅰ

建築法規

線形代数Ⅰ

微分積分Ⅰ

物理

化学

ＣＡＤ・ＣＧ

情報処理Ⅰ

応用物理Ⅰ

微分積分Ⅱ 数学特論

応用数学

歴史

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ

英語表現Ⅱ

体育

現代文

現代社会

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ

英語表現Ⅱ

体育

インキュベーションワーク インキュベーションワーク インキュベーションワーク

建築学科授業科目系統図（準学士課程）(2～5年生)

本科の
学習・
教育目標

本科1年 本科2年 本科3年 本科4年 本科5年

前期 後期 前期 後期前期 後期

(HB)

(HD)

(HC)

(HA)

インキュベーションワーク

国語総合（現代文）

歴史

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ

英語表現Ⅰ

体育

保健

基礎数学Ｂ

物理

化学

必修 選択必修科目 選択科目

後期 前期 後期

英語

第二外国語 第二外国語

英語

インキュベーションワーク

情報処理Ⅱ

建築設備建築環境工学

前期

建築構造力学Ⅱ



機械工学科学生の資格取得について 

 

 国家資格等は，社会で通用する実力を持っていることの証です。それらの資格を取得す

ることは大きな自信につながり，就職試験にも有利になり，就職後の昇進，給与にも反映

します。 

 

◎機械設計技術者試験（３級） 

本資格は機械設計能力を向上させ，企業における新人技術者の実務への導入を容易に

させるために，学生の技術水準を適正に評価します。入社後に，設計・開発部門配属へ

のアピールにつながります。問合せ：野村教員 

 

◎工業英語検定試験（文部科学省認定） 

工業英語は科学技術情報のコミュニケーションに必要な英語であり，工業分野では一

般の英語能力とは別に，受け手側の想像力により色々と解釈できてしまうことがないよ

うに事実を正確に伝える能力が求められます。問合せ：一般科目英語科 

 
◎危険物取扱者試験（乙種） 

 乙種には第１類から第６類まであります。これらのうち，第 4 類はガソリン，アルコ

ール類，灯油，軽油，重油，動植物油類等の引火性液体を取り扱うことができます。機

械系の学生としては，この乙種４類を取っておくと良いでしょう。問合せ：野村教員 

 
◎基本情報技術者試験 

 将来，情報処理技術者（システムエンジニア，ネットワークエンジニア，CAD 技術者

等）をめざす学生には，ぜひチャレンジして欲しい資格です。問合せ：吉川教員 

 
◎IT パスポート試験 

 IT パスポート試験は，IT 化された社会で働くすべての社会人が備えておくべき IT に関

する基礎的な知識が証明できる国家試験です。問合せ：吉川教員 

 
◎２級ボイラー技士試験 

 特級ボイラー技士，１級ボイラー技士，２級ボイラー技士の３つの区分があり，特別

な経歴がある人以外は，まず取得しなければならない資格が２級です。受験する資格と

しては，広島労働基準局指定の実技講習を修了することが必要です。講習や免許試験は

春休みや夏休み中に行われています。問合せ：中迫教員 



電気情報工学科学生の資格取得について 

 

 国家資格等は，社会で通用する能力を持っていることの証です。それらの資格を取得す

ることは大きな自信につながり，就職試験や就職後にも有利になる可能性があります。 

 

◎電気主任技術者（一種，二種，三種） 

本資格は電力設備の設計・操作・維持に必要な技術資格であり，電力会社や大規模な電

力設備を持つ会社では必要不可欠な資格です。特に電力関連の企業を目指す学生にとっ

ては，就職時等に自己アピールをすることができます。 

 

◎情報処理技術者 

 卒業までに情報処理技術者の資格として，情報処理技術者，応用情報技術者を取得する

ことを推奨しています。システムエンジニア，ネットワークエンジニア，CAD 技術者等

をめざす学生には，取得してほしい資格です。 

 基本情報技術者は，基本戦略立案又は IT ソリューション，製品，サービスを実現する

業務に従事し，上位者の指導の下に役割を果たします。応用情報技術者は，基本戦略立案

又は IT ソリューション，製品，サービスを実現する業務に従事して役割を果たします。 

 

◎無線従事者 

 業務として無線通信を行う無線従事者の資格を推奨しています。第三級陸上特殊無線

は，陸上移動系の無線局（警察無線・消防無線・鉄道無線・タクシー無線などの基地局、

陸上移動局、携帯局）の技術操作をすることができ，第二級陸上特殊無線技士は，三陸特

に加え、VSAT（衛星通信超小型地球局、HUB 局）、陸上のレーダーの技術操作をするこ

とができ，第一級陸上特殊無線技士は，二陸特に加え、多重無線設備を使用した固定局な

どの技術操作をすることができます。 

 

◎ディジタル技術検定 

 ディジタル技術検定（情報部門）2 級は，やや高級な情報処理理論及び情報通信理論を

理解し，各種情報処理装置の動作原理及び利用技術を知り，設計，運用，応用などの実務

ができます。情報処理理論及び情報通信理論の知識等が求められる試験があります。 

 

◎電気工事士 

 電気設備の配線等の工事をすることのできる資格の第二種電気工事士の取得を推奨し

ています。筆記試験は電気に関する基礎理論，配電理論及び配線設計，配線図，一般用電

気工作物の保安に関する法令等があり，技能試験は電線の接続，配線工事，電気機器及び

配線器具の設置，電流・電圧・電力及び電気抵抗の測定，一般用電気工作物の検査，一般

用電気工作物の故障箇所の修理等があります。 



環境都市工学科学生の資格取得について 

 

 環境都市工学科では、各種の資格試験を受験することを推奨していますが、特に下記の

資格を取得できるよう、授業や補習によって指導しています。 

 
◎技術士補（技術士第一次試験）【専攻科入試学力検査（専門科目）の免除対象】 

 技術士第一次試験に合格し登録した者は技術士補となり、さらに実務経験を積んだう

えで第二次試験に合格し登録した者は技術士となります。環境都市工学科を経て本校専

攻科を修了すれば、JABEE 対応教育プログラム「環境都市工学プログラム」に認定され

ているため、無試験で技術士補となる資格（第一次試験合格者と同等）を得ますが、本科

在学中から第一次試験を受けることができます。なお、専攻科入学試験の学力検査で免除

対象となる技術部門は、環境都市系では建設部門と衛生工学部門となります。 

 

◎２級土木技術者（土木技術検定試験）【専攻科入試学力検査（専門科目）の免除対象】 

 土木技術検定試験は、土木学会認定の「２級土木技術者」資格審査を兼ねています。こ

の試験により、学生は自身の学力を自己点検することができ、合格すれば土木工学に関す

る基礎的な知識を有していることの証明となり、就職試験などでのアピールにもつなが

ります。受験資格は設けられていませんので、低学年からチャレンジすることができます。 

 
◎公害防止管理者【専攻科入試学力検査（専門科目）の免除対象】 

 公害防止管理者資格は、幅広い製造業・電気供給業・ガス供給業等における大気汚染、

水質汚濁、騒音又は振動を防止し、環境の保全に貢献する国家資格です。環境都市工学科

では、特に水質環境保全に関する公害防止管理の内容について指導します。 

 
◎土木施工管理技士（２級土木施工管理技術検定試験；学科試験） 

 土木施工管理技士とは河川、道路、橋梁などの土木工事において、主任技術者または監

理技術者として施工計画を作成し、現場における工程管理、安全管理など工事施工に必要

な技術上の管理などを行う技術者のことで、１級と２級があります。実務経験が２級で２

年以上必要ですが、２級の検定試験のうち学科試験は 17 歳以上であれば実務経験がな

くても受験できます（実地試験は所定の実務経験を積んだ後に受験できます）。 

 

◎測量士・測量士補 

 環境都市工学科で測量に関する科目を修得して卒業した者には、卒業と同時に申請に

より測量士補の資格が無試験で得られます。さらに卒業後に実務経験が通算３年以上あ

れば申請により測量士の資格が無試験で与えられます。 



建築学科学生の資格取得について 

 

 建築学科では学生の技術者資格の取得支援に関し，これまで授業での専門知識の教育と

並行して，進路指導の際に，技術者資格取得の有用性を教授しており，そのためのカリキ

ュラムを構成して，実施しております。技術者資格は社会で通用する実力を持っているこ

との証です。それらの資格を取得することは大きな自信につながり，就職試験にも有利に

なり，就職後の昇進，給与にも反映します 

 

◎一級建築士，二級建築士 

 建築学科を卒業し，実務経験を積むと一級建築士をはじめ様々な建築技術者資格の試験

を受験できます。一級建築士は卒業後４年間の実務経験を経て受験でき，二級建築士は卒

業した年に実務経験なしで受験できます。多くの卒業生はこれらの建築士資格を取得し，

建築産業界で活躍しています。平成 21 年度入学生からは，建築士の受験資格が指定専門科

目を修得した卒業生のみが対象となりましたので，シラバスや教員の指導に従って指定専

門科目を修得してください。 

 

◎宅地建物取引主任者 

 宅地建物取引主任は受験資格の制限がなく，建築学科の学生は授業で学習した専門知識

を活かしながら，これらの専門資格も取得しています。また卒業後の進路先に不動産関連

企業やマンション管理関連の企業を選択する場合，有利になります。 

 

◎福祉住環境コーディネーター 

 宅地建物取引主任者と同様に，こちらも受験資格に制限のない資格です。超高齢化社会

で無視することができない問題であるため，進路選択において有利に働きます。 

 

◎インテリアプランナー 

 宅地建物取引主任者，福祉住環境コーディネーターと同様に，こちらも受験資格に制限

のない資格で，進路選択において有利に働きます。 

 

◎建築施工管理技術検定（2 級） 

 建築施工管理技士には実務経験が必要ですので在学中の取得は不可能ですが，学科試験

は受験できます。こちらも受験資格に制限のない資格で，進路選択において有利に働きま

す。 



 専攻科の概要 

 

Ⅰ はじめに 

１．教育理念 

○開発研究とものづくりの現場を結ぶ人材であれ 

－ものづくり現場を理解し企画開発力を持った「中核技術者」の育成－ 

本校は，東洋一の技術集積のあった「呉」にある高等専門学校として，１５歳からの５

年間または７年間の一貫教育，実験・実習を重視した教育活動により，理論と技能を結び

つける技術者を育成することを目指す。 

 

○地域から世界へ，人類の幸福に貢献する人材であれ 

－豊かな人間性と確かな技術力を持ち，人類の福祉と平和，国際社会の持続的発展に貢献

するために学び続ける人材の育成－ 

本校は，かつての軍港「呉」にある高等専門学校として，人類の福祉と平和，国際社会

の持続的発展へ貢献できる人材を育成することを重視し，変化を恐れない「柔軟性」と「創

造性」，確かな「技術力」と「実行力」を持ち，自ら学び続ける人材を育成することを目指

す。 

 

２．学習・教育目標 

（SA）豊かな教養と倫理観により，国際的に行動できる能力の修得 

（SB）工学に関連する応用能力の修得 

（SC）専門分野の課題を解決できる能力の修得 

（SD）社会のニーズを捉え，異分野と協働して課題を解決できる能力の修得 

 



３．教育方針 

急激な少子高齢化の進行，グローバル化によるボーダレス化，新興国の台頭による競争

激化など激しい変化が予想される社会で生き残るために必要とされる能力は，あらゆる分

野で融合複合化した技術に対応し，創造力と多様性を涵養することが重要です。変化し続

けるグローバル環境の中で，技術者自らが課題を見つけ出し，それを解決しようとする精

神とノウハウを学修する必要があります。 

そこで本専攻では，学修してきた専門分野を深めながら，複合的な素養を身に付け，多

様性を涵養し，プロジェクトをデザインできる技術者を育成します。専門工学において本

科以上に全般的に深く学ぶことを最小限度とし，継続的に深く探求する，応用研究や特別

研究などの学修とともに，他の専門分野を取り込んだ複合的な素養を身につけ，それに加

え，人間の幅を広げるべく特に多様性を涵養することに努め，もって課題を発見する能力

と創造力を養うことを目指します。 

したがって，開設単位総数の 74 単位のうち必修科目は 56 単位で，身に付けなければ

ならない重要科目が必要最小限度となるように開設しています。必修科目の内訳は，日本

語表現法，科学英語表現法Ⅰ・Ⅱやプロジェクトマネジメントなどの教養科目において 13

単位すべてと，専門基礎科目においては数学応用工学Ⅰ・Ⅱやプロジェクトデザイン工学

総合ゼミⅠ・Ⅱなどの 14 単位，及び専門科目においては応用研究，特別研究，インター

ンシップ，CAD／CAM・CAE，プロジェクトデザイン工学演習や高度専門特別講義Ⅰ・

Ⅱなどの 29 単位です。選択科目は福祉工学や工業デザイン論など 18 単位を開設し，学

生たちが必要であると感じる科目を専門分野に依存せず自由に選択できます。 

これらの教育課程によって，本科で身に付けた専門分野と他分野の専門を学修した学生

たちが協働しながら，課題発見から企画・設計・製作まで一連のデザイン能力を身に付け，

本科において“世界目線”の技術者に孵化した学生を専攻科で本格的に成長させます。 

 

４．教育課程と学士の学位 

プロジェクトデザイン工学専攻では複合融合型専攻として，多くの科目を本科の出身学

科に関係なく同じ教室で学び，異分野の技術者との協働を意識した教育を行います。大学

改革支援・学位授与機構に認定された特例適用専攻科として「機械工学」，「電気電子工学」，

「土木工学」および「建築学」の科目表に従って履修することにより，専攻科修了時に大

学改革支援・学位授与機構から学士（工学）の学位が授与されます。 

 



Ⅱ 教育改善システム 

本校は，教務委員会を中心として常に教育改善に取り組んでいます。改善には，学生の意

見を反映させるため，「学生による授業評価アンケート」等が行われます。 

 

教育改善システム図

次年度の計
画に反映

年度計画

各分野会議

科目間ネットワーク会議 等

入学者選抜委員会

ＰLAN

各分野の教員・職員
各センター 等

教育プログラムの
実施

ＤO

各分野会議 運営顧問会議
自己点検・評価委員会 等

教育プログラムの
点検

ＣHECK

教育プログラムの
立案

総 務 委 員 会

教育プログラムの
改善策の検討

ＡCTION

教務委員会

 

 



プロジェクトデザイン工学専攻 授業科目系統図 

（平成 29 年度専攻科入学生から適用） 

学習・ 

教育目標 

専攻科１年 専攻科２年 

前 期 後 期 前 期 後 期 

(SA) 

 
科学英語表現法Ⅰ 

 

 

科学英語表現法Ⅱ 
 

グローバル倫理 
 

経営マネジメント 
  

 
日本語表現法 

 

 
科学総合英語 

 

(SB) 

  
数学応用工学Ⅰ 

 
物理応用工学 

 

 
数学応用工学Ⅱ 

 
化学応用工学 

 

 
生命科学 

 
数値計算法 

 
資源循環工学 

 
量子力学 

  

(SC) 

 
インターンシップ 

 
建築設計演習 

 

 
 
 

 
 

高度専門特別講義Ⅰ 

数値流体工学 

弾性設計学 

医用工学 

メカトロニクス特論 
 

高度専門特別講義Ⅰ 

電磁波システム工学 

アドバンストコントロール 

ソフトコンピューティング 

インフォメーションテクノロジ 
 

高度専門特別講義Ⅰ 

応用解析法 

環境地盤力学 

テラメカニクス 
 

高度専門特別講義Ⅰ 

都市・地域計画 

各種コンクリート構造 

近代デザイン史 
 

 
CAD/CAM・CAE 

 
再生可能エネルギー工学 

 
高度専門特別講義Ⅱ 

振動工学 

機械要素 

システム制御 

 
 

高度専門特別講義Ⅱ 

マイクロエレクトロニクス 

モーターエレクトロニクス 

材料物性学 

バイオメトリクス 
 

高度専門特別講義Ⅱ 

建設材料論 

応用水理学 

 
 

高度専門特別講義Ⅱ

耐震構造 

人間温熱生理 

環境デザイン 
  

 
福祉工学 

 
工業デザイン論 

 
環境人間工学 

 

応用研究 
  

特別研究 
  

(SD) 

   
複合工学実験 

 
プロジェクトマネジメント 

  

 
 
 
 
 
 

プロジェクトデザイン工学総合ゼミⅠ 
 

プロジェクトデザイン工学総合ゼミⅡ 
 

プロジェクトデザイン工学演習  
  

 

必修科目  選択科目 

 

 



別表第１（第１４条関係）

1年 2年 3年 4年 5年

1 1
1 1
1 1
1 1 留学生以外に対して開設
2 2 学修単位，留学生以外に対して開設
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 留学生以外に対して開設
2 2 学修単位
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
2 2
2 2 学修単位
2 2 学修単位
2 2 学修単位
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
2 2
2 2
1 1
1 1
4 4 留学生に対して開設
2 2 留学生に対して開設
1 1 留学生に対して開設
2 2
1 1
1 1
2 2
2 2
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
1 1
2 2
2 2
85 27 23 18 9 6

78(81) 27 23 16(18) 7 5(6) ()内:留学生
第二外国語Ⅰ 2 2 学修単位
第二外国語Ⅱ 2 2 学修単位
物理科学 2 2 学修単位
インキュベーションワークⅣ 2 2
開 設 単 位 数 計 8 4 4

特別一般講義Ａ 1
特別一般講義Ｂ 1
特別一般講義Ｃ 1
特別一般講義Ｄ 1

1
特別一般講義Ａから特別一般講義Ｄとは，中国・四国国立大

学間共同授業で開講する授業科目，教育ネットワーク中国会

員校が指定する授業科目（以下「他大学等が実施する授業科
目」という。）及び校長が別に指定する授業科目を示す。

1
1
1

インキュベーションワークⅠ
インキュベーションワークⅡ
インキュベーションワークⅢ

開 設 単 位 数 計
履 修 単 位 数 計

選
択
科
目

(Ａ)

(Ｂ)

化学Ⅲ
化学Ⅳ
ライフサイエンス・アースサイエンス

情報リテラシー
俯瞰学
プロジェクトデザイン入門

物理Ⅲ
物理Ⅳ
物理Ⅴ
物理Ⅵ
化学Ⅰ
化学Ⅱ

基礎数学ＢⅡ
数学ＢⅠ
数学ＢⅡ
基礎数学Ｃ
物理Ⅰ
物理Ⅱ

基礎数学ＡⅡ
数学ＡⅠ
数学ＡⅡ
数学ＡⅢ
数学ＡⅣ
基礎数学ＢⅠ

体育Ⅰ
体育Ⅱ
体育Ⅲ
体育Ⅳ
体育Ⅴ

基礎数学ＡⅠ

日本語・日本事情Ⅰ

日本語・日本事情Ⅲ
日本語・日本事情Ⅱ

英語表現Ⅰ
英語表現Ⅱ
英語表現Ⅲ
英語表現Ⅳ
芸術
保健

英語Ⅳ
英語Ⅴ
英語Ⅵ
英語Ⅶ
英語Ⅷ
英語Ⅸ

公共Ⅱ
地理総合
技術者倫理
英語Ⅰ
英語Ⅱ
英語Ⅲ

日本文学
古典文学Ⅰ
古典文学Ⅱ
歴史総合Ⅰ
歴史総合Ⅱ
公共Ⅰ

一般科目　平成３１年度入学生

授　業　科　目 単位数
学年別配当

備　　　　考

選

択

必

修

科

目

現代文Ⅰ
現代文Ⅱ
現代文Ⅲ
日本語表現力基礎



別表第１（第１４条関係）

1年 2年 3年 4年 5年

2 2

1 1

1 1 留学生以外に対して開設

1 1

2 2 留学生以外に対して開設

1 1

1 1

1 1 留学生以外に対して開設

2 2 留学生以外に対して開設

1 1 留学生以外に対して開設

4 2 2

1 1 留学生以外に対して開設

4 4 留学生に対して開設

2 2 留学生に対して開設

1 1 留学生に対して開設

2 2

2 2

2 2

3 3

1 1

3 3

3 3

1 1

5 2 3

5 2 2 1

1 1 機械工学科，電気情報工学科，建築学科

1 1 環境都市工学科

1 1

8 2 2 2 1 1

1 1

10 2 2 2 2 2

3 3

5 3 2

2 2 学修単位

2 2 学修単位

2 2

4 2 2

4 2 2

4 2 2

4 2 2

4 2 2

107
27
28

24 23 19
14

13

上段：機械工学科，電気情報工学科，建築学科
下段：環境都市工学科

88(87)
27
28

24 19(18) 11
7
6

上段：機械工学科，電気情報工学科，建築学科

下段：環境都市工学科

()内:留学生

1

1

1

（Ｂ） 1

 特別一般講義Ａから特別一般講義Ｄとは，中国・四

国国立大学間共同授業で開講する授業科目，教育

ネットワーク中国会員校が指定する授業科目（以下
「他大学等が実施する授業科目」という。）及び校

長が別に指定する授業科目を示す。

特別一般講義Ｂ 1

特別一般講義Ｃ 1

日本語・日本事情Ⅱ

いずれか１科目を選択すること。

コミュニケーション英語Ⅱ

英語表現Ⅱ

英語表現Ⅰ

英語

外
国
語

選

択

必

修

科

目

ハングル

中国語

ドイツ語

日本語・日本事情Ⅰ

微分方程式

物理

化学

コミュニケーション英語Ⅰ

微分積分Ⅱ

上級コミュニケーション英語Ａ

上級コミュニケーション英語Ｂ

1特別一般講義Ｄ

保健

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計

1

ライフサイエンス・アースサイエンスＢ

法学

歴史

日本語・日本事情Ⅲ

選
択
科
目

特別一般講義Ａ

体育

芸術

インキュベーションワーク

線形代数Ⅱ

自
然

基礎数学ＡⅠ

基礎数学ＡⅡ

基礎数学Ｂ

線形代数Ⅰ

古典

社会科学入門

哲学

現代社会

ライフサイエンス・アースサイエンスＡ

一般科目　平成２９～３０年度入学生

授　業　科　目 単位数
学年別配当

備　　　　考

人
文
･
社
会

地理

国語総合（現代文）

現代文

日本語表現法

現代文

微分積分Ⅰ

国語総合（古典）



別表第１（第１４条関係）

1年 2年 3年 4年 5年

2 2

1 1

1 1 留学生以外に対して開設

1 1

2 2 留学生以外に対して開設

1 1

1 1

1 1 留学生以外に対して開設

2 2 留学生以外に対して開設

1 1 留学生以外に対して開設

4 2 2

1 1 留学生以外に対して開設

4 4 留学生に対して開設

2 2 留学生に対して開設

1 1 留学生に対して開設

2 2

2 2

2 2

3 3

1 1

3 3

3 3

1 1

5 2 3

5 2 2 1

1 1 機械工学科，電気情報工学科，建築学科

1 1 環境都市工学科

9 3 2 2 1 1

1 1

10 2 2 2 2 2

3 3

5 3 2

2 2 学修単位

2 2 学修単位

2 2

4 2 2

4 2 2

4 2 2

4 2 2

4 2 2

107
27
28

24 23 19
14

13

上段：機械工学科，電気情報工学科，建築学科

下段：環境都市工学科

88(87)
27
28

24 19(18) 11
7
6

上段：機械工学科，電気情報工学科，建築学科
下段：環境都市工学科

()内:留学生

1

1

1

（Ｂ） 1

日本語・日本事情Ⅲ

一般科目　平成２７～２８年度入学生

授　業　科　目 単位数
学年別配当

備　　　　考

選

択

必

修

科

目

国語総合（現代文）

国語総合（古典）

日本語表現法

微分積分Ⅱ

現代文

古典

社会科学入門

哲学

現代社会

法学

現代文

歴史

地理

自
然

基礎数学ＡⅠ

基礎数学ＡⅡ

基礎数学Ｂ

線形代数Ⅰ

線形代数Ⅱ

微分積分Ⅰ

日本語・日本事情Ⅰ

日本語・日本事情Ⅱ

微分方程式

物理

化学

ライフサイエンス・アースサイエンスＡ

ライフサイエンス・アースサイエンスＢ

保健･体育

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計

選
択
科
目

特別一般講義Ａ 1

外
国
語

コミュニケーション英語Ⅰ

コミュニケーション英語Ⅱ

上級コミュニケーション英語Ａ

英語表現Ⅰ

 特別一般講義Ａから特別一般講義Ｄとは，中国・四

国国立大学間共同授業で開講する授業科目，教育ネッ

トワーク中国会員校が指定する授業科目（以下「他大

学等が実施する授業科目」という。）及び校長が別に

指定する授業科目を示す。

特別一般講義Ｂ 1

特別一般講義Ｃ 1

特別一般講義Ｄ 1

ドイツ語

中国語

ハングル

いずれか１科目を選択すること。

人
文
･
社
会

芸術

インキュベーションワーク

上級コミュニケーション英語Ｂ

英語

英語表現Ⅱ



別表第２（第１４条関係）
専門科目

1年 2年 3年 4年 5年

2 2

2 2

10 10

14 2 12

14 2 12

1 1

2 2 学修単位

1 1

1 1

2 2 学修単位

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2 学修単位

2 2 学修単位

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2 学修単位

1 1

1 1

1 1

2 2 学修単位

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2 学修単位

1 1

2 2 学修単位

2 2 学修単位

2 2 学修単位

1 1

2 2 学修単位

2 2 学修単位

1 1

1 1

2 2 学修単位

2 2

2 2

4 4

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

2 2

1 1 留学生に対して開設

72 5 9 17 27 14
71(72) 5 9 16(17) 27 14 ()内:留学生

材料力学特論 1 1

材料学特論 2 2 学修単位

トライボロジー 2 2 学修単位

システム工学 2 2 学修単位

地域実践演習 4 4

開 設 単 位 数 計 11 4 7

校外実習 1 1

特別専門講義Ａ 1
特別専門講義Ｂ 1

特別専門講義Ｃ 1

特別専門講義Ｄ 1

選

択

科

目

(Ａ)

(Ｂ)

1
 特別専門講義Ａから特別専門講義Ｄとは，
他大学等が実施する授業科目及び校長が別
に指定する授業科目を示す。

1

1

1

工作実習Ⅱ

工作実習Ⅲ

工作実習Ⅳ

工学実験

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計

機械工学演習

メカトロニクス

機械設計製図Ⅰ

機械設計製図Ⅱ

機械設計製図Ⅲ

機械総合演習

工作実習Ⅰ

経営工学

論理回路

制御工学

計測工学

ロボティクス基礎

電気工学

機構学

機械要素設計Ⅰ

機械要素設計Ⅱ

ＣＡＭ／ＣＡＥ

機械設計特論

先端工学

熱機関

流体工学Ⅰ

流体工学Ⅱ

流体工学Ⅲ

流体工学Ⅳ

機械設計概論

材料学Ⅰ

材料学Ⅱ

材料学Ⅲ

熱工学Ⅰ

熱工学Ⅱ

熱工学Ⅲ

材料力学Ⅳ

機械力学Ⅰ

機械力学Ⅱ

加工学Ⅰ

加工学Ⅱ

加工学Ⅲ

履 修 単 位 数 計

選

択

必

修

科

目

応用数学

確率統計

情報処理Ⅰ

情報処理Ⅱ

情報処理Ⅲ

材料力学Ⅰ

材料力学Ⅱ

材料力学Ⅲ

（イ）機械工学科　平成３１年度入学生

授　業　科　目 単位数
学年別配当

備　　　　考

必
修
科
目

工学総合演習Ⅰ

工学総合演習Ⅱ

卒業研究

開 設 単 位 数 計



別表第２（第１４条関係）

専門科目

1年 2年 3年 4年 5年

9 9

9 9

9 9

2 2 学修単位

2 2

4 2 2 学修単位（４年）

1 1

1 1

3 1 2 学修単位（５年）

2 2 学修単位

1 1

4 2 2

2 2 学修単位

4 1 1 2 学修単位（４年）

4 2 2 学修単位（５年）

2 2

4 2 2

4 1 1 2 学修単位（４年）

2 2 学修単位

1 1

2 2

1 1

10 2 2 3 3

2 2

2 2 学修単位

2 2 学修単位

1 1

1 1

9 3 3 3 第１学年はものづくり実習を含む。

4 2 2 ４年電気工学実験，５年機械工学実験

1 1 留学生に対して開設

78 6 9 15 29 19

77(78) 6 9 14(15) 29 19 ()内:留学生

応用数学Ⅱ 1 1

ナノテクノロジー 2 2 学修単位

システム工学 1 1

材料力学Ⅱ 1 1

先端材料学 1 1

トライボロジー 1 1

開 設 単 位 数 計 7 1 6

校外実習 1 1

創造製作 1 1

特別専門講義Ａ 1

特別専門講義Ｂ 1

特別専門講義Ｃ 1

特別専門講義Ｄ 1

（イ）機械工学科 平成２７～３０年度入学生

授　業　科　目 単位数
学年別配当

備　　　　考

必
修
科
目

卒業研究

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計

選

択

必

修

科

目

応用数学Ⅰ

確率統計

応用物理

情報リテラシー

情報処理Ⅰ

情報処理Ⅱ

技術者倫理

工業英語

材料力学Ⅰ

機械力学

材料学

熱工学

熱機関

流体工学

加工学

経営工学

機構学

機械要素設計

機械設計概論

機械設計製図

計測工学

選

択

科

目

(A)

(B)
1

メカトロニクス

制御工学

電気工学

論理回路

工作実習

工学実験

特別専門講義Ａから特別専門講義Ｄとは，中国・四国
国立大学間共同授業で開講する授業科目，教育ネット
ワーク中国会員校が指定する授業科目（以下「他大学
等が実施する授業科目」という。）及び校長が別に指
定する授業科目を示す。

1

1

1

機械工学演習

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計



（ロ）電気情報工学科　エネルギ制御コース　平成３１年度入学生

1年 2年 3年 4年 5年

2 2

2 2

10 10

14 2 12

14 2 12

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2 学修単位

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2 学修単位

2 2 学修単位

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2 学修単位

2 2 学修単位

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 3

4 4

4 4

2 2 学修単位

2 2 学修単位

2 2 学修単位

1 1

2 2 学修単位

1 1

1 1

1 1 留学生に対して開設

63 5 9 17 23 9
62(63) 5 9 16(17) 23 9

通信工学Ⅰ 2 2 学修単位

通信工学Ⅱ 2 2 学修単位

電磁界理論 2 2 学修単位

アルゴリズム 2 2 学修単位

信号処理 1 1

情報ネットワーク 1 1

情報理論 1 1

ＩＣ設計工学 1 1

応用電子回路 2 2 学修単位

パワーエレクトロニクス 2 2 学修単位

地域実践演習 4 4

開 設 単 位 数 計 20 8 12

校外実習 1 1

特別専門講義Ａ 1

特別専門講義Ｂ 1

特別専門講義Ｃ 1

特別専門講義Ｄ 1

選

択

科

目

(Ａ)

選択科目（Ａ）を４，５年
合計で１１単位以上履修す
ること。

(Ｂ)

エネルギ発生工学Ⅰ

エネルギ発生工学Ⅱ

開 設 単 位 数 計

1

履 修 単 位 数 計 ()内:留学生

エネルギ制御工学実験

エネルギ変換工学Ⅰ

エネルギ変換工学Ⅱ

1
 特別専門講義Ａから特別専門講義Ｄと
は，他大学等が実施する授業科目及び
校長が別に指定する授業科目を示す。

1

1

エネルギ変換工学Ⅲ

エネルギネットワーク工学Ⅰ

エネルギネットワーク工学Ⅱ

電気工学演習

情報処理Ⅰ

情報処理Ⅱ

情報処理Ⅲ

情報処理Ⅳ

情報処理Ⅴ

シーケンス制御

ものづくり実習

電気情報工学実験Ⅰ

電気情報工学実験Ⅱ

電気磁気学Ⅲ

電気磁気学Ⅳ

制御工学Ⅰ

制御工学Ⅱ

電気･電子計測Ⅰ

電気･電子計測Ⅱ

電子回路Ⅱ

電気電子材料

電子工学Ⅰ

電子工学Ⅱ

電気磁気学Ⅰ

電気磁気学Ⅱ

電気回路Ⅱ

電気回路Ⅲ

電気回路Ⅳ

電気回路Ⅴ

電気回路Ⅵ

電子回路Ⅰ

電気数学Ⅱ

電気数学Ⅲ

電気数学Ⅳ

電気基礎Ⅰ

電気基礎Ⅱ

電気回路Ⅰ

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計

選

択

必

修

科

目

応用数学 学修単位

電気情報概論

電気数学Ⅰ

授　業　科　目 単位数
学年別配当

備　　　　考

必
修
科
目

工学総合演習Ⅰ

工学総合演習Ⅱ

卒業研究



（ロ）電気情報工学科　エネルギ制御コース　平成２７～３０年度入学生

1年 2年 3年 4年 5年

9 9

9 9

9 9

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

1 1

2 2

1 1

2 2

2 2

2 2

3 1 1 1

2 1 1

1 1

6 2 2 2

6 3 3

4 2 2

2 2

2 2

2 2

8 4 4

2 2

2  2

2 2

2 2

2 2

1 1 留学生に対して開設

68 6 9 15 25 13

67(68) 6 9 14(15) 25 13

通信工学 2 2

電磁界理論 2 2 学修単位

超高周波工学 2 2 学修単位

ＩＣ設計工学 1 1

アルゴリズム 1 1

信号処理 1 1

システム工学 1 1

情報理論 1 1

情報ネットワーク 1 1

応用電子回路 1 1

電子デバイス 1 1

パワーエレクトロニクス 1 1

工業英語 1  1  

開 設 単 位 数 計 16  5 11

校外実習 1 1

特別専門講義Ａ 1

特別専門講義Ｂ 1

特別専門講義Ｃ 1

特別専門講義Ｄ 1 1

選

択

科

目

(A)

選 択 選 択 科 目 （ Ａ ） を
４，５年合計で１１単位
以上履修すること。

(B)

1
 特別専門講義Ａから特別専門講義Ｄとは，他大
学等が実施する授業科目及び校長が別に指定す
る授業科目を示す。

1

1

シーケンス制御 学修単位

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計 ()内:留学生

電気工学演習

エネルギネットワーク工学

エネルギ変換工学Ⅱ 学修単位

エネルギ発生工学

制御工学

エネルギ制御工学実験

エネルギ変換工学Ⅰ

電気磁気学  

電子工学

電子回路

電気電子材料

電気回路

電気情報工学実験

情報処理Ⅲ

電気数学

電気･電子計測

電気製図

情報処理Ⅰ 情報リテラシーを含む

情報処理Ⅱ

応用物理

ものづくり実習

技術者倫理

電気基礎

選

択

必

修

科

目

応用数学Ａ 学修単位

応用数学Ｂ 学修単位

確率統計Ａ 学修単位

確率統計Ｂ 学修単位

授　業　科　目 単位数
学年別配当

備　　　　考

必
修
科
目

卒業研究

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計



（ハ）電気情報工学科　情報通信コース　平成３１年度入学生

1年 2年 3年 4年 5年

2 2

2 2

10 10

14 2 12

14 2 12

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2 学修単位

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2 学修単位

2 2 学修単位

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2 学修単位

2 2 学修単位

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 3

4 4

4 4

2 2 学修単位

2 2 学修単位

2 2 学修単位

2 2 学修単位

1 1

1 1

1 1

1 1 留学生に対して開設

63 5 9 17 24 8
62(63) 5 9 16(17) 24 8

エネルギ変換工学Ⅰ 2 2 学修単位

エネルギ変換工学Ⅱ 2 2 学修単位

エネルギ変換工学Ⅲ 2 2 学修単位

エネルギネットワーク工学Ⅰ 1 1

エネルギネットワーク工学Ⅱ 2 2 学修単位

エネルギ発生工学Ⅰ 1 1

エネルギ発生工学Ⅱ 1 1

ＩＣ設計工学 1 1

応用電子回路 2 2 学修単位

パワーエレクトロニクス 2 2 学修単位

地域実践演習 4 4

開 設 単 位 数 計 20 7 13

校外実習 1 1

特別専門講義Ａ 1

特別専門講義Ｂ 1

特別専門講義Ｃ 1

特別専門講義Ｄ 1

選

択

科

目

(Ａ)

選択科目（Ａ）を４，５年
合計で１１単位以上履修す
ること。

(Ｂ)

情報ネットワーク

情報理論

開 設 単 位 数 計

1

履 修 単 位 数 計 ()内:留学生

情報通信工学実験

通信工学Ⅰ

通信工学Ⅱ

1
 特別専門講義Ａから特別専門講義Ｄと
は，他大学等が実施する授業科目及び
校長が別に指定する授業科目を示す。

1

1

電磁界理論

アルゴリズム

信号処理

電気工学演習

情報処理Ⅰ

情報処理Ⅱ

情報処理Ⅲ

情報処理Ⅳ

情報処理Ⅴ

シーケンス制御

ものづくり実習

電気情報工学実験Ⅰ

電気情報工学実験Ⅱ

電気磁気学Ⅲ

電気磁気学Ⅳ

制御工学Ⅰ

制御工学Ⅱ

電気･電子計測Ⅰ

電気･電子計測Ⅱ

電子回路Ⅱ

電気電子材料

電子工学Ⅰ

電子工学Ⅱ

電気磁気学Ⅰ

電気磁気学Ⅱ

電気回路Ⅱ

電気回路Ⅲ

電気回路Ⅳ

電気回路Ⅴ

電気回路Ⅵ

電子回路Ⅰ

電気数学Ⅱ

電気数学Ⅲ

電気数学Ⅳ

電気基礎Ⅰ

電気基礎Ⅱ

電気回路Ⅰ

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計

選

択

必

修

科

目

応用数学 学修単位

電気情報概論

電気数学Ⅰ

授　業　科　目 単位数
学年別配当

備　　　　考

必
修
科
目

工学総合演習Ⅰ

工学総合演習Ⅱ

卒業研究



（ハ）電気情報工学科　情報通信コース　平成２７～３０年度入学生

1年 2年 3年 4年 5年

9 9

9 9

9 9

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

1 1

2 2

1 1

2 2

2 2

2 2

3 1 1 1

2 1 1

1 1

6 2 2 2

6 3 3

4 2 2

2 2

2 2

2 2

8 4 4

2 2

2 2

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 留学生に対して開設

68 6 9 15 27 11

67(68) 6 9 14(15) 27 11

エネルギ変換工学Ⅰ 2 2

エネルギネットワーク工学 2  2

エネルギ変換工学Ⅱ 2 2 学修単位

エネルギ発生工学 2 2

シーケンス制御 2 2 学修単位

システム工学 1 1

情報理論 1 1

応用電子回路 1 1

電子デバイス 1 1

パワーエレクトロニクス 1 1

工業英語 1  1  

開 設 単 位 数 計 16  3 13

校外実習 1 1

特別専門講義Ａ 1

特別専門講義Ｂ 1

特別専門講義Ｃ 1

特別専門講義Ｄ 1 1

選

択

科

目

(A)

選択科目（Ａ）を４，５
年合計で１１単位以上履
修すること。

(B)

1
 特別専門講義Ａから特別専門講義Ｄとは，他大
学等が実施する授業科目及び校長が別に指定す
る授業科目を示す。

1

1

情報ネットワーク

信号処理

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計 ()内:留学生

電気工学演習

電磁界理論 学修単位

超高周波工学 学修単位

ＩＣ設計工学

アルゴリズム

制御工学

情報通信工学実験

通信工学

電気磁気学  

電子工学

電子回路

電気電子材料

電気回路

電気情報工学実験

情報処理Ⅲ

電気数学

電気･電子計測

電気製図

情報処理Ⅰ 情報リテラシーを含む

情報処理Ⅱ

応用物理

ものづくり実習

技術者倫理

電気基礎

選

択

必

修

科

目

応用数学Ａ 学修単位

応用数学Ｂ 学修単位

確率統計Ａ 学修単位

確率統計Ｂ 学修単位

授　業　科　目 単位数
学年別配当

備　　　　考

必
修
科
目

卒業研究

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計



（ニ）環境都市工学科　平成３１年度入学生

1年 2年 3年 4年 5年
1 1
1 1
2 2
4 4
4 4
4 4
1 1
1 1
2 2
2 2
10 10
32 4 4 4 7 13
32 4 4 4 7 13
2 2 学修単位
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2 学修単位
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2 学修単位
2 2 学修単位
1 1
1 1
2 2 学修単位
2 2 学修単位
1 1
1 1
1 1
2 2 学修単位
2 2 学修単位
2 2 学修単位
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2 学修単位
2 2 学修単位
1 1 留学生に対して開設

48 1 5 13 22 7
47(48) 1 5 12(13) 22 7 ()内:留学生

情報処理Ⅱ 1 1
測量Ⅲ 2 2 学修単位
河川工学Ⅱ 2 2 学修単位
防災工学Ⅱ 2 2 学修単位
環境生物工学 2 2 学修単位
環境分析化学 2 2 学修単位
環境都市工学演習Ⅰ 1 1
環境都市工学演習Ⅱ 1 1
地域実践演習 4 4

開 設 単 位 数 計 17 4 13
校外実習 1 1
特別専門講義Ａ 1
特別専門講義Ｂ 1
特別専門講義Ｃ 1
特別専門講義Ｄ 1

授　業　科　目 単位数
学年別配当

備　　　　考

必
 
修
 
科
 
目

測量Ⅰ
測量Ⅱ
実験実習Ⅰ
実験実習Ⅱ
実験実習Ⅲ
実験実習Ⅳ
設計製図Ⅰ
設計製図Ⅱ
工学総合演習Ⅰ
工学総合演習Ⅱ
卒業研究
開 設 単 位 数 計
履 修 単 位 数 計

選

択

必

修

科

目

応用数学
情報処理Ⅰ
土木ＣＡＤ
建設施工Ⅰ
建設施工Ⅱ
交通計画
都市計画
交通システム工学
社会基盤計画学
建設材料
コンクリート工学Ⅰ
コンクリート工学Ⅱ
コンクリート構造Ⅰ
コンクリート構造Ⅱ
鋼構造Ⅰ
鋼構造Ⅱ
構造力学Ⅰ
構造力学Ⅱ
構造力学Ⅲ
構造力学Ⅳ
水理学Ⅰ
水理学Ⅱ
水理学Ⅲ
水理学Ⅳ
河川工学Ⅰ
土質力学Ⅰ
土質力学Ⅱ
土質力学Ⅲ
土質力学Ⅳ
防災工学Ⅰ
自然生態学
環境工学
水環境工学Ⅰ
水環境工学Ⅱ
環境保全
遺伝子工学概論

開 設 単 位 数 計

環境工学演習

履 修 単 位 数 計

選

択

科

目

(Ａ)

(Ｂ)
1

 特別専門講義Ａから特別専門講義Ｄとは，
他大学等が実施する授業科目及び校長が別に
指定する授業科目を示す。

1
1
1



（ニ）環境都市工学科　平成２７～３０年度入学生

1年 2年 3年 4年 5年

2 1 1

10 2 3 3 2

2 2

3 3

9 9

26 3 4 3 4 12

26 3 4 3 4 12

2 2

2 2

1 1

2 1 1

1 1

2 2

コンクリート構造Ⅰ 1 1

コンクリート構造Ⅱ 1 1

2 2

2 2 学修単位

2 2 学修単位

2 2

2 2 学修単位

2 2 学修単位

2 1 1

2 2

2 2 学修単位

2 2 学修単位

2 2 学修単位

1 1

1 1

2 2 学修単位

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

2 2 学修単位

1 1

1 1

技術者倫理 1 1

1 1

2 2 学修単位

1 1

1 1 留学生に対して開設

54 2 5 12 28 7

53(54) 2 5 11(12) 28 7 ()内:留学生

交通システム工学 1 1

社会基盤計画学Ⅱ 1 1

環境分析化学 1 1

環境生物工学 1 1

微生物学 1 1

工業英語 2 1 1

防災工学Ⅱ 1 1

環境都市工学演習Ⅱ 1 1

環境都市工学演習Ⅲ 1 1

環境都市工学演習Ⅳ 1 1

応用測量 1 1

開 設 単 位 数 計 12 1 11

校外実習 1 1

特別専門講義Ａ 1

特別専門講義Ｂ 1

特別専門講義Ｃ 1

特別専門講義Ｄ 1

環境工学演習

 特別専門講義Ａから特別専門講義Ｄとは，他大学等

が実施する授業科目及び校長が別に指定する授業科目

を示す。

1

1

1

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計

選

択

科

目

（A)

(B)

1

環境保全Ａ

遺伝子工学概論

ものづくり実習

環境都市工学演習Ⅰ

防災工学ⅠＡ

土木ＣＡＤ

交通計画Ａ

建設施工Ⅰ

建設施工Ⅱ

環境工学

自然生態学

水環境工学

土質力学

土質力学Ａ

土質力学Ｂ

鋼構造Ａ

都市計画

社会基盤計画学Ｉ

構造力学Ａ

構造力学Ｂ

水理学

水理学Ａ

水理学Ｂ

河川工学

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計

選

択

必

修

科

目

応用数学

応用物理

情報リテラシー

情報処理

建設材料

コンクリート工学

構造力学

授　業　科　目 単位数
学年別配当

備　　　　考

必
 
修
 
科
 
目

測量

実験実習

設計製図

エンジニアリングデザイン

卒業研究



1年 2年 3年 4年 5年
2 2
2 2
10 10
14 2 12
14 2 12

応用数学 1 1
情報処理Ⅰ 1 1

ＣＡＤ基礎 1 1

ＣＡＤ・ＣＧⅠ 1 1

ＣＡＤ・ＣＧⅡ 1 1

建築設計製図Ⅰ 1 1

建築設計製図Ⅱ 4 4

建築設計製図Ⅲ 4 4

建築設計製図Ⅳ 2 2

ものづくり実習 1 1

造形Ⅰ 1 1

造形Ⅱ 1 1

デザイン基礎 1 1

建築史Ⅰ 1 1

建築史Ⅱ 1 1

建築史Ⅲ 2 2 学修単位

建築意匠 2 2 学修単位

建築学入門 1 1

建築計画Ⅰ 1 1

建築計画Ⅱ 1 1

建築計画Ⅲ 2 2 学修単位

福祉住環境 1 1

都市計画 2 2 学修単位

建築環境工学Ⅰ 2 2 学修単位

建築環境工学Ⅱ 2 2 学修単位

建築設備Ⅰ 2 2 学修単位

建築設備Ⅱ 2 2 学修単位

建築構法Ⅰ 1 1

建築構法Ⅱ 1 1

鉄筋コンクリート構造Ⅰ 1 1

鉄筋コンクリート構造Ⅱ 1 1

鉄筋コンクリート構造Ⅲ 1 1

鋼構造Ⅰ 1 1

鋼構造Ⅱ 1 1

建築構造力学Ⅰ 1 1

建築構造力学Ⅱ 1 1

建築構造力学Ⅲ 1 1

建築構造力学Ⅳ 1 1

建築構造力学Ⅴ 2 2 学修単位

建築構造力学演習 1 1

建築工学実験 1 1

建築防災工学 2 2 学修単位

建築法規Ⅰ 2 2 学修単位

建築法規Ⅱ 2 2 学修単位

建築材料Ⅰ 1 1

建築材料Ⅱ 1 1

建築材料Ⅲ 2 2 学修単位

建築生産Ⅰ 2 2 学修単位

建築生産Ⅱ 2 2 学修単位

技術者資格演習 1 1

ゼミナール 1 1

1 1 留学生に対して開設

74 5 9 17 27 16

73(74) 5 9 16(17) 27 16 ()内:留学生
情報処理Ⅱ 1 1
建築設計製図Ⅴ 2 2
インテリア計画 2 2 学修単位
地域実践演習 4 4

開 設 単 位 数 計 9 4 5
校外実習 1 1
特別専門講義Ａ 1
特別専門講義Ｂ 1
特別専門講義Ｃ 1
特別専門講義Ｄ 1

1  特別専門講義Ａから特別専門講

義Ｄとは，他大学等が実施する

授業科目及び校長が別に指定す

る授業科目を示す。

1
1
1

履 修 単 位 数 計

建築学演習

選

択

必

修

科

目

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計

選

択

科

目

(Ａ)

(Ｂ)

（へ）建築学科　平成３１年度入学生

授　業　科　目 単位数
学年別配当

備　　　　考

必
修
科
目

工学総合演習Ⅰ
工学総合演習Ⅱ
卒業研究

開 設 単 位 数 計



（ヘ）建築学科　平成２７～３０年度入学生

1年 2年 3年 4年 5年

9 9 卒業設計を含む。

9 9

9 9

2 2

1 1     演習を含む。

2 2 演習を含む。

2 2 演習を含む。

1 1

2 2

1 1

1 1  

1 1

1 1   

1 1

2 2 学修単位

2 2 学修単位

1 1    

3 3

4 4

4 4

1 1  

1 1

1 1

2 2  

2 2 学修単位

2 2 学修単位

2 2   

2 2

2 2 学修単位

1 1

2 2

2 2 学修単位

2 2

2 2

1 1

2 2  

2 2

2 2 学修単位

2 2 学修単位

2 2 学修単位

2 2

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 留学生に対して開設
75 6 9 15 28 17

74(75) 6 9 14(15) 28 17 ()内:留学生

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

14 6 8

7 3 4

81 6 9 14 31 21

1 1

1

1

1

1

1

 特別専門講義Ａから特別専門講義Ｄとは，

他大学等が実施する授業科目及び校長が別

に指定する授業科目を示す。

特別専門講義Ｂ 1

特別専門講義Ｃ 1

特別専門講義Ｄ 1

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計

履 修 単 位 数 合 計

選

択

科

目

(

B

)

校外実習

特別専門講義Ａ

選

択

必

修

科

目

応用物理Ⅰ

情報リテラシー

情報処理Ⅰ

鋼構造設計

左記の５科目の中から、３単位
を選択履修する。

建築工学実験

建築地盤工学

建築設計製図Ⅴ

建築環境実験

応用物理Ⅱ
進学希望の学生は「応用物理
Ⅱ」「応用数学」「講読演習」
を，就職希望の学生は「インテ
リア概論Ⅰ」「福祉住環境Ⅰ」
「不動産概論Ⅰ」「技術者資格
演習」をそれぞれ選択履修する
ことを基本とする。

インテリア概論Ⅰ

応用数学

福祉住環境Ⅰ

不動産概論Ⅰ

講読演習

技術者資格演習

ゼミナール

工業英語

測量学Ⅰ

技術者倫理

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計

建築学演習

建築設備

環境設計

ＲＣ構造設計Ⅰ

ＲＣ構造設計Ⅱ

建築法規

建築生産

建築材料Ⅰ

建築材料Ⅱ

鉄筋コンクリート構造

鋼構造

建築防災工学

建築環境工学

建築史Ⅱ

建築意匠

建築構造力学Ⅰ

建築構造力学Ⅱ

建築構造力学Ⅲ

建築構造力学演習

建築設計製図Ⅲ

建築設計製図Ⅳ

ものづくり実習

造形Ⅰ

造形Ⅱ

建築史Ⅰ

建築計画Ⅰ

建築計画Ⅱ

建築計画Ⅲ

都市計画

建築設計製図Ⅰ

建築設計製図Ⅱ

情報処理Ⅱ

ＣＡＤ基礎

ＣＡＤ・ＣＧ

建築概論

建築構法Ⅰ

建築構法Ⅱ

授　業　科　目 単位数
学年別配当

備　　　　考

必

修

科

目

卒業研究

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計



別表第３（第39条関係）

１学年 ２学年
日本語表現法 2 2

科学英語表現法Ⅰ 1 1

科学英語表現法Ⅱ 2 2

科学総合英語 2 2

グローバル倫理 2 2

経営マネジメント 2 2

プロジェクトマネジメント 2 2

履 修 単 位 数 計

数学応用工学Ⅰ 2 2

数学応用工学Ⅱ 2 2

物理応用工学 2 2

生命科学 2 2

プロジェクトデザイン工学総合ゼミⅠ 2 2 演習

プロジェクトデザイン工学総合ゼミⅡ 2 2 演習

複合工学実験 2 2 実験

履 修 単 位 数 計
化学応用工学 2 2

数値計算法 2 2

資源循環工学 2 2

量子力学 2 2

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計

プロジェクトデザイン工学演習 3 3 演習

ＣＡＤ/ＣＡＭ・ＣＡＥ 2 2

高度専門特別講義Ⅰ（科目名※） 2 2

高度専門特別講義Ⅱ（科目名※※） 2 2

インターンシップ 10 10 実習

応用研究 4 4 演習

特別研究 6 6 演習

履 修 単 位 数 計
福祉工学 2 2

再生可能エネルギー工学 2 2

工業デザイン論 2 2

環境人間工学 2 2

建築設計演習 2 2 演習

開 設 単 位 数 計

履 修 単 位 数 計

開 設 単 位 数 計 74 31 43

※高度専門特別講義Ⅰの科目名
機械工学分野：数値流体工学，弾性設計学，医用工学，メカトロニクス特論
電気情報工学分野：電磁波システム工学，アドバンストコントロール，ソフトコン
ピューティング，インフォメーションテクノロジ
環境都市工学分野：応用解析法，環境地盤力学，テラメカニクス
建築学分野：都市・地域計画，各種コンクリート構造，近代デザイン史

※※高度専門特別講義Ⅱの科目名
機械工学分野：振動工学，機械要素，システム制御
電気情報工学分野：マイクロエレクトロニクス，モーターエレクトロニクス，材料
物性学，バイオメトリクス
環境都市工学分野：建設材料論，応用水理学
建築学分野：耐震構造，人間温熱生理，環境デザイン

専
 
門
 
基
 
礎
 
科
 
目

必
 
修

14

選
択

8
2以上

履 修 単 位 数 合 計 62以上

専
 
 
門
 
 
科
 
 
目

必
 
修

29

選
択

10
4以上

教
養
科
目

必
 
修

13

プロジェクトデザイン工学専攻

授　　業　　科　　目
単
位
数

備考
履修学年



【第１学年】 【第３学年】 【第５学年】

現代文Ⅰ 1 現代文 66 哲学 141

現代文Ⅱ 2 現代社会 68 ライフサイエンス・アースサイエンスＡ 142

古典文学Ⅰ 3 地理 70 保健･体育 143

歴史総合Ⅰ 5 線形代数Ⅱ 71 インキュベーションワーク 144

歴史総合Ⅱ 6 微分積分Ⅱ 72 英語 146

英語Ⅰ 7 微分方程式 74 ドイツ語 148

英語Ⅱ 8 化学 75 中国語 150

英語表現Ⅰ 10 体育 76 ハングル 152

英語表現Ⅱ 11 インキュベーションワーク 78 経営工学 154

保健 12 コミュニケーション英語Ⅱ 80 制御工学 156

体育Ⅰ 13 英語表現Ⅱ 82 工学実験 157

基礎数学ＡⅠ 15 応用物理 84 ナノテクノロジー 159

基礎数学ＡⅡ 16 材料力学Ⅰ 86 システム工学 161

基礎数学ＢⅠ 17 材料学 88 材料力学Ⅱ 162

基礎数学ＢⅡ 18 加工学 89 先端材料学 163

基礎数学Ｃ 19 機械設計製図 91 トライボロジー 165

物理Ⅰ 20 電気工学 93 創造製作 166

物理Ⅱ 22 論理回路 94 卒業研究 167

化学Ⅰ 24 工作実習 95 情報処理Ⅱ 169

化学Ⅱ 25 技術者倫理 170

ライフサイエンス・アースサイエンス 26 【第４学年】 工業英語 172

情報リテラシー 27 日本語表現法 97 機械力学 174

プロジェクトデザイン入門 28 インキュベーションワーク 98 熱工学 176

インキュベーションワークⅠ 30 上級コミュニケーション英語Ａ 100 熱機関 177

機械設計概論 31 上級コミュニケーション英語Ｂ 102 流体工学 179

機械設計製図Ⅰ 32 英語 104

工作実習Ⅰ 34 ドイツ語 106

中国語 108

【第２学年】 ハングル 110

現代文 36 法学 112

古典 38 保健･体育 113

歴史 39 熱工学 114

線形代数Ⅰ 41 流体工学 116

微分積分Ⅰ 43 加工学 118

物理 45 機械要素設計 120

化学 47 機械設計製図 122

体育 49 計測工学 124

インキュベーションワーク 51 メカトロニクス 126

コミュニケーション英語Ⅱ 53 工学実験 127

英語表現Ⅱ 55 応用数学Ⅱ 129

機械設計概論 57 校外実習 130

機械設計製図 58 応用数学Ⅰ 132

工作実習 60 確率統計 133

材料学 62 応用物理 135

加工学 63 情報処理Ⅰ 136

機構学 65 情報処理Ⅱ 137

材料力学Ⅰ 138

材料学 140

シラバス（機械工学科）目次



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代文Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0002 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 『国語総合　現代文編』（東京書籍）『プレミアムカラー　国語便覧』（数研出版）『新版 チャレンジ常用漢字』（第
一学習社）

担当教員 外村 彰
到達目標
１．日本語で書かれた文章を的確に読解すること。
２．さまざまな文章を読解することで思索する力、豊かな感性を涵養すること。
３．作品が書かれた時代（文学史）や作家に関する知識を身につけること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 日本語で書かれた文章を的確に読
解できる

日本語で書かれた文章を読解でき
る

日本語で書かれた文章を読解でき
ない

評価項目2
さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とが的確にできる

さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とができる

さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とができない

評価項目3
作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることが的確に
できる

作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることができる

作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることができな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 日本語で書かれた文章を的確に理解する能力を養うため、小説、評論などの文章を読解する。また、自分の考えをまと

め表現できる思索力と言語能力を身につける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。週に一度を目安に漢字テストを実施する。適宜、課題提出も課す。

注意点
授業態度は常に真摯にとり組む姿勢が基本です。積極的に学び、文章を読むことの楽しさ、奥深さに向き合ってくださ
い。不真面目な態度は相応に減点の対象とします。漢字テストは楷書で丁寧に記すよう、くれぐれも留意しておくこと
。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス
評論「技術が道徳を代行する時」（池内了）

１，自己紹介文を書く。
評論「技術が道徳を代行する時」を読解する。論理の展開
を的確に捉える。筆者の主張を様々な角度から批評、考察
する。

2週 評論「技術が道徳を代行する時」（池内了）
3週 評論「技術が道徳を代行する時」（池内了）

4週 小説「羅生門」（芥川龍之介）
２，小説「羅生門」を読み、鑑賞する。作品の主題・構成
・表現方法を理解する。作者や時代背景に関する知識を身
につけ、より作品の理解を深める。原典との対照によって
作品の主題を考察する。

5週 小説「羅生門」（芥川龍之介）
6週 小説「羅生門」（芥川龍之介）
7週 中間試験

8週 答案返却・解説　
小説「羅生門」（芥川龍之介）

9週 小説「羅生門」（芥川龍之介）

10週 短歌「十五の春」（正岡子規ほか）
３，短歌「十五の春」俳句「白牡丹」を読解・鑑賞する。
詩情のありかを的確に捉える。表現に込められた感性を様
々な角度から読みとる。作者や背景に対する知識を学び、
人生の意味について考える。

11週 短歌「十五の春」（正岡子規ほか）
12週 俳句「白牡丹」（高浜虚子ほか）
13週 俳句「白牡丹」（高浜虚子ほか）
14週 短歌と俳句（創作ほか）
15週 期末試験
16週 答案返却・解説　諸課題

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 5 0 5 5 5 100
基礎的能力 80 5 0 5 5 5 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代文Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0003 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 『国語総合　現代文編』（東京書籍）『プレミアムカラー　国語便覧』（数研出版）『新版 チャレンジ常用漢字』（第
一学習社）

担当教員 外村 彰
到達目標
１．日本語で書かれた文章を的確に読解すること。
２．さまざまな文章を読解することで思索する力、豊かな感性を涵養すること。
３．作品が書かれた時代（文学史）や作家に関する知識を身につけること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 日本語で書かれた文章を的確に読
解できる

日本語で書かれた文章を読解でき
る

日本語で書かれた文章を読解でき
ない

評価項目2
さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とが的確にできる

さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とができる

さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とができない

評価項目3
作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることが的確に
できる

作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることができる

作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることができな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 日本語で書かれた文章を的確に理解する能力を養うため、小説、評論などの文章を読解する。また、自分の考えをまと

め表現できる思索力と言語能力を身につける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。週に一度を目安に漢字テストを実施する。適宜、課題提出も課す。

注意点
授業態度は常に真摯にとり組む姿勢が基本です。積極的に学び、文章を読むことの楽しさ、奥深さに向き合ってくださ
い。不真面目な態度は相応に減点の対象とします。漢字テストは楷書で丁寧に記すよう、くれぐれも留意しておくこと
。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 随想「少女たちの『ひろしま』」（梯久美子）
１，随想「少女たちの『ひろしま』」を読解する。表現を
的確に捉え、筆者の伝えたかったことを様々な角度から考
察し、平和の尊さについて思いをめぐらせる。

2週 随想「少女たちの『ひろしま』」（梯久美子）
3週 随想「少女たちの『ひろしま』」（梯久美子）

4週 評論「生物の多様性とは何か」（福岡伸一）
２，評論「生物の多様性とは何か」を読解する。論理の展
開を的確に捉える。キーワードに留意しながら、筆者の主
張を多角的に批評、考察する。

5週 評論「生物の多様性とは何か」（福岡伸一）
6週 評論「生物の多様性とは何か」（福岡伸一）
7週 中間試験

8週 答案返却・解説　
評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）

9週 評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）
３，評論「映像文化の変貌」を読解する。表象文化論の論
理展開を的確に捉える。筆者の主張を様々な角度から批評
、考察する。

10週 評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）
11週 評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）

12週 詩「小景異情」ほか（室生犀星ほか）
４，詩「小景異情」ほかを読解・鑑賞する。詩情のありか
を的確に捉える。表現に込められた感性を様々な角度から
読みとる。作者や背景に対する知識を学び、人生の意味に
ついて考える。

13週 詩「小景異情」ほか（室生犀星ほか）
14週 詩「小景異情」ほか（室生犀星ほか）

15週 期末試験

16週 答案返却・解説　諸課題
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 80 5 0 5 5 5 100
基礎的能力 80 5 0 5 5 5 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 古典文学Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0004 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 『国語総合　古典編』 （東京書籍）
担当教員 上芝 令子
到達目標
1．古文と現代文の違いを知り、古文を読む際の基礎的知識を学ぶ。
2．古文、漢文の語彙や表現を学び、日本語表現の多様性を理解する。
3．漢文訓読の基礎的知識を学習し、簡単な漢文が読めるようになる。
4．古典を通じて古人のものの見方、思想様式を学び、今日に活用しうる発想を知る
5．古文、漢文の語彙の表現を学び、日本語表現の多様性を理解する。
6．漢文訓読の知識を用いて、初歩的な漢文の文章が読めるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
古文と現代文の違いを知り、古文
を読む際の基礎的知識を学ぶこと
が的確にできる

古文と現代文の違いを知り、古文
を読む際の基礎的知識を学ぶこと
ができる

古文と現代文の違いを知り、古文
を読む際の基礎的知識を学ぶこと
ができない

評価項目2
古文、漢文の語彙や表現を学び、
日本語表現の多様性を的確に理解
できる

古文、漢文の語彙や表現を学び、
日本語表現の多様性を理解できる

古文、漢文の語彙や表現を学び、
日本語表現の多様性を理解できな
い

評価項目3
漢文訓読の基礎的知識を学習し、
簡単な漢文を読むことが的確にで
きる

漢文訓読の基礎的知識を学習し、
簡単な漢文を読むことができる

漢文訓読の基礎的知識を学習し、
簡単な漢文を読むことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
中学校での古典学習をふまえ、古典入門の授業とする。古文、漢文を理解するための基礎学力を身につけ、古人の思索
を理解することで豊かな教養を涵養する。日本語日本文化および東アジアの文化に対する深い見識を養うことを目的と
する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。適宜、課題提出も課す。

注意点
グローバル化が叫ばれる現代だからこそ、自らが立脚する日本語日本文化に対する幅広い知識、理解を持つことが肝要
となる。異文化に対する柔らかい享受の姿勢は日本古典文学の世界が培ってきた伝統である。ぜひ真摯かつ積極的に学
んでほしい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス

2週 古文入門「絵仏師良秀」（「宇治拾遺物語」）

1，古文入門
古文と現代文の違いを知る。
仮名遣い・文法・語彙を学習し、古文の骨格を理解する
品詞について学習する。
文学史的知識を身につける。

3週 古文入門「絵仏師良秀」（「宇治拾遺物語」）
4週 「絵仏師良秀」（「宇治拾遺物語」）

5週 漢文入門「訓読に親しむ（一）、（二）」
2，漢文入門
漢文を読む際に必要な知識を学ぶ。
訓読のきまり、書き下し文を学ぶ。
人口に膾炙した格言、成句に対する知識を深める。

6週 再読文字・助字・演習
7週 中間試験
8週 答案返却・解説

9週 「芥川」（「伊勢物語」）

1，古文基礎編その1
物語作品を読み、内容を理解し、鑑賞する。
文法・語彙を学習し、古典の作品世界を理解する。
用言の活用について学習する。
文学史的知識を身につける。

10週 「芥川」（「伊勢物語」）

11週 「つれづれなるままに」（「徒然草」）
2，古文基礎編その2
古典三大随筆を知り、その一端を鑑賞する。
文法・詩彙を学習し、古典世界に親しむ。
文学史的知識を身につける。

12週 故事成語「助長」

3，漢文「助長」「推敲」を読解する。
訓読のきまりに従い、正確な暮き下し文に改めることがで
きる
初歩的な漢文の内容理解ができる。
故事成語について学習する。

13週 故事成語「推敲」
14週 故事成語「推敲」
15週 期末試験
16週 答案返却・解説

評価割合
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試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 歴史総合Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0005 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 伊藤純郎ほか「高等学校日本史Ｂ」（清水書院）
担当教員 藤本 義彦
到達目標
・日本近代の外交を把握する
・ペリー来航から明治維新までの過程を把握する
・日清戦争の過程、結果について把握する
・日露戦争の過程、結果について把握する
・日本の古代中世の外交の特徴を把握する

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 日本の古代から近代の外交の特徴
を詳細に把握することができる

日本の古代から近代の外交の特徴
を把握することができる

日本の古代から近代の外交の特徴
を把握することができない

評価項目2 ペリー来航から明治時代への変遷
を詳細に理解することができる

ペリー来航から明治時代への変遷
を理解することができる

ペリー来航から明治時代への変遷
を理解することができない

評価項目3 条約改正の過程を詳細に把握する
ことができる

条約改正の過程を把握することが
できる

条約改正の過程を把握することが
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 日本近代の歴史を政治・外交の面に力点をおきながら学習する。また、重要な問題については古代・中世に遡って学習

し理解を深める。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義中心。参考にビデオ視聴する。

注意点 日頃から本や新聞などを読んで、社会問題・時事問題に興味をもつようにしてください。「歴史」は暗記科目ではあり
ません。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 呉の歴史１（戦艦大和） 地元呉に関る歴史について学ぶ
2週 呉の歴史２（戦艦大和） 戦艦大和建造の意味について理解する
3週 古代・中世の外交（１） 古代中世の外交で主に中国との関係を理解する
4週 古代・中世の外交（２） 古代中世の外交で主にアジアの国々との関係を理解する
5週 古代・中世の外交（３） 古代中世の外交で主に欧州の国々との関係を理解する
6週 鎖国 江戸時代の初期の外交・鎖国について理解する
7週 中間試験
8週 外国船の来航 江戸時代後期の外国船の来航や蘭学について理解する
9週 ペリー来航（１） 幕末の米国の日本接近について理解する
10週 ペリー来航（２） 開国の結果、影響について理解する
11週 条約改正 条約改正について理解する
12週 近代以前の戦争 近代以前の戦いについて理解する
13週 日清戦争 日清戦争の原因、経過、結果について理解する
14週 日露戦争 日露戦争の原因、経過、結果について理解する
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 75 20 0 5 0 0 100
基礎的能力 75 20 0 5 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 歴史総合Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0006 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 伊藤純郎ほか「高等学校日本史Ｂ」（清水書院）
担当教員 藤本 義彦
到達目標
・１９～２０世紀の世界の情勢について理解する
・第１次大戦から第２次大戦の過程を把握する
・２０世紀人々の生活・文化の特徴を把握する
・民族問題について把握する
・冷戦構造の特徴を把握する
・植民地独立の過程を把握する
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 帝国主義の時代を詳細に把握する
ことができる

帝国主義の時代を把握することが
できる

帝国主義の時代を把握することが
できない

評価項目2
第１次大戦から第２次大戦の時代
への変遷を詳細に理解することが
できる

第１次大戦から第２次大戦の時代
への変遷を理解することができる

第１次大戦から第２次大戦の時代
への変遷を理解することができな
い

評価項目3 第２次大戦後の世界の情勢を詳細
に把握することができる

第２次大戦後の世界の情勢を把握
することができる

第２次大戦後の世界の情勢を把握
することができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 １９世紀から２０世紀の歴史を政治・社会・文化の面に力点をおきながら学習する。また、現代にも通じる問題につい

ては教科書にとらわれることなく、より詳しく論じる。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義中心。参考にビデオ視聴する。

注意点 日頃から本や新聞などを読んで、社会問題・時事問題に興味をもつようにしてください。「歴史」は暗記科目ではあり
ません。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 第１次世界大戦（１） 第１次大戦の原因、経過について理解する
2週 第１次世界大戦（２） 第１次世界大戦の結果について理解する
3週 １９２０年代のアメリカ 第１次大戦後のアメリカの状況について知る
4週 世界恐慌 世界恐慌の原因、経過、結果について理解する

5週 ナチスとヒトラー（１） 世界恐慌後のドイツの状況、ナチスの台頭について理解す
る

6週 ナチスとヒトラー（２） 第２次大戦中のドイツの動向について理解する
7週 中間試験
8週 ユダヤ人 ユダヤ人の迫害、イスラエルの誕生について学ぶ
9週 大正デモクラシー 日本の政党政治について理解する

10週 満州事変 満州事変から満州国の成立、日本の孤立化について理解す
る

11週 太平洋戦争（１） 太平洋戦争に至る過程、真珠湾攻撃について学ぶ
12週 太平洋戦争（２） ミッドウェー海戦から日本の敗戦に至る過程を理解する
13週 植民地の独立 インドの独立とガンディーについて学ぶ
14週 冷戦 第２次大戦後の米ソの対立について理解する
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 75 20 0 5 0 0 100
基礎的能力 75 20 0 5 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0007 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 PRO-VISION English Communication Ⅰ New Edition（桐原書店），PRO-VISION English CommunicationⅠ New
Edition Workbook（桐原書店），MEW Exercise Book Core 500（いいずな書店）他

担当教員 大森 誠
到達目標
１．教科書の内容を理解し，新出語句や重要表現を覚え，使うことができる。
２．初見の英文でも，未知語の推測や文法・構文の知識を駆使して内容を理解することができる。
３．英語で聴いた内容を理解し，正確かつ適切に応答することができる。
４．副教材（『MEW Exercise Book Core 500』）の語句を覚え，正確かつ適切に使うことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
教科書の内容を正確に理解し，新
出語句や重要語句を正確に覚え
，適切に使うことができる。

教科書の内容をおおむね理解する
ことができ，新出語句や重要語句
を覚え，使うことができる。

教科書の内容を理解でできず，新
出語句や重要表現を覚えず，使う
こともできない。

評価項目2
初見の英文でも，未知語の推測や
文法・構文の知識を駆使して内容
を適切に理解することができる。

初見の英文でも，未知語の推測や
文法・構文の知識を駆使して内容
の概要を理解することができる。

初見の英文で，未知語の推測や文
法・構文の知識を駆使できず，内
容を理解することがでない。

評価項目3
英語で聴いた内容を理解し，正確
かつ適切に応答することができる
。

英語で聴いた内容を理解し，正確
もしくは適切に応答することがで
きる。

英語で聴いた内容を理解し，正確
かつ適切に応答することができな
い。

評価項目4
副教材（『MEW Exercise Book
Core 500』）の語句を覚え，正確
かつ適切に使うことができる。

副教材（『MEW Exercise Book
Core 500』）の語句を覚え，使う
ことができる。

副教材（『MEW Exercise Book
Core 500』）の語句を覚え，使う
ことができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 言語運用の４技能（読む・書く・聞く・話す）のうち，特に「読む」および「聞く」を重点的に向上させることを目的

とする。テキストの音読と精読を通して読解力の育成を図るとともに，語彙や表現を身につけることを目的とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

単語テストを毎回実施する。
各Lessonが終わったら，単元末テストを行う。
リスニング演習，速読演習を毎回の授業で行う。

注意点 テキストだけでなく辞書も必ず持参して活用すること。毎回必ず予習をして授業の臨むこと。
６月に行う英語統一試験で所定のレベル以上の得点であった場合，後期の英語Ⅱで加点を行う。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概要説明 リスニング演習，速読演習
2週 LESSON 1 The Power of Vision and Hard Work 単語テスト，リスニング演習，速読演習
3週 LESSON 1 The Power of Vision and Hard Work 単語テスト，リスニング演習，速読演習
4週 LESSON 2 Oh Bento! 単語テスト，リスニング演習，速読演習
5週  LESSON 2 Oh Bento! 単語テスト，リスニング演習，速読演習
6週  LESSON 2 Oh Bento! リスニング演習，速読演習
7週 中間試験

8週 試験返却，解説
LESSON 3 The Sky’s Your Only Limit 単語テスト，リスニング演習，速読演習

9週 LESSON 3 The Sky’s Your Only Limit 単語テスト，リスニング演習，速読演習
10週 LESSON 3 The Sky’s Your Only Limit 単語テスト，リスニング演習，速読演習
11週 LESSON 3 The Sky’s Your Only Limit 単語テスト，リスニング演習，速読演習
12週 LESSON 4 Beavers, Engineers of the Forest 単語テスト，リスニング演習，速読演習
13週 LESSON 4 Beavers, Engineers of the Forest 単語テスト，リスニング演習，速読演習
14週 LESSON 4 Beavers, Engineers of the Forest リスニング演習，速読演習
15週 期末試験
16週 成績返却，解説

評価割合
試験 単語テスト 単元末テスト 提出物 出席 その他 合計

総合評価割合 50 30 10 5 5 0 100
基礎的能力 50 30 10 5 5 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0008 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 PRO-VISION English Communication Ⅰ New Edition（桐原書店），PRO-VISION English CommunicationⅠ New
Edition Workbook（桐原書店），MEW Exercise Book Days 1200（いいずな書店）他

担当教員 大森 誠
到達目標
１．教科書の内容を理解し，新出語句や重要表現を覚え，使うことができる。
２．初見の英文でも，未知語の推測や文法・構文の知識を駆使して内容を理解することができる。
３．英語で聴いた内容を理解し，正確かつ適切に応答することができる。
４．副教材（『MEW Exercise Book Days 1200』）の語句を覚え，正確かつ適切に使うことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
教科書の内容を正確に理解し，新
出語句や重要語句を覚え，適切に
使うことができる

教科書の内容を理解し，新出語句
や重要語句を覚え，使うことがで
きる。

教科書の内容を理解できず，新出
語句や重要語句を覚えることがで
きず，使うこともできない。

評価項目2
初見の英文で，未知語の推測や文
法・構文の知識を駆使して内容を
正確に理解することができる。

初見の英文で，未知語の推測や文
法・構文の知識を駆使して概要を
理解することができる。

初見の英文で，未知語の推測や文
法・構文の知識を駆使できず，概
要を理解することができない。

評価項目3
英語で聴いた内容を理解し，正確
かつ適切に応答することができる
。

英語で聴いた内容を理解し，正確
もしくは適切に応答することがで
きる。

英語で聴いた内容を理解し，正確
かつ適切に応答することができな
い。

評価項目4
副教材（『MEW Exercise Book
Days 1200』）の語句を覚え，正
確かつ適切に使うことができる。

副教材（『MEW Exercise Book
Days 1200』）の語句を覚え，使
うことができる。

副教材（『MEW Exercise Book
Days 1200』）の語句を覚え，使
うことができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 言語運用の４技能（読む・書く・聞く・話す）のうち，特に「読む」および「聞く」を重点的に向上させることを目的

とする。テキストの音読と精読を通して読解力の育成を図るとともに，語彙や表現を身につけることを目的とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

単語テストを毎回実施する。
各Lessonが終わったら，単元末テストを行う。
リスニング演習，速読演習を毎回行う。

注意点 教科書だけでなく辞書も必ず持参して活用すること。毎回必ず予習をして授業の臨むこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週
夏休み明け課題試験
LESSON 5 Chocolate: A Story of Dark and Light
単語テスト

2週 LESSON 5 Chocolate: A Story of Dark and Light
単語テスト

3週 LESSON 5 Chocolate: A Story of Dark and Light
単語テスト

4週 LESSON 6 The Power of Music to Change Young Lives
単語テスト

5週 LESSON 6 The Power of Music to Change Young Lives
単語テスト

6週 LESSON 6 The Power of Music to Change Young Lives
単語テスト

7週 中間試験

8週
試験返却，解説
LESSON 7 Talking Plants
単語テスト

9週 LESSON 7 Talking Plants
単語テスト

10週 LESSON 7 Talking Plants
単語テスト

11週 LESSON 8 One Pen Can Change the World
単語テスト

12週 LESSON 8 One Pen Can Change the World
単語テスト

13週 LESSON 8 One Pen Can Change the World
単語テスト

14週 LESSON 8 One Pen Can Change the World
単語テスト

15週 期末試験
16週 成績返却，解説

評価割合
試験 単語テスト 単元末テスト 提出物 出席 その他 合計
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総合評価割合 50 30 10 5 5 0 100
基礎的能力 50 30 10 5 5 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語表現Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0009 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材
『総合英語 Evergreen』，『総合英語Evergreen English Grammar 23 Lessons』，『総合英語Evergreen English
Grammar 23 Lessons Workbook』(いいずな書店），即戦ゼミ11 大学入試 ベストポイント 英語頻出問題 740［最新
三訂版］（桐原書店）

担当教員 大森 誠
到達目標
講義や演習を通じて，英文法の基本的特性を正確に理解し，適切に表現することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 新出語句・表現を覚え，英文の中
で適切に使うことができる。

新出語句・表現を覚え，英文の中
で使うことができる。

新出語句・表現を覚え，英文の中
で使うことができない。

評価項目2
英文法の基本的特性を正確に理解
し，適切に表現することができる
。

英文法の基本的特性を理解し，表
現することができる。

英文法の基本的特性を理解できず
，表現することができない。

評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 中学校で学習した英文法内容を基盤とし，講義や演習をとおして，基礎的な英語表現力を身につける。

授業の進め方と授業内
容・方法

毎回，課題プリント（宿題）を課す。
前時学習した範囲での小テストを課す。
１つの文法項目が終わるごとに，ベストポイント740をもとに単元末テストを行う。

注意点

英文法の授業について：
予習では，文法書（Evergreen）を読み，概要を理解しておくこと。
復習は，教科書問題，課題プリントおよび Workbookに取り組むこと。
授業での疑問点や不明な点があれば，積極的に教員室に来て質問をすること。
定期試験後の成績は，評価割合に基づいた累積の評価点を提示する。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
授業の概要説明
Intro 1 文の成り立ち
Intro 2 文の種類（１）
Intro 3 文の種類（２）

2週 Intro 4 動詞と文型（１）
Intro 5 動詞と文型（２） 小テスト

3週 Lesson 1　動詞と時制（１）
Lesson 2　動詞と時制（２） 小テスト

4週 Lesson 3　動詞と時制（３） 小テスト

5週 Lesson 4　完了形（１）
Plus　完了形 小テスト

6週 Lesson 5　完了形（２） 小テスト
7週 中間試験 Workbookの提出

8週 答案返却，解説
Lesson 6　助動詞（１）

小テスト
ベストポイント740テスト（第２章）

9週 Lesson 7　助動詞（２）
Plus 助動詞 例文テスト

10週 Lesson 8　態（１）
Lesson 9　態（２）

小テスト
ベストポイント740テスト（第３章）

11週 Plus 態 小テスト

12週 Lesson 10　不定詞（１）
Lesson 11　不定詞（２）

小テスト
ベストポイント740テスト（第７章）

13週 Lesson 12　不定詞（３）
Plus 不定詞① 小テスト

14週 Plus 不定詞② 小テスト
15週 期末試験 Workbookの提出

16週 答案返却・解答説明
夏休み課題，夏休み明け課題試験の指示

小テスト
ベストポイント740テスト（第４章）

評価割合
試験 小テスト 単元末テスト 提出物 出席 その他 合計

総合評価割合 60 20 10 5 5 0 100
基礎的能力 60 20 10 5 5 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語表現Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0010 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材
『総合英語 Evergreen』，『総合英語Evergreen English Grammar 23 Lessons』，『総合英語Evergreen English
Grammar 23 Lessons Workbook』(いいずな書店），即戦ゼミ11 大学入試 ベストポイント 英語頻出問題 740［最新
三訂版］（桐原書店）

担当教員 大森 誠
到達目標
講義や演習を通じて，英文法の基本的特性を正確に理解し，適切に表現することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 新出語句・表現を覚え，英文の中
で適切に使うことができる。

新出語句・表現を覚え，英文の中
で使うことができる。

新出語句・表現を覚え，英文の中
で使うことができない。

評価項目2
英文法の基本的特性を正確に理解
し，適切に表現することができる
。

英文法の基本的特性を理解し，表
現することができる。

英文法の基本的特性を理解できず
，表現することができない。

評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 中学校で学習した英文法内容を基盤とし，講義や演習をとおして，基礎的な英語表現力を身につける。

授業の進め方と授業内
容・方法

毎回，課題プリント（宿題）を課す。
前時学習した範囲での小テストを課す。
１つの文法項目が終わるごとに，ベストポイント740をもとに単元末テストを行う。

注意点

英文法の授業について：
予習では，文法書（Evergreen）を読み，概要を理解しておくこと。
復習は，教科書問題，課題プリントおよび Workbookに取り組むこと。
授業での疑問点や不明な点があれば，積極的に教員室に来て質問をすること。
定期試験後の成績は，評価割合に基づいた累積の評価点を提示する。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週
夏休み明け課題試験
Lesson 13　動名詞
Plus 動名詞

2週 Plus 動名詞と不定詞 小テスト

3週 Lesson 14　分詞（１）
Lesson 15　分詞（２）

小テスト
ベストポイント740テスト（第５章）

4週 Lesson 16 分詞（３） 小テスト
5週 Plus 分詞 小テスト

6週 Lesson 17　比較（１）
Lesson 18　比較（２）

小テスト
ベストポイント740テスト（第６章）

7週 Plus 比較 小テスト
8週 中間試験 Workbookの提出

9週 答案返却，解説
Lesson 19　関係詞（１）

小テスト
ベストポイント740テスト（第10章）

10週 Lesson 20　関係詞（２） 小テスト

11週 Lesson 21　関係詞（３）
Plus 関係詞 小テスト

12週 第22章　仮定法（１） 小テスト
ベストポイント740テスト（第11章）

13週 第23章　仮定法（２） 小テスト
14週 Plus 仮定法 小テスト
15週 期末試験 Workbookの提出

16週 答案返却・解答説明
春休み課題の指示

小テスト
ベストポイント740テスト（第12章）

評価割合
試験 小テスト 単元末テスト 提出物 出席 その他 合計

総合評価割合 60 20 10 5 5 0 100
基礎的能力 60 20 10 5 5 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 保健
科目基礎情報
科目番号 0011 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 和唐正勝ほか『最新高等保健体育』（大修館書店）
担当教員 丸山 啓史
到達目標
1．現代の健康のとらえ方について理解でき，自らの健康にかかわる意志決定・行動選択ができる。
2．生活習慣病の予防について理解できる
3．喫煙・飲酒が健康に及ぼす影響とその要因・対策について理解できる。
4．薬物の種類とその健康への影響について理解できる。
5．エイズ・性感染症の現状の理解とその予防をすることができる。
6．応急手当の意義やその基本，心肺蘇生法の理論を理解し．実践することができる。
7．思春期における性意識を理解し，適切な性行動を選択することができる。
8．妊娠・出産のメカニズムについて理解できる。
9．避妊法と人工妊娠絶について理解できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
現代の健康のとらえ方について理
解でき，自らの健康にかかわる意
志決定・行動選択が適切にできる

現代の健康のとらえ方について理
解でき，自らの健康にかかわる意
志決定・行動選択ができる

現代の健康のとらえ方について理
解でき，自らの健康にかかわる意
志決定・行動選択ができない

評価項目2 生活習慣病の予防について適切に
理解できる

生活習慣病の予防について理解で
きる

生活習慣病の予防について理解で
きない

評価項目3
喫煙・飲酒が健康に及ぼす影響と
その要因・対策について適切に理
解できる

喫煙・飲酒が健康に及ぼす影響と
その要因・対策について理解でき
る

喫煙・飲酒が健康に及ぼす影響と
その要因・対策について理解でき
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるようにし，生涯を通じて自らの健康を適切に管理し，改善

していくための資質や能力を育てる。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする

注意点
現在及び将来の生活を健康で安全に暮らしていくための大切な授業です。質問がある場合には，放課後やオフィスアワ
ーを利用して積極的に質問に来てください。予習としては．事前に教科書に目を通し，疑問点を明確にしておくことで
す。授業では，講義内容や板書の内容を理解し，理解できない点は随時質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション
2週 現代社会と健康 健康の考え方と成り立ち
3週 現代社会と健康 私たちの健康のすがた
4週 現代社会と健康 生活習慣病とその予防

5週 現代社会と健康
応急手当の意義とその基本
日常的な応急手当
心肺蘇生法の原理とおこない方

6週 現代社会と健康 喫煙と健康
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 現代社会と健康 飲酒と健康
10週 現代社会と健康 薬物乱用と健康
11週 生涯を通じる健康 感染症とその予防，性感染症・エイズ予防
12週 生涯を通じる健康 思春期と健康
13週 生涯を通じる健康 性への関心・欲求と性行動

14週 生涯を通じる健康 妊娠・出産と健康
避妊法と人工妊娠中絶

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 体育Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0012 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 丸山 啓史
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．バレーボールの個人的技能をゲームで生かすことができる。
3．バレーボールの集団的技能をゲームで生かすことができる。
4．バレーボールのゲームを企画・運営ができる。
5．バスケットボールの個人的技能をゲームで生かすことができる。
6．バスケットボールの集団的技能をゲームで生かすことができる
7．バスケットボールのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 バレーボールの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

バレーボールの技能をゲームで生
かすことができる

バレーボールの技能をゲームで生
かすことができない

評価項目3 バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことが適切にできる

バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことができる

バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ．運動能力を高
める自己診断資料とする。協調性と安全・確実・敏速に行動ができるような態度を養う。ゲームに必要な個人的技能や
集団的技能を高め，技能の程度に応じた作戦を工夫してゲームができるようにするとともに，得点や勝敗を競う過程や
結果に喜びや楽しさを味わう。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション・新体カテスト
1．新体カテスト
新体カテストの測定項目を理解し、正しい測定を実施でき
る
自らの得点を集計し、自己評価できる

2週 新体カテスト
3週 新体カテスト

4週 集団行動・体育祭の種目
2．体育祭種目
体育祭種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実施で
きる

5週 集団行動・体育祭の種目

6週 バレーボール

3．バレーボール
バレーボールの技術・ルールを理解し、学習した審判法を
基準に体育で実践するバレーボール試合の審判ができる
サーブ、オーバーハンドレシーブ、アンダーハンドレシー
ブ、スパイクを代表とする個人技能を修得し、試合で実践
できる。

7週 バレーボール
8週 バレーボール
9週 バレーボール
10週 バレーボール
11週 バレーボール
12週 バレーボール
13週 バレーボール
14週 バレーボール・スキルテスト
15週 バレーボール・スキルテスト
16週 バレーボール・スキルテスト

後期
1週 球技大会の種目

4．球技大会種目の練習
球技大会の種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実
施できる

2週 球技大会の種目
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3週 バスケットボール

5バスケットボール
バスケットボールの技術・ルールを理解し、学習した審判
法を基準に体育で実践するバスケットボール試合の審判が
できる
ゴール下シュート、レイアップ、セットシュート、ドリブ
ル、チェストパスを代表とする個人技能を修得し、試合で
実践できる。

4週 バスケットボール
5週 バスケットボール
6週 バスケットボール
7週 バスケットボール
8週 バスケットボール
9週 バスケットボール
10週 バスケットボール
11週 バスケットボール
12週 バスケットボール

13週 持久走 6．持久走
長距離走の特性を理解し、駅伝大会で実践できる

14週 バスケットボール・スキルテスト
15週 バスケットボール・スキルテスト
16週 バスケットボール・スキルテスト

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学ＡⅠ
科目基礎情報
科目番号 0013 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 4
教科書/教材 新井一道　他著「新基礎数学」（大日本図書）
担当教員 赤池 祐次
到達目標
１．いろいろな数と式について四則計算ができること
２．いろいろな方程式，不等式が解け，また証明ができる
３．２次関数の性質を理解し，グラフがかけること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 いろいろな数と式について四則計
算が適切にできる

いろいろな数と式について四則計
算ができる

いろいろな数と式について四則計
算ができない

評価項目2 方程式，不等式が解け，証明が適
切にできる

方程式，不等式が解け，証明がで
きる

方程式，不等式が解けず，証明が
できない

評価項目3 ２次関数の性質を理解し，グラフ
が適切に描くことができる。

２次関数の性質を理解し，グラフ
が描くことができる。

２次関数の性質を理解できず，グ
ラフが描けない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
中学校の数学をもとにして，高専数学のための基礎づくりを目的としています。整式の計算から入り，方程式や不等式
，2次関数などを学習し，数学的な考え方や計算技術などの習得を目指します。就職・進学に必ず必要となる基礎学力を
身につけるものです。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点

これから学んでいく数学および専門科目の基礎中の基礎なので，分からないところを残しておくと進級が難しくなりま
す。基本的なことから始めて授業を進める予定です。数学の学習は授業内容を復習し，実際に自分で手を動かして問題
を解いてみることが大事です。もし，授業を聴いてわからないところはどんどん質問してください。随時質問は受け付
けます。
中学校の数学から引き続き勉強する広い数学の世界を楽しんで行ってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 整式の計算 整式の加減乗除の計算や、式の展開ができる。
2週 因数分解 整式の因数分解ができる。

3週 剰余の定理と因数定理 因数定理等を利用して、4次までの簡単な整式の因数分解が
できる。

4週 分数式、複素数 分数式の加減乗除の計算ができ、また実数、平方根、複素
数の基本的な計算ができる。

5週 ２次方程式 解の公式等を利用して、2次方程式を解くことができる。

6週 いろいろな方程式
因数定理等を利用して、基本的な高次方程式を解くことが
でき、また簡単な連立方程式、無理方程式・分数方程式を
解くことができる。

7週 中間試験

8週 恒等式 恒等式と方程式の違いを区別でき、部分分数への分解等が
できる。

9週 等式の証明 等式の証明ができる。
10週 不等式 1次不等式や2次不等式を解くことができる。

11週 ２次関数のグラフ, 2次関数と２次方程式 2次関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、最大値
・最小値を求めることができる。

12週 ２次不等式 2次関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、最大値
・最小値を求めることができる。

13週 集合・命題 集合と命題について理解できる。

14週 命題の証明 必要条件、十分条件について理解し、背理法を用いた証明
ができる。

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 75 0 0 0 25 0 100
基礎的能力 75 0 0 0 25 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学ＡⅡ
科目基礎情報
科目番号 0014 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 新井一道　他著「新基礎数学」（大日本図書）
担当教員 赤池 祐次
到達目標
１．べき関数，分数関数，無理関数などのグラフがかけること。
２．指数関数，対数関数の性質を理解し，グラフがかけること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
べき関数，分数関数，無理関数な
どのグラフをかくことが適切にで
きる

べき関数，分数関数，無理関数な
どのグラフをかくことができる

べき関数，分数関数，無理関数な
どのグラフをかくことができない

評価項目2
指数関数，対数関数の性質を理解
し，グラフをかくことが適切にで
きる

指数関数，対数関数の性質を理解
し，グラフをかくことができる

指数関数，対数関数の性質を理解
できず，グラフをかくことができ
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 基礎数学AⅠに続き，高専数学のための基礎づくりを目的としている。べき関数，分数関数，無理関数，逆関数，指数関

数，対数関数などを学習し，数学的な考え方や計算技術などの習得を目指す。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点

これから学んでいく数学および専門科目の基礎中の基礎なので，分からないところを残しておくと進級が難しくなりま
す。基本的なことから始めて授業を進める予定です。数学の学習は授業内容を復習し，実際に自分で手を動かして問題
を解いてみることが大事です。もし，授業を聴いてわからないところはどんどん質問してください。随時質問は受け付
けます。
基礎数学AⅠから引き続き勉強する広い数学の世界を楽しんで行ってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 いろいろな関数 べき関数や分数関数の性質を理解し、グラフをかくことが
できる。

2週 いろいろな関数 べき関数や分数関数の性質を理解し、グラフをかくことが
できる。

3週 いろいろな関数 べき関数や分数関数や無理関数の性質を理解し、グラフを
かくことができる。

4週 いろいろな関数 べき関数や分数関数や無理関数の性質を理解し、グラフを
かくことができる。

5週 いろいろな関数 簡単な場合について、関数の逆関数を求め、そのグラフを
かくことができる。

6週 いろいろな関数 簡単な場合について、関数の逆関数を求め、そのグラフを
かくことができる。

7週 指数関数・対数関数 指数関数の定義・基本性質を理解できる。
対数の意味を理解し、定義・基本性質を理解できる。

8週 中間試験

9週 指数関数・対数関数 指数関数のグラフをかくことができ、指数関数を含む簡単
な方程式を解くことができる。

10週 指数関数・対数関数 指数関数のグラフをかくことができ、指数関数を含む簡単
な方程式を解くことができる。

11週 指数関数・対数関数 対数の意味を理解し、対数を利用した計算ができる。

12週 指数関数・対数関数 対数の意味を理解し、底の変換公式などを用いて対数の計
算ができる。

13週 指数関数・対数関数 対数関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、対数
関数を含む簡単な方程式を解くことができる。

14週 指数関数・対数関数
対数関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、対数
関数を含む簡単な方程式を解くことができ、
常用対数表を利用できる。

15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 75 0 0 0 25 0 100
基礎的能力 75 0 0 0 25 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学ＢⅠ
科目基礎情報
科目番号 0015 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 新井一道　他著「新基礎数学」（大日本図書）
担当教員 小林 正和
到達目標
１．座標平面における点と直線，2直線の関係を理解し，問題が解ける。
２．２次曲線の問題が解ける。不等式の表す領域が図示できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
座標平面における点と直線，2直線
の関係を理解し，問題を解くこと
が適切にできる

座標平面における点と直線，2直線
の関係を理解し，問題を解くこと
ができる

座標平面における点と直線，2直線
の関係を理解せず，問題を解くこ
とができない

評価項目2 ２次曲線，不等式の問題が適切に
解ける ２次曲線，不等式の問題が解ける ２次曲線，不等式の問題が解けな

い
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 中学校で学んだ数学に続いて平面図形（直線や２次曲線）の方程式を学ぶ。就職・進学に必ず必要となる基礎学力を身

につける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点
これから学んでいく数学および工学の基礎なので，分からないところを残しておくと進級してから大変苦労します。答
えが正しいというだけでは駄目で，答えを出すまでを正しく記述することが大切です。授業をしっかり聞き，「なぜこ
うなるか」を自分の頭で考え，自分で問題を解くようにしましょう。わからない場合は積極的に質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 点と直線 ２点間の距離を求めることができる
2週 直線の方程式 直線の方程式を求めることができる
3週 直線の方程式 直線の方程式を求めることができる
4週 ２直線の関係 ２直線の関係を求めることができる
5週 ２直線の関係 ２直線の関係を求めることができる
6週 円 円の方程式を求めることができる
7週 中間試験
8週 楕円 楕円の方程式を求めることができる
9週 双曲線 双曲線の方程式を求めることができる
10週 放物線 放物線の方程式を求めることができる
11週 ２次曲線と直線 ２次曲線の接線を求めることができる
12週 ２次曲線と直線 ２次曲線の接線を求めることができる
13週 不等式と領域 不等式が表す領域を求めることができる
14週 不等式と領域 不等式が表す領域を求めることができる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学ＢⅡ
科目基礎情報
科目番号 0016 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 新井一道　他著「新基礎数学」（大日本図書）
担当教員 小林 正和
到達目標
１．場合の数が計算できる
２．数列の一般項，和が計算できる。およびそれらに関係することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1 場合の数が適切に計算できる 場合の数が計算できる 場合の数が計算できない

評価項目2 数列の一般項，和が適切に計算で
きる 数列の一般項，和が計算できる 数列の一般項，和が計算できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 前期で学んだ基礎数学BIに続き，場合の数，数列に関することなどを学ぶ。就職・進学に必ず必要となる基礎学力を身

につける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点
これから学んでいく数学および工学の基礎なので，分からないところを残しておくと進級してから大変苦労します。答
えが正しいというだけでは駄目で，答えを出すまでを正しく記述することが大切です。授業をしっかり聞き，「なぜこ
うなるか」を自分の頭で考え，自分で問題を解くようにしましょう。わからない場合は積極的に質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 場合の数 積の法則，和の法則の違いを説明できる
2週 順列 順列の計算ができる
3週 組み合わせ 組み合わせの計算ができる
4週 いろいろな順列 いろいろな順列の計算ができる
5週 いろいろな順列 いろいろな順列の計算ができる
6週 二項定理 二項定理の計算ができる
7週 二項定理 二項定理の計算ができる
8週 中間試験

9週 数列・等差数列 数列とは何か説明できる・等差数列の一般項やその和を求
めることができる

10週 等比数列 等比数列の一般項やその和を求めることができる
11週 数列の和 数列の和を求めることができる
12週 数列の和 数列の和を求めることができる
13週 漸化式と数学的帰納法 漸化式と数学的帰納法を用いることができる
14週 漸化式と数学的帰納法 漸化式と数学的帰納法を用いることができる
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学C
科目基礎情報
科目番号 0017 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 新井一道他著「新基礎数学」（大日本図書），高遠節夫他「新線形代数」（大日本図書）
担当教員 影山 優
到達目標
1. 三角比を理解し、その応用ができること
2. ベクトル定義を理解し、ベクトルの基本的な計算ができること
3. ベクトルの平行・垂直条件を利用することができること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 三角比を理解し、その応用が適切
にできる

三角比を理解し、その応用ができ
る

三角比を理解できず、その応用が
できない

評価項目2 ベクトルの演算が適切にできる ベクトルの演算ができる ベクトルの演算ができない
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 基礎数学AⅠに続き，高専数学のための基礎づくりを目的としている。三角比、力学などで重要なベクトルなどを学習し

，数学的な考え方や計算技術などの習得を目指す。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点
これから学んでいく数学および専門科目の基礎的な内容を学習します。分からないところを残しておくと進級が難しく
なります。基本的なことから始めて授業を進める予定です。数学の学習は授業内容を復習し，実際に自分で手を動かし
て問題を解いてみることが大事です。もし，授業を聴いてわからないところはどんどん質問してください。随時質問は
受け付けます。基礎数学AⅠから引き続き勉強する広い数学の世界を楽しんで行ってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 三角比とその応用 三角比を理解し、鋭角の場合について、三角比を求めるこ
とができる。

2週 三角比とその応用 三角比を理解し、鈍角の場合について、三角比を求めるこ
とができる。

3週 三角比とその応用
4週 三角比とその応用 正弦定理，余弦定理を用いた計算ができる。
5週 三角比とその応用
6週 三角比とその応用 三角形への応用ができる。
7週 三角比とその応用
8週 中間試験
9週 平面ベクトル 有向線分による表示
10週 平面ベクトル ベクトルの和・差、実数倍
11週 平面ベクトル 内積
12週 平面ベクトル 内分点のベクトル表示
13週 平面ベクトル 直線と円のベクトル方程式
14週 平面ベクトル
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 物理Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0018 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 改訂版 総合物理Ⅰ (数研出版)，2019 セミナー基礎物理＋物理（第一学習社），フォローアップドリル物理基礎「運動
の表し方・力・運動方程式」

担当教員 小林 正和
到達目標
全ての学習項目について，知識を身につけ関係する計算ができるようになる。
全ての学習項目について，現象・式を理解して説明ができるようになる。
全ての学習項目について，物理に関する知識・理解を他の場面で使えるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
全ての学習項目について，広い知
識を身につけ関係する計算ができ
る

全ての学習項目について，知識を
身につけ関係する計算ができる

一部または全ての学習項目につい
て，知識を身につけ関係する計算
ができない

評価項目2
全ての学習項目について，より広
く・深く現象・式を理解して，よ
りよく説明ができるようになる

全ての学習項目について，現象・
式を理解して，説明ができるよう
になる

一部または全ての学習項目につい
て，現象・式を十分に理解してお
らず，十分な説明ができない

評価項目3
全ての学習項目について，物理に
関する知識・理解を，他のより広
い場面で使うことができる

全ての学習項目について，物理に
関する知識・理解を，他の場面で
使うことができる

一部または全ての学習項目につい
て，物理に関する知識・理解を
，他の場面で使うことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物理は「今起こっていることを説明する」のが目的の学問です。この科目では，高専で学ぶ物理分野のうち，力学に
ついて扱います。力学に関係する基本的な概念および法則を理解し，自然界のさまざまな物理現象と基本的な概念を結
びつけ，自分で考えられるようになることを目的とします。

授業の進め方と授業内
容・方法 　講義および演習を基本とします。適宜，小テストや課題を課す他，実験を行います。

注意点

　これから学んでいく物理および専門科目の基礎となる科目です。最初は，これまで学習してきた科目との勉強方法や
考え方の違いに戸惑うことでしょう。だからといって分からないところをそのままにしておくと，進級が難しくなるか
，進級できても専門科目の授業についていけなくなります。この違いを乗り越えるには，授業をただ聞いているだけで
は足りないということを，まずは理解しましょう。
　授業では自分で学習するための基本事項を説明しますが，物理の学習は授業内容を復習する他，実際に自分で手を動
かして問題を解くことで理解の確認と定着を進めることが極めて重要です。授業を聞いていて分からないところは，授
業中でもどんどん質問してください。自宅学習で分からないところがあった場合には，教員室に質問に来てください。
　必要な既学習内容を理解していない場合には，補習等をおこなう場合があります。
　自然界のさまざまな物理現象を理解する考え方を学ぶことで，専門科目を勉強するハードルが大きく下がるだけでな
く，世界の見え方がガラリと変わります。物理の学習を通じて，これらを楽しんでいってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 授業説明・物理の学習 物理の授業の進め方・学習方法について理解できる
2週 速さと等速直線運動・変位 速さと等直線運動，変位について説明できる

3週 速度・平均の速度と瞬間の速度・速度の合成 速度と平均・瞬間の速度について説明できる
合成速度を求めることができる

4週 相対速度・加速度 相対速度を求めることができる
加速度について説明できる

5週 等加速度直線運動
等加速度直線運動について説明できる
等加速度直線運動の公式を用いて，物体の変位や速度等に
関する計算ができる

6週 自由落下・鉛直投射
重力加速度について説明できる
自由落下および鉛直投射された物体の変位や速度等に関す
る計算ができる

7週 中間試験

8週 水平投射・斜方投射 水平投射および斜方投射された物体の変位や速度等に関す
る計算ができる

9週 力・いろいろな力
力について説明できる
重力・張力・垂直抗力・弾性力について説明できる
フックの法則を用いて，弾性力の大きさを求めることがで
きる

10週 力の合成・分解・力のつりあい
物体に作用する力を図示することができる
力の合成と分解をすることができる
質点にはたらく力のつりあいの問題を解くことができる

11週 作用と反作用 作用と反作用の関係について，具体例を挙げて説明できる
12週 慣性の法則・運動の法則 慣性の法則および運動の法則について説明できる

13週 運動方程式・重さと質量 運動の法則を運動方程式で表すことができる
重さと質量の違いについて説明できる

14週 運動方程式の応用 １物体および２物体の運動方程式を用いた計算ができる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
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定期試験 ポートフォリオ 合計
総合評価割合 80 20 100
基礎的能力 80 20 100
専門的能力 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 物理Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0019 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 改訂版 総合物理Ⅰ (数研出版)，2019 セミナー基礎物理＋物理（第一学習社），フォローアップドリル物理基礎「仕事
とエネルギー・熱」

担当教員 小林 正和
到達目標
全ての学習項目について、知識を身につけ関係する計算ができるようになる。
全ての学習項目について、現象・式を理解して、説明ができるようになる。
全ての学習項目について、物理に関する知識・理解を、他の場面で使えるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
全ての学習項目について、広い知
識を身につけ関係する計算ができ
る

全ての学習項目について、知識を
身につけ関係する計算ができる

一部または全ての学習項目につい
て、知識を身につけ関係する計算
ができない

評価項目2
全ての学習項目について、より広
く・深く現象・式を理解して、よ
りよく説明ができるようになる。

全ての学習項目について、現象・
式を理解して、説明ができるよう
になる。

一部または全ての学習項目につい
て、現象・式を十分に理解してお
らず、十分な説明ができない。

評価項目3
全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他のより広
い場面で使うことができる。

全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他の場面で
使うことができる。

一部または全ての学習項目につい
て、物理に関する知識・理解を、
他の場面で使うことができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物理は「今起こっていることを説明する」のが目的の学問です。この科目では，物理Ⅰ に引き続き，高専で学ぶ物理
分野のうち力学について扱います。力学に関係する基本的な概念および法則を理解し，自然界のさまざまな物理現象と
基本的な概念を結びつけ，自分で考えられるようになることを目的とします。

授業の進め方と授業内
容・方法 　講義および演習を基本とします。適宜，小テストや課題を課す他，実験を行います。

注意点

　これから学んでいく物理および専門科目の基礎となる科目です。最初は，これまで学習してきた科目との勉強方法や
考え方の違いに戸惑うことでしょう。だからといって分からないところをそのままにしておくと，進級が難しくなるか
，進級できても専門科目の授業についていけなくなります。この違いを乗り越えるには，授業をただ聞いているだけで
は足りないということを，まずは理解しましょう。
　授業では自分で学習するための基本事項を説明しますが，物理の学習は授業内容を復習する他，実際に自分で手を動
かして問題を解くことで理解の確認と定着を進めることが極めて重要です。授業を聞いていて分からないところは，授
業中でもどんどん質問してください。自宅学習で分からないところがあった場合には，教員室に質問に来てください。
　必要な既学習内容を理解していない場合には，補習等をおこなう場合があります。
　自然界のさまざまな物理現象を理解する考え方を学ぶことで，専門科目を勉強するハードルが大きく下がるだけでな
く，世界の見え方がガラリと変わります。物理の学習を通じて，これらを楽しんでいってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 摩擦を受ける運動 静止摩擦力と最大摩擦力，動摩擦力について説明できる
摩擦を受ける運動に関する計算ができる

2週 液体や気体から受ける力 圧力，浮力，空気の抵抗について説明できる

3週 剛体にはたらく力・力のモーメント・剛体のつりあい
剛体とその運動について説明できる
力のモーメントを求めることができる
剛体における力のつりあいに関する計算ができる

4週 剛体にはたらく力の合力・偶力・重心・転倒しない条件
剛体にはたらく力の合力および剛体が転倒しない条件を求
めることができる
重心に関する計算ができる

5週 仕事 仕事と仕事の原理，仕事率について説明できる
仕事と仕事率に関する計算ができる

6週 運動エネルギー エネルギーと運動エネルギーについて説明できる
物体の運動エネルギーに関する計算ができる

7週 位置エネルギー 重力および弾性力による位置エネルギーに関する計算がで
きる

8週 中間試験

9週 力学的エネルギーの保存 力学的エネルギー保存則について理解し，様々な物理量の
計算に利用できる

10週 運動に関する公式のまとめ これまでに学んだ運動に関する様々な公式や法則の関係に
ついて説明できる

11週 運動量と力積
運動量と力積について説明できる
物体の質量と速度から運動量を求めることができる
運動量の差が力積に等しいことを利用して，様々な物理量
の計算ができる

12週 直線運動および平面運動における運動量保存則 運動量保存則について説明できる
運動量保存則を様々な物理量の計算に利用できる

13週 物体の分裂・床との衝突 物体の分裂および床との衝突に関する計算ができる
反発係数や弾性衝突，非弾性衝突について説明できる

14週 直線上の２物体の衝突・床との斜め衝突・運動量と力学的
エネルギー

床との斜め衝突および２物体の衝突に関する様々な計算が
できる

15週 学年末試験
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16週 答案返却・解答説明
評価割合

定期試験 ポートフォリオ 合計
総合評価割合 80 20 100
基礎的能力 80 20 100
専門的能力 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 化学Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0020 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 竹内敬人他「 改訂　化学基礎」（東京書籍）、竹内敬人他「ダイナミックワイド 図説化学」（東京書籍）
担当教員 田中 慎一
到達目標
1. 物質の構造、性質及びその変化を理解すること。
2. 化学の基本的な計算ができること。
3. 溶液調整や実験器具の使い方など基本的な実験操作を習得すること。
4. 化学反応式の意味を理解し、計算ができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を適切に
理解できる

物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を理解で
きる

物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を理解で
きない

評価項目2
溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を適切に習得で
きる

溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を習得できる

溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を習得できない

評価項目3
化学式や化学結合について理解し
、物質や結晶の性質について適切
に説明できる

化学式や化学結合について理解し
、物質や結晶の性質について説明
ができる

化学式や化学結合について理解し
、物質や結晶の性質について説明
ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物理量の概念、計算方法等化学の基礎を理解させる。また、物質の性質はその組成と構造によって決まることから化
学結合を理解し、日常で起こる様々な化学変化や現象を物質の性質から考える。本授業は進学等に関連し、学力向上を
身につけることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 講議及び演習を基本とし、学習内容に沿った実験を行う。実験は個人あるいはグループ実験を行う。

注意点 教科書の問や演習問題は必ず自分で解くこと。わからないことは溜め込まないで、すぐに解決しておくこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 物質の構造

１. 物質の構成
　　物質の構成と分離・精製
　　物質の構成元素
　　原子の構造
　　電子配置とイオンの形成
　　元素の周期律

2週 物質の構造
3週 物質の構造
4週 物質の構造
5週 物質の構造
6週 物質の構造
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明,　物質の構造

9週 物質の構造

２. 物質と化学結合
　　化学式と化学結合（イオンとイオン化エネルギー）
　　化学式と化学結合（電子親和力とイオン結合）
　　化学式と化学結合（イオン結晶と共有結合）
　　電子式と構造式
　　分子間力と分子結晶
　　共有結晶
　　金属と金属結晶

10週 物質の構造
11週 物質の構造
12週 物質の構造
13週 物質の構造
14週 物質の構造
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 化学Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0021 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 竹内敬人他「 改訂　化学基礎」（東京書籍）、竹内敬人他「ダイナミックワイド 図説化学」（東京書籍）
担当教員 田中 慎一
到達目標
1. 物質の構造、性質及びその変化を理解すること。
2. 化学の基本的な計算ができること。
3. 溶液調整や実験器具の使い方など基本的な実験操作を習得すること。
4. 化学反応式の意味を理解し、計算ができること。
5. 酸・塩基の性質及び反応を理解すること。
6. 水素イオン濃度及び水素イオン指数の計算ができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を適切に
理解できる

物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を理解で
きる

物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を理解で
きない

評価項目2
溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を適切に習得で
きる

溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を習得できる

溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を習得できない

評価項目3
化学反応式， 酸・塩基のの性質
，水素イオン濃度及び水素イオン
指数を理解し、計算が適切にでき
る

化学反応式， 酸・塩基のの性質
，水素イオン濃度及び水素イオン
指数を理解し、計算ができる

化学反応式， 酸・塩基のの性質
，水素イオン濃度及び水素イオン
指数を理解し、計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物理量の概念、計算方法等化学の基礎を理解させる。また、物質の性質はその組成と構造によって決まることから化
学結合を理解し、日常で起こる様々な化学変化や現象を物質の性質から考える。本授業は進学等に関連し、学力向上を
身につけることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 講議及び演習を基本とし、学習内容に沿った実験を行う。実験は個人あるいはグループ実験を行う。

注意点 教科書の問や演習問題は必ず自分で解くこと。わからないことは溜め込まないで、すぐに解決しておくこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 物質の構造

３.物質量
　　原子量・分子量・式量・モルの概念と計算方法
　　溶液の濃度（表し方と計算）
　　化学反応式と量的関係
　　化学変化における諸法則

2週 物質量と化学変化
3週 物質量と化学変化
4週 物質量と化学変化
5週 物質量と化学変化
6週 物質量と化学変化
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 酸・塩基

４.酸と塩基
　　酸と塩基の性質と定義
　　水素イオン濃度・水素イオン指数の計算
　　中和反応の量的な関係
　　中和滴定による濃度計算
　　逆滴定と酸化物

10週 酸・塩基
11週 酸・塩基
12週 酸・塩基
13週 酸・塩基
14週 酸・塩基
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ライフサイエンス・アースサ
イエンス

科目基礎情報
科目番号 0022 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 カラー図解でわかる高校生物超入門（SBクリエイティブ）、地学基礎(数研)
担当教員 木村 光佑,平野 彩
到達目標
1 地球環境と生命科学の基礎
2 地球の歴史と生物進化の基礎
3 生態系と地球環境の理解
4 現代社会における生物と地学の理解
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 地球環境と生命科学の基礎につい
て詳細に理解できる

地球環境と生命科学の基礎につい
て理解できる

地球環境と生命科学の基礎につい
て理解できない

評価項目2 地球の歴史と生物進化の基礎につ
いて詳細に理解できる

地球の歴史と生物進化の基礎につ
いて理解できる

地球の歴史と生物進化の基礎につ
いて理解できない

評価項目3 生態系と地球環境を詳細に理解で
きる 生態系と地球環境の理解ができる 生態系と地球環境の理解ができな

い

評価項目4 現代社会における生物と地学を詳
細に理解できる

現代社会における生物と地学の理
解ができる

現代社会における生物と地学の理
解ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
ライフサイエンス・アースサイエンスでは、生物を中心とした地球環境を理解し、人間と自然との関係を統合的に考え
る力を養うことを目標とする。これらの知識を得る過程で、科学的な考え方や人間社会を快適にする技術への応用につ
いて考え、自らの専門分野に関係する課題に対処できるようにする。

授業の進め方と授業内
容・方法 PowerPointを使った講議中心。課題は配付した課題用ノートで毎回提出。

注意点 担当教員は非常勤講師のため、授業の前後しかいない。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 授業計画と授業概要　宇宙と地球 ４６億年規模で地球環境と生物多様性を考える
2週 生物の共通性と多様性の基礎 DNA、タンパク質、細胞、代謝、自己複製
3週 生命の起源と生物進化 種とは何か　化学進化　遺伝子頻度の変化　自然選択
4週 地球の歴史　プレートテクトニクス 地球の起原と地球の構造　プルームテクトニクス
5週 火山と地震の理解 マグマの生成と断層
6週 地球４６億年の歴史　課題解説 地球上で多様な生物がどのようにして生じたのか？
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明　システム論 システム（系）とは何だろうか？
9週 生態系とバイオーム システムとしての生態系とバイオーム
10週 生物圏の物質の循環とエネルギー収支 地球のエネルギー収支
11週 大気圏と海洋圏の理解 地球システムで気象と気候を考える
12週 地球温暖化問題とは何か 地球温暖化は何が問題なのか？
13週 ヒトのシステム 科学的に考えるとは？
14週 全体のまとめと課題解説 バイオテクノロジー、生命科学と医療、食料
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 情報リテラシー
科目基礎情報
科目番号 0023 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 定平誠　著　「しっかり学ぶWord/Excel/PowerPoint標準テキスト」（技術評論社）
担当教員 吉川 祐樹
到達目標
１．コンピュータの仕組みを理解しインターネットを使った情報の活用ができる．
２．情報倫理・セキュリティの基本を知り，正しい行動ができる．
３．文書作成ソフトを使った文書作成・簡単な図形描画ができる．
４．表計算ソフトの基本的な使い方が理解できる．
５．情報倫理・セキュリティの関連事項を理解し，説明でき，それに基づいた判断・行動ができる．
６．表計算ソフトを使った表計算・グラフ作成ができる．
７．プレゼンテーションソフトを使った発表資料作成および発表ができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 Wordの使い方を理解し，レポート
作成や書類の作成ができる Wordの使い方を理解できる Wordの使い方を理解できない

評価項目2 Excelの使い方を理解し，レポート
作成や書類の作成ができる Excelの使い方を理解できる Excelの使い方を理解できない

評価項目3 Powerpointの使い方を理解し，プ
レゼン資料が作成できる Powerpointの使い方を理解できる Powerpointの使い方を理解できな

い

評価項目4
情報セキュリティについて理解し
，インターネットやSNSの利用に
その知識を活用できる

情報セキュリティについて理解で
きる

情報セキュリティについて理解で
きない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
現代社会においてパソコンを使用しての文書作成や表計算，インターネットや電子メールを使う能力は必要不可欠であ
る．本授業ではパソコンを操作するために必要な基礎知識およびワープロ等の操作を学習する．また情報を処理･活用す
る上で重要な情報倫理･セキュリティも学ぶ．本授業は進学と就職に関連する．

授業の進め方と授業内
容・方法 テキスト，配付資料に従って演習を中心に進める．

注意点 情報処理は今後の講義や演習のレポート作成，卒業研究論文，企業でのレポート作成など必ず必要となる技術である
．その基礎として，文書作成，表計算，プレゼンテーション資料作成の基礎を身につけること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 高専でのPCの使い方，windows環境 情報を適切に収集・処理・発信するための基礎的な知識を
活用できる

2週 情報マナー，情報セキュリティ 情報セキュリティの必要性および守るべき情報を認識して
いる

3週 eラーニング，インターネット，webの使い方 情報伝達システムやインターネットの基本的な仕組みを把
握している

4週 Wordの使い方 ファイルを保存できる．
白紙に文字を打つことが出来る

5週 Wordの使い方 レイアウト変更や箇条書きなどができる
6週 Wordの使い方 画像や動画の挿入ができる
7週 Wordを使った演習課題 Wordを使って課題が要求する文章を作成できる

8週 情報倫理・セキュリティに関するwebテスト Eラーニングによる学習から出題するwebテストに合格でき
る

9週 Excelの使い方 基本的な表計算ができる
10週 Excelの使い方 表とグラフの作成ができる

11週 Excelを使った演習課題 Excelを使って課題が要求する計算およびグラフ作成ができ
る

12週 PowerPointの使い方 基本的なスライド作成ができる
13週 PowerPointを使った資料作成 スライドデザインやアニメーションなど機能を利用できる
14週 PowerPointを使った資料作成 スライドを用いて発表することができる

15週 発表会（プレゼンテーションの練習） PowerPointを使って課題に対する発表資料を作成し，適切
に発表できる

16週
評価割合

出席 小テスト ポートフォリオ 合計
総合評価割合 20 20 60 100
基礎的能力 20 0 20 40
専門的能力 0 0 0 0
分野横断的能力 0 20 40 60

- 27-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 プロジェクトデザイン入門
科目基礎情報
科目番号 0024 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 4
教科書/教材 配布プリントなど
担当教員 林 和彦,野波 諒太,井上 浩孝,三村 陽一,仁保 裕,松野 一成,大和 義昭
到達目標
１．高専で学ぶ専門科目の概要と特徴を理解する。
２．コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力を必要とする取り組みを経験し、その必要性を
認識する。
３．自己に対する向き不向き、好き嫌い、得手不得手を考える取り組みを経験し、その必要性を認識する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 高専で学ぶ専門科目の概要と特徴
を理解する。

高専で学ぶ専門科目の概要と特徴
を知る。

高専で学ぶ専門科目の概要と特徴
を理解できない。

評価項目2

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない。

評価項目3
自己に対する向き不向き、好き嫌
い、得手不得手を考える取り組み
を経験し、その必要性を認識する
。

自己に対する向き不向き、好き嫌
い、得手不得手を考える取り組み
を経験し、その必要性を知る。

自己に対する向き不向き、好き嫌
い、得手不得手を考える取り組み
を経験しない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等
概要 グループワークを中心に、他人とコミュニケーション取りながら、自己に関することを表現する体験を行う。また、実

験・実習によって、所属学科および他学科の特徴を学ぶ。
授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点 他人とコミュニケーションを取るように心がけて下さい。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーションと専門に関する実験・実習 授業の内容と全体の目標を理解する。

2週 自己分析についてのワークショップと専門に関する実験・
実習

自己について理解を深めることと専門に関する実験・実習
を完遂する。

3週 自己分析についてのワークショップと専門に関する実験・
実習

自己について理解を深めることと専門に関する実験・実習
を完遂する。

4週 自己分析についてのワークショップと専門に関する実験・
実習

自己について理解を深めることと専門に関する実験・実習
を完遂する。

5週 自己分析についてのワークショップの発表と専門に関する
実験・実習

自己について理解を深めることと専門に関する実験・実習
を完遂する。

6週 国際関係と技術者の関係のワークショップと専門に関する
実験・実習

国際関係と技術者の関係のワークショップと専門に関する
実験・実習を完遂する。

7週 国際関係と技術者の関係のラークショップと専門に関する
実験・実習

国際関係と技術者の関係のワークショップと専門に関する
実験・実習を完遂する。

8週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

9週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

10週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

11週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

12週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

13週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

14週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

15週 他人と協働して自己を表現するワークショップの発表と専
門に関する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

16週 活動した内容の振返り 振り返りのワークを完成する。
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 20 30 0 50
専門的能力 0 0 0 10 15 0 25
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分野横断的能力 0 0 0 10 15 0 25
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワークⅠ
科目基礎情報
科目番号 0025 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 各テーマに応じて準備する
担当教員 林 和彦
到達目標
１．コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について認識している。
２．主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力
について認識している。
３．創成能力やエンジニアリングデザイン能力について認識している。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
コミュニケーションスキル、合意
形成、情報収集・活用・発信力、
課題発見、論理的思考力について
適切に認識している。

コミュニケーションスキル、合意
形成、情報収集・活用・発信力、
課題発見、論理的思考力のについ
て知っている。

コミュニケーションスキル、合意
形成、情報収集・活用・発信力、
課題発見、論理的思考力を知らな
い。

評価項目2

主体性、自己管理能力、責任感、
チームワーク力、リーダーシップ
、倫理観（独創性の尊重、公共心
）、未来志向性、キャリアデザイ
ン力について適切に認識している
。

主体性、自己管理能力、責任感、
チームワーク力、リーダーシップ
、倫理観（独創性の尊重、公共心
）、未来志向性、キャリアデザイ
ン力について認識している。

主体性、自己管理能力、責任感、
チームワーク力、リーダーシップ
、倫理観（独創性の尊重、公共心
）、未来志向性、キャリアデザイ
ン力について知らない。

評価項目3
創成能力やエンジニアリングデザ
イン能力について適切に認識して
いる。

創成能力やエンジニアリングデザ
イン能力について認識している。

創成能力やエンジニアリングデザ
イン能力について知らない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点 テーマ内容については、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス 授業内容の確認する。
2週 課題検討 課題探求のための情報収集をする。
3週 課題検討 課題探求のための情報収集をする。
4週 課題検討 課題を検討する。
5週 課題設定、チームビルディング 課題を決定し、チームを編成する。

6週 調査活動・実践活動 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 進捗確認 課題内容、解決策の立案内容、実行計画の進捗を確認する
。

9週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
10週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
11週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
12週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
13週 進捗確認 実践活動の進捗を確認する。
14週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
15週 発表準備 発表の準備をする。
16週 発表 発表

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 40 60 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 機械設計概論
科目基礎情報
科目番号 0026 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 配布資料
担当教員 上寺 哲也
到達目標
１．作図法の習得
２．設計に於ける単位・表面粗さ・公差等の理解
３．機械要素の基礎的な知識の習得
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

作図法の習得 適切に作図法の選択および作図が
できる 作図法の選択および作図ができる 作図法の選択および作図ができな

い
設計に於ける単位・表面粗さ・公
差等の理解

設計に於ける単位・表面粗さ・公
差等を適切に理解できる

設計に於ける単位・表面粗さ・公
差等を理解できる

設計に於ける単位・表面粗さ・公
差等が理解できない

機械要素の基礎的な知識の習得 機械要素の基礎的な知識を適切に
理解できる

機械要素の基礎的な知識を理解で
きる

機械要素の基礎的な知識を理解で
きない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
機械製図に必要な作図法や機械要素の機能および構造を学び，それらの適切な使用方法を習得することにより，将来設
計業務を行う上で十分活用できる力を身につける．特に，機械要素，締結機械要素，軸受などの基礎的事項について学
習する．本授業は就職に関連する.

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする．

注意点 解らないところや疑問点があれば質問に来て，解らないところや疑問点をなくして欲しい．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 緒論，製図基礎
2週 平面図法
3週 投影法
4週 断面法
5週 断面法
6週 補助投影法・特殊表示法
7週 特殊表示法・寸法記入
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 特殊な寸法記入
11週 溶接
12週 公差・はめ合い
13週 軸受け基礎
14週 歯車基礎
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 ノート 態度 レポート 合計

総合評価割合 70 10 10 10 100
基礎的能力 10 0 0 0 10
専門的能力 60 10 10 10 90
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 機械設計製図Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0027 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 自作テキスト、吉沢武男著「新編JIS機械製図」（森北出版），清水・田中著「Jw_cad 徹底解説（コマンド解説編）
2012-2013」（エクスナレッジ）

担当教員 國安 美子
到達目標
１．図面を作成する基礎的能力を修得すること
２．図面を読み取る能力を身につけること
３．CADの基本操作ができること
４．CADによる作図・印刷ができること
５．スケッチに関する能力を身につけること
６．図面に記されている機械要素部品・機構を理解すること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 図面を作成する基礎的能力をより
良く修得すること

図面を作成する基礎的能力を修得
すること

図面を作成する基礎的能力を修得
することができない

評価項目2 図面を読み取る能力をより良く身
につけること

図面を読み取る能力を身につける
こと

図面を読み取る能力を身につける
ことができない

評価項目3 CADの基本操作がより良くできる
こと CADの基本操作ができること CADの基本操作ができない

評価項目4 CADによる作図・印刷がより良く
できること

CADによる作図・印刷ができるこ
と CADによる作図・印刷ができない

評価項目5 スケッチに関する能力をより良く
身につけること

スケッチに関する能力を身につけ
ること

スケッチに関する能力を身につけ
ることができない

評価項目6 図面に記されている機械要素部品
・機構をより良く理解すること

図面に記されている機械要素部品
・機構を理解すること

図面に記されている機械要素部品
・機構を理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
機械製作図（図面）は正確かつ明瞭でなければならない。また迅速に描き上げることも大切である．本授業では、教科
書に載っている図面をコンピュータを使用して，写図（トレース）することが中心になる．図形の移動や複写，登録図
面の利用，レイヤ操作など，CADに関する基本的な事項について習得する．本授業は就職に関連する．

授業の進め方と授業内
容・方法 講義および製図の実技を基本とする

注意点
描き方が分からない場合は教員に、適宜、質問すること．図面の提出期限は厳守である．授業時間内にできない場合は
放課後などに残って製図しなければならない．図面は正確さと迅速さが要求される．CADデータなどに不正があれば、
少なくともその課題については0点とする．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 機械設計製図の基礎 図面を作成する基礎的能力を修得すること
2週 講義(製図技法） 図面を作成する基礎的能力を修得すること
3週 講義(製図技法） 図面を読み取る能力を身につけること
4週 講義(製図技法） 図面を読み取る能力を身につけること
5週 講義(製図技法）とCADの基本操作 CADの基本操作ができること
6週 講義(製図技法）とCADの基本操作 CADの基本操作ができること
7週 講義(製図技法）とCADの基本操作 CADの基本操作ができること
8週 講義(製図技法）とCADの基本操作 CADの基本操作ができること
9週 立体と２次元図面（スケッチ） スケッチに関する能力を身につけること
10週 立体と２次元図面（スケッチ） スケッチに関する能力を身につけること
11週 CADの基本操作 CADによる作図・印刷ができること
12週 CADの基本操作 CADによる作図・印刷ができること
13週 CADの基本操作 CADによる作図・印刷ができること
14週 CADによる演習（表題欄・部品表） CADによる作図・印刷ができること
15週 CADによる演習（立体模型） CADによる作図・印刷ができること
16週

後期

1週 機械製図法概論
2週 立体と二次元図面①（スケッチ） スケッチに関する能力を身につけること
3週 立体と二次元図面②（スケッチ） スケッチに関する能力を身につけること
4週 CADによる演習（二次元図面①，②） 図面に記されている機械要素部品・機構を理解すること
5週 立体と二次元図面③（スケッチ） スケッチに関する能力を身につけること
6週 立体と二次元図面④（スケッチ） スケッチに関する能力を身につけること
7週 CADによる演習（二次元図面③，④） CADによる作図・印刷ができること
8週 工場見学
9週 立体と二次元図面⑤（スケッチ） スケッチに関する能力を身につけること
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10週 立体と二次元図面⑥（スケッチ） スケッチに関する能力を身につけること
11週 CADによる演習（二次元図面⑤，⑥） CADによる作図・印刷ができること
12週 Vブロックスケッチ スケッチに関する能力を身につけること
13週 Vブロックスケッチ スケッチに関する能力を身につけること
14週 Vブロックスケッチ スケッチに関する能力を身につけること
15週 VブロックCAD図 CADによる作図・印刷ができること
16週

評価割合
前期（課題評価
）

後期（課題評価
）

後期（工場見学
レポート） 態度 合計

総合評価割合 50 45 5 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 50 45 5 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 工作実習Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0028 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 実習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 1
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 プリント等
担当教員 上寺 哲也
到達目標
１．技術者として、環境や資源の保全及び産業財産権に関する知識を身に付けている。
２．事故防止のために意欲的に取り組むとともに、安全作業を工夫し実践する態度を身に付けている。
３．基本作業の方法を理解し正確に作業ができる。
４．実験や実習の成果を報告書として分かりやすく適切に表現してまとめることができる。
５．ガス切断・ガス溶接・ｱｰｸ溶接の基本的事項を理解し，基本的操作ができること。
６．手仕上の基本的事項を理解し，基本的操作ができること。
７．普通旋盤の基本的事項を理解し，基本的操作ができること。
８．フライス盤・卓上旋盤・プレス機械の基本的事項を理解し，基本的操作ができること。
９．ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御および旋盤制御回路の基本的事項を理解し，各制御の基本的操作ができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
１．技術者として、環境や資源の
保全及び産業財産権に関する知識
をより良く身に付けている。

１．技術者として、環境や資源の
保全及び産業財産権に関する知識
を身に付けている。

１．技術者として、環境や資源の
保全及び産業財産権に関する知識
を身に付けていない。

評価項目2
２．事故防止のために意欲的に取
り組むとともに、安全作業を工夫
し実践する態度をより良く身に付
けている。

２．事故防止のために意欲的に取
り組むとともに、安全作業を工夫
し実践する態度を身に付けている
。

２．事故防止のために意欲的に取
り組むことでできず、安全作業を
工夫し実践する態度を身に付けて
いない。

評価項目3 ３．基本作業の方法を理解しより
正確に作業ができる。

３．基本作業の方法を理解し正確
に作業ができる。

３．基本作業の方法を理解し正確
に作業ができない。

評価項目4
４．実験や実習の成果を報告書と
して分かりやすく適切に表現して
まとめることがより良くできる。

４．実験や実習の成果を報告書と
して分かりやすく適切に表現して
まとめることができる。

４．実験や実習の成果を報告書と
して分かりやすく適切に表現して
まとめることができない。

評価項目5
５．ガス切断・ガス溶接・ｱｰｸ溶接
の基本的事項を理解し，基本的操
作がより良くできること。

５．ガス切断・ガス溶接・ｱｰｸ溶接
の基本的事項を理解し，基本的操
作ができること。

５．ガス切断・ガス溶接・ｱｰｸ溶接
の基本的事項を理解せず，基本的
操作ができない。

評価項目6
６．手仕上の基本的事項を理解し
，基本的操作がより良くできるこ
と。

６．手仕上の基本的事項を理解し
，基本的操作ができること。

６．手仕上の基本的事項を理解せ
ず，基本的操作ができない。

評価項目7
７．普通旋盤の基本的事項を理解
し，基本的操作がより良くできる
こと。

７．普通旋盤の基本的事項を理解
し，基本的操作ができること。

７．普通旋盤の基本的事項を理解
せず，基本的操作ができない。

評価項目8
８．フライス盤・卓上旋盤・プレ
ス機械の基本的事項を理解し，基
本的操作がより良くできること。

８．フライス盤・卓上旋盤・プレ
ス機械の基本的事項を理解し，基
本的操作ができること。

８．フライス盤・卓上旋盤・プレ
ス機械の基本的事項を理解せず
，基本的操作ができない。

評価項目9
９．ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御および旋盤制御
回路の基本的事項を理解し，各制
御の基本的操作がより良くできる
こと。

９．ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御および旋盤制御
回路の基本的事項を理解し，各制
御の基本的操作ができること。

９．ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御および旋盤制御
回路の基本的事項を理解せず，各
制御の基本的操作ができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
機械工作における各種工作機械・溶接機器・測定器・作業工具・制御機器等の原理・基本的操作方法などを習得するこ
とを目的として，溶接，手仕上，機械加工Ⅰ，機械加工Ⅱ，機械制御のショップに分かれて実習を行う。本実習は就職
に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 ５班に分かれ，６週ごとにショップを交代する。

注意点 誤った機械操作をしたり，気を抜いたりして作業をすると大怪我をすることがあるので，安全に注意し，集中して授業
に臨むこと。また，わからないことがあれば，そのままにせず，質問すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ものづくり実習教育・安全教育 事故防止のために意欲的に取り組むとともに、安全作業を
工夫し実践する態度を身に付けている。

2週
（班により，順序は異なる。）溶接　
①ガス切断②ガス溶接③アーク溶接（基本練習）④CO2ア
ーク溶接⑤スポット溶接

ガス切断・ガス溶接・ｱｰｸ溶接の基本的事項を理解し，基本
的操作ができること。

3週
溶接　
①ガス切断②ガス溶接③アーク溶接（基本練習）④CO2ア
ーク溶接⑤スポット溶接

ガス切断・ガス溶接・ｱｰｸ溶接の基本的事項を理解し，基本
的操作ができること。

4週
溶接　
①ガス切断②ガス溶接③アーク溶接（基本練習）④CO2ア
ーク溶接⑤スポット溶接

ガス切断・ガス溶接・ｱｰｸ溶接の基本的事項を理解し，基本
的操作ができること。

5週
溶接　
①ガス切断②ガス溶接③アーク溶接（基本練習）④CO2ア
ーク溶接⑤スポット溶接

ガス切断・ガス溶接・ｱｰｸ溶接の基本的事項を理解し，基本
的操作ができること。

6週
溶接　
①ガス切断②ガス溶接③アーク溶接（基本練習）④CO2ア
ーク溶接⑤スポット溶接

ガス切断・ガス溶接・ｱｰｸ溶接の基本的事項を理解し，基本
的操作ができること。
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7週
溶接　
①ガス切断②ガス溶接③アーク溶接（基本練習）④CO2ア
ーク溶接⑤スポット溶接

ガス切断・ガス溶接・ｱｰｸ溶接の基本的事項を理解し，基本
的操作ができること。

8週
手仕上
①各種測定器の概要②手仕上作業の概要③ケガキとヤスリ
仕上④ボール盤の概要と操作⑤タップによるネジ切り⑥ポ
ンチの製作

手仕上の基本的事項を理解し，基本的操作ができること。

9週
手仕上
①各種測定器の概要②手仕上作業の概要③ケガキとヤスリ
仕上④ボール盤の概要と操作⑤タップによるネジ切り⑥ポ
ンチの製作

手仕上の基本的事項を理解し，基本的操作ができること。

10週
手仕上
①各種測定器の概要②手仕上作業の概要③ケガキとヤスリ
仕上④ボール盤の概要と操作⑤タップによるネジ切り⑥ポ
ンチの製作

手仕上の基本的事項を理解し，基本的操作ができること。

11週
手仕上
①各種測定器の概要②手仕上作業の概要③ケガキとヤスリ
仕上④ボール盤の概要と操作⑤タップによるネジ切り⑥ポ
ンチの製作

手仕上の基本的事項を理解し，基本的操作ができること。

12週
手仕上
①各種測定器の概要②手仕上作業の概要③ケガキとヤスリ
仕上④ボール盤の概要と操作⑤タップによるネジ切り⑥ポ
ンチの製作

手仕上の基本的事項を理解し，基本的操作ができること。

13週
手仕上
①各種測定器の概要②手仕上作業の概要③ケガキとヤスリ
仕上④ボール盤の概要と操作⑤タップによるネジ切り⑥ポ
ンチの製作

手仕上の基本的事項を理解し，基本的操作ができること。

14週
機械加工Ⅰ（普通旋盤）①普通旋盤の概要と操作②切削工
具と測定器③チャックの取り扱い④両センタ作業⑤仕上面
粗さの測定

普通旋盤の基本的事項を理解し，基本的操作ができること
。

15週
機械加工Ⅰ（普通旋盤）①普通旋盤の概要と操作②切削工
具と測定器③チャックの取り扱い④両センタ作業⑤仕上面
粗さの測定

普通旋盤の基本的事項を理解し，基本的操作ができること
。

16週

後期

1週
機械加工Ⅰ（普通旋盤）①普通旋盤の概要と操作②切削工
具と測定器③チャックの取り扱い④両センタ作業⑤仕上面
粗さの測定

普通旋盤の基本的事項を理解し，基本的操作ができること
。

2週
機械加工Ⅰ（普通旋盤）①普通旋盤の概要と操作②切削工
具と測定器③チャックの取り扱い④両センタ作業⑤仕上面
粗さの測定

普通旋盤の基本的事項を理解し，基本的操作ができること
。

3週
機械加工Ⅰ（普通旋盤）①普通旋盤の概要と操作②切削工
具と測定器③チャックの取り扱い④両センタ作業⑤仕上面
粗さの測定

普通旋盤の基本的事項を理解し，基本的操作ができること
。

4週
機械加工Ⅰ（普通旋盤）①普通旋盤の概要と操作②切削工
具と測定器③チャックの取り扱い④両センタ作業⑤仕上面
粗さの測定

普通旋盤の基本的事項を理解し，基本的操作ができること
。

5週 機械加工Ⅱ①形削り盤の概要と操作②ﾌﾗｲｽ盤の概要と操作
③卓上旋盤の概要と操作④ﾌﾟﾚｽ機械の概要と操作

フライス盤・卓上旋盤・プレス機械の基本的事項を理解し
，基本的操作ができること。

6週 機械加工Ⅱ①ﾌﾗｲｽ盤の概要と操作②卓上旋盤の概要と操作
③ﾌﾟﾚｽ機械の概要と操作

フライス盤・卓上旋盤・プレス機械の基本的事項を理解し
，基本的操作ができること。

7週 機械加工Ⅱ①ﾌﾗｲｽ盤の概要と操作②卓上旋盤の概要と操作
③ﾌﾟﾚｽ機械の概要と操作

フライス盤・卓上旋盤・プレス機械の基本的事項を理解し
，基本的操作ができること。

8週 機械加工Ⅱ①ﾌﾗｲｽ盤の概要と操作②卓上旋盤の概要と操作
③ﾌﾟﾚｽ機械の概要と操作

フライス盤・卓上旋盤・プレス機械の基本的事項を理解し
，基本的操作ができること。

9週 機械加工Ⅱ①ﾌﾗｲｽ盤の概要と操作②卓上旋盤の概要と操作
③ﾌﾟﾚｽ機械の概要と操作

フライス盤・卓上旋盤・プレス機械の基本的事項を理解し
，基本的操作ができること。

10週 機械加工Ⅱ①ﾌﾗｲｽ盤の概要と操作②卓上旋盤の概要と操作
③ﾌﾟﾚｽ機械の概要と操作

フライス盤・卓上旋盤・プレス機械の基本的事項を理解し
，基本的操作ができること。

11週 機械制御①ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御の基本②ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御の応用③旋
盤制御回路の概要

ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御および旋盤制御回路の基本的事項を理解し
，各制御の基本的操作ができること。

12週 機械制御①ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御の基本②ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御の応用③旋
盤制御回路の概要

ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御および旋盤制御回路の基本的事項を理解し
，各制御の基本的操作ができること。

13週 機械制御①ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御の基本②ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御の応用③旋
盤制御回路の概要

ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御および旋盤制御回路の基本的事項を理解し
，各制御の基本的操作ができること。

14週 機械制御①ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御の基本②ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御の応用③旋
盤制御回路の概要

ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御および旋盤制御回路の基本的事項を理解し
，各制御の基本的操作ができること。

15週 機械制御①ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御の基本②ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御の応用③旋
盤制御回路の概要

ﾘﾚｰｼｰｹﾝｽ制御および旋盤制御回路の基本的事項を理解し
，各制御の基本的操作ができること。

16週
評価割合

取組み状況 レポート・実習評価 合計
総合評価割合 40 60 100
基礎的能力 0 0 0
専門的能力 40 60 100
分野横断的能力 0 0 0

- 35-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代文
科目基礎情報
科目番号 0207 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材  『現代文B』（教育出版）『プレミアムカラー　国語便覧』（数研出版）『新版 チャレンジ常用漢字』（第一学習社）
担当教員 外村 彰
到達目標
1．日本語で書かれた文章類（小説，評論。詩歌）を正しく読解すること。
2．さまざまな文章にふれ、思索できる力や感性などを身につけること。
3．作品が書かれた時代、作家に関する知識を身につける。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
日本語で書かれた文章類（小説
，評論。詩歌）を正しく読解する
ことができる

日本語で書かれた文章類（小説
，評論。詩歌）を読解することが
できる

日本語で書かれた文章類（小説
，評論。詩歌）を読解することが
できない

評価項目2
さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
が適切にできる

さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
ができる

さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
ができない

評価項目3
作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることが適切に
できる

作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることができる

作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることができな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 １年次での「国語総合（現代文）」に引き続き、国語を的確に理解し、適切に表現できる基礎学力、日本語日本文化に

関する見識を身につけるために、現代日本の思想や文化を代表する評論・小説・詩などを学習する。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。適宜漢字テストや創作など、課題提出も課す。

注意点 授業に対する真摯な態度が何より基本である。作品を理解し、自らの頭でしっかり考える力を積極的に養おうとする姿
勢が重要である。発想の幅を広げ、自由にものを見る思考のレッスンにより、教養の幅を広げていってもらいたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス、随想「大人への丸太　たじろがず渡ってみよ
う」（姜尚中）

１，随想「大人への丸太　たじろがず渡ってみよう」を読
解する。表現を的確に捉え、筆者の伝えたかったことを様
々な角度から考察し、今後の人生行路について各人が思い
をめぐらせる。
今日に生きている伝統的な美意識について各自で思考をめ
ぐらす。

2週 随想「大人への丸太　たじろがず渡ってみよう」（姜尚中
）

3週 小説「山月記」（中島敦）

２，小説「山月記」を読み、鑑賞する。独特の文体に親し
みながら主題・構成・表現方法を理解する。作者・時代・
舞台などの背景に関する知識を身につけ、より作品の理解
を深める。人生における不条理をめぐり作品の主題を考察
する。

4週 小説「山月記」（中島敦）
5週 小説「山月記」（中島敦）
6週 小説「山月記」（中島敦）
7週 中間試験
8週 小説「山月記」（中島敦）
9週 小説「山月記」（中島敦）

10週 評論「わからない絵の魅力」（岡本太郎）
３，評論「わからない絵の魅力」を読解する。論理の展開
を的確に捉える。現代芸術のありようについて思いをめく
らせながら、筆者の主張を多角的に批評、考察する。

11週 評論「わからない絵の魅力」（岡本太郎）

12週 評論「わからない絵の魅力」（岡本太郎）

13週 詩「永訣の朝」（宮沢賢治）
現代の俳句・現代の短歌

４，詩「永訣の朝」、現代の俳句・短歌を読解かつ鑑賞す
る。詩情のありかを的確に捉える。表現に込められた感性
を様々な角度から読みとる。作者や背景に対する知識を学
び、人生の意味について考える。

14週 詩「永訣の朝」（宮沢賢治）
現代の俳句・現代の短歌

15週 期末試験

16週 期末試験
答案返却・解説　諸課題

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 5 0 5 5 5 100
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基礎的能力 80 5 0 5 5 5 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 古典
科目基礎情報
科目番号 0208 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 『国語総合　 古典編』 （東京書籍）（1年次から継続使用）
担当教員 石本 百合子
到達目標
1．随筆の古典的名作を読むことで、日本語日本文化の教養を身につける。
2．古典の文学史的知識を深め、人生上の教養とする。
3．韻文の古典的名作を読むことで、日本語日本文化の教養を身につける。
4．漢文の文法・通釈に習熟し、日本語習熟能力の礎とする。
5．長く読み継がれてきた古典の持つ人生の知恵を体得し、人間力を涵養する
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
随筆の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることが適切にできる

随筆の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることができる

随筆の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることができない

評価項目2
古典の文学史的知識を深め、人生
上の教養を身につけることが適切
にできる

古典の文学史的知識を深め、人生
上の教養を身につけることができ
る

古典の文学史的知識を深め、人生
上の教養を身につけることができ
ない

評価項目3
韻文の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることが適切にできる

韻文の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることができる

韻文の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
古典の授業を通して、日本語日本文化および東アジアの文化に対する教養や深い見識を身につける。各作品の読解によ
り、古人の思索を想像しつつ追体験して、豊かな教養を修める。本授業は、読む力を通した多様な人間認識、人間力形
成のために必要である。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。適宜課題提出も課す。

注意点
授業態度を重視する。態度不良者はその都度減点対象とし、単位不認定に至ることがある。積極的な授業参加により、
語彙力、読解力、感受性を養い、人間として多様な価値観を持って生きることの大切さ、また東洋文化の基底を解する
ことで、多様な価値観ある人間力を自ら育成し、各人の教養の幅を広げていってもらいたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス

2週 中世の文学史、「徒然草」（「つれづれなるままに」）

1．随筆「徒然草」
文学史的知識を身につけ、「徒然草」の批評眼を学び、人
生の智慧を体得できる能力を涵養する。
文中の語彙、表現を解し、通釈能力を高める。
文法，文学史的知識を身につける。

3週 「徒然草」（「ある人、弓射ることを習ふに」）
2．古典文学史
上代・中古一近世の代表的作品の概要を知る。
文学的知識を教養として身につける

4週 「徒然草」（「ある人、弓射ることを習ふに」）

5週 漢文訓読の基本「塞翁馬」 3.漢文の文法と訓読に習熟し、ことわざの語源について学
ぶ。

6週 「塞翁馬」
7週 中間試験
8週 答案返却、解説

9週 「平家物語」「木曽の最期」
４、口承文芸の古典的名作を読むことで、想像力を身に付
け、言語感覚を磨く。中世の歴史上の人物に対して思いを
はせる。鑑賞を通して、当時の人間観、自己観照のあり方
を読みとる感性、また文法・文学史的知識を身につける。

10週 「平家物語」「木曽の最期」
11週 「奥の細道」「木曽の最期」
12週 「奥の細道」「漂白の思い」
13週 「奥の細道」「漂白の思い」
14週 「奥の細道」「漂白の思い」
15週 期末試験
16週 答案返却・解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 歴史
科目基礎情報
科目番号 0209 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 伊藤純郎ほか編『高等学校日本史Ｂ』清水書院
担当教員 木原 滋哉
到達目標
1.江戸時代との政治構造（朝廷・寺社・武士との関係）を理解する。
2.江戸時代の対外関係およびその前提となる世界状況を理解する。
3.江戸時代の産業・社会・文化を理解する。
4.明治維新の目的と、そのために何が行われたかを理解する。
5.大日本帝国憲法の特徴を理解する。
6.日清・日露戦争が日本にとってどのような意味を持っていたか理解する。
7.大正から昭和初期にかけて、どのように政党政治が展開したかを理解する。
8.第一次世界大戦前後の国際情勢と日本の国際的な立場を理解する。
9.日本が日中戦争、アジア・太平洋戦争に至る経緯を理解する。
10.敗戦後、日本占領がどのようになされたかを理解する。
11.戦後における日米の関係を理解する。
12.現在の日本がかかえている問題について考えることが出来る。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 江戸時代との政治構造や産業・社
会・文化などを詳細に理解できる

江戸時代との政治構造や産業・社
会・文化などを理解できる

江戸時代との政治構造や産業・社
会・文化などを理解できない

評価項目2
明治維新の目的と、そのために何
が行われたか，大日本帝国憲法の
特徴を詳細に理解できる

明治維新の目的と、そのために何
が行われたか，大日本帝国憲法の
特徴を理解できる

明治維新の目的と、そのために何
が行われたか，大日本帝国憲法の
特徴を理解できない

評価項目3
大正から昭和にかけての政治，国
際情勢，戦争，現在の日本がかか
えている問題について詳細に理解
できる

大正から昭和にかけての政治，国
際情勢，戦争，現在の日本がかか
えている問題について理解できる

大正から昭和にかけての政治，国
際情勢，戦争，現在の日本がかか
えている問題について理解できな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 日本近世から近現代の歴史を学習する。江戸時代（近世）・明治・大正昭和（戦前）・戦後という大きな時代的枠組を

意識しつつ、各時代の政治・社会・文化をそれぞれ学習する。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義形式を中心とする。参考にビデオを視聴する。

注意点 単語や年代の暗記も重要ですが、時代的枠組みや歴史的展開といったものに重点を置いていきたいと思います。積極的
に発言してもらえると助かります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 江戸時代とはどのような時代か 江戸時代がどのような時代であったかを理解する。

2週 江戸幕府の政治構造 江戸時代の政治構造（朝廷・寺社・武士との関係）を理解
する。

3週 江戸時代の対外関係 江戸時代の対外関係およびその前提となる世界状況を理解
する。

4週 江戸時代の産業・経済 江戸時代の産業・経済の状況を理解する。
5週 江戸時代の社会構造 江戸時代の社会構造を理解する。
6週 江戸時代の文化・学問 江戸時代の文化・学問を理解する。
7週 中間試験
8週 幕末・明治の世界状況 幕末・明治の日本をとりまく世界状況を理解する。
9週 幕末 幕末の政治状況がどのように展開したか理解する。

10週 明治新政府の構想と展開 明治維新の目的と、そのために何が行われたかを理解する
。

11週 国会開設と憲法制定に向けて 国会開設と憲法制定に至る政治過程を理解する。
12週 憲法と初期議会 大日本帝国憲法の特徴を理解する。
13週 日清戦争 日清戦争の意義を理解する。
14週 日露戦争 日露戦争の意義を理解する。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 国際状況の変化 第一次世界大戦前の世界状況を理解する。
2週 政党政治の展開 政党政治がどのように展開したかを理解する。
3週 第一次世界大戦と日本 第一次世界大戦で被害が大きくなった理由を理解する。
4週 国際協調の時代 第一次世界大戦後の世界状況と日本の立場を理解する。
5週 社会問題と社会主義運動 この時期の社会問題と社会主義運動について理解する。
6週 二大政党と世界恐慌 政党政治から軍国主義への変化の過程を理解する。

7週 日中戦争・アジア・太平洋戦争 日中戦争およびアジア・太平洋戦争の原因と経緯を理解す
る。

8週 中間試験
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9週 占領下の日本 日本占領がどのように行われたかを理解する。
10週 日本国憲法 日本国憲法について理解する。
11週 日本の独立と５５年体制の成立 55年体制の成立と性格を理解する。
12週 高度経済成長の光と影 55年体制下の日本の動きを理解する。

13週 国際状況の変化と模索する日本 70年代の国際状況の変化とそれによる日本への影響を理解
する。

14週 ５５年体制の終焉から政権交代へ 55年体制の崩壊から政権交代までの流れを理解する。
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 0 20 100
基礎的能力 80 0 0 0 0 20 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 線形代数Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0210 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 機械工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 高遠節夫他「新線形代数」（大日本図書）
担当教員 平松 直哉
到達目標
１．ベクトル定義を理解し、ベクトルの基本的な計算ができること
２．ベクトルの平行・垂直条件を利用することができること
３．空間内の直線・平面・球のベクトル方程式が求めることができること
４．行列の定義を理解し、行列の基本的な演算ができること
５．連立一次方程式が解くことできること
６．逆行列の定義を理解し、逆行列を求めることができること
７．行列式の定義および性質を理解し、基本的な行列式の値を求めることができること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1 ベクトルの演算が適切にできる ベクトルの演算ができる ベクトルの演算ができない
評価項目2 行列の演算が適切にできる 行列の演算ができる 行列の演算ができない

評価項目3 逆行列・行列式の計算が適切にで
きる 逆行列・行列式の計算ができる 逆行列・行列式の計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 比例の考え方を拡張したものが線形性があるといえるが、線形変換が行列で表されるということを根底に、力学などで

重要なベクトルや、連立一次方程式を解くときの新しい視点としての行列・行列式に関することを学ぶ。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜、小テストや課題レポートを課す。

注意点
例えば構造計算やコンピュータグラフィックスの基礎は線形代数にあるように、工学や科学を学ぶ上で重要な科目です
。授業は集中して聞くことはもちろんですが、実際に自分で解いてみることが大切です。疑問点は早めに質問して、分
からないところを残さないように努力しましょう。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 平面ベクトル 有向線分による表示
2週 平面ベクトル ベクトルの和・差，実数倍
3週 平面ベクトル ベクトルの成分表示
4週 平面ベクトル 内積
5週 平面ベクトル 内分点のベクトル表示
6週 平面ベクトル 直線の円のベクトル方程式
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明・空間ベクトル 空間座標
9週 空間ベクトル 有向線分による表示，成分表示
10週 空間ベクトル 内積
11週 空間ベクトル 空間における直線の方程式
12週 空間ベクトル 平面の方程式
13週 空間ベクトル 球の方程式
14週 空間ベクトル
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 行列 行列の計算
2週 行列 2次正方行列の逆行列
3週 行列
4週 行列
5週 連立１次方程式と行列 行基本変形と連立一次方程式
6週 連立１次方程式と行列 行基本変形と逆行列
7週 連立１次方程式と行列 行列の階数
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明，行列式 2次，３次の行列式（サラスの方法）
10週 行列式 行列式の定義と性質
11週 行列式 行列式の展開
12週 行列式の応用 逆行列の公式と余因子行列
13週 行列式の応用 連立一次方程式と逆行列
14週 行列式の応用 行列式の図形的意味
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明
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評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 微分積分Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0211 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 機械工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 高遠節夫他「新微分積分」（大日本図書）
担当教員 野村 真理子,赤池 祐次
到達目標
１．微分法の概念を理解し，極限や導関数が求められること
２．微分法の応用として，接線，不定形の極限，関数の極値，変曲点などが計算できること
３．積分法の概念を理解し，不定積分，定積分が計算できること
４．積分の応用として，面積，長さ，体積などが計算できること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1 微分の計算が適切にできる 微分の計算ができる 微分の計算ができない
評価項目2 積分の計算が適切にできる 積分の計算ができる 積分の計算ができない
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 １変数関数について微分法と積分法の基本的概念を明確にし，いろいろな関数の導関数および積分の計算を学習する。

また，応用問題としての極値や面積を求める。本授業は学力の向上に必要である。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし，プリント課題などを実施する

注意点
微分積分学は自然科学・工学の基礎となる科目ですから，十分理解するよう努力してください。そのため，自分で実際
に数多くの問題を解いて基本的な計算力を身につけることが重要です。また，分からないところは放置せずに積極的に
質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 関数の極限と導関数 関数の極限，連続性が理解できる。
2週 関数の極限と導関数 微分係数，導関数，導関数の公式が理解できる。
3週 関数の極限と導関数 微分係数，導関数，導関数の公式が理解できる。
4週 いろいろな関数の導関数 三角関数，逆三角関数の導関数が理解できる。
5週 いろいろな関数の導関数 三角関数，逆三角関数の導関数が理解できる。
6週 いろいろな関数の導関数 指数関数，対数関数の導関数が理解できる。
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明，関数の変動 指数関数，対数関数の導関数が理解できる。
9週 いろいろな関数の導関数 指数関数，対数関数の導関数が理解できる。
10週 いろいろな関数の導関数
11週 いろいろな関数の導関数
12週 いろいろな関数の導関数

13週 微分法の応用 関数の増減，極値，最大・最小，グラフの接線が理解でき
る。

14週 微分法の応用 不定形の極限が理解できる。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 微分法の応用 高次導関数，曲線の凹凸が理解できる。
2週 微分法の応用 媒介変数表示の微分法，速度と加速度が理解できる。
3週 定積分と不定積分 定積分・不定積分の定義と関係が理解できる。
4週 定積分と不定積分 定積分・不定積分の定義と関係が理解できる。
5週 積分の計算 不定積分の計算が理解できる。
6週 積分の計算 不定積分の計算が理解できる。
7週 積分の計算 定積分の計算が理解できる。
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明，面積 定積分の計算が理解できる。
10週 置換積分，部分積分 置換積分，部分積分が理解できる。
11週 置換積分，部分積分 置換積分，部分積分が理解できる。
12週 置換積分，部分積分 置換積分，部分積分が理解できる。
13週 積分法の応用 面積，曲線の長さ，立体の体積が理解できる。
14週 積分法の応用 面積，曲線の長さ，立体の体積が理解できる。
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
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総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 物理
科目基礎情報
科目番号 0212 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 機械工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3

教科書/教材 改訂版 総合物理Ⅰ 力と運動・熱・改訂版 総合物理Ⅱ 波・電気と磁気 （数研出版），セミナー基礎物理・物理（第一学
習社）

担当教員 笠井 聖二
到達目標
全ての学習項目について、知識を身につけ関係する計算ができるようになる。
全ての学習項目について、現象・式を理解して、説明ができるようになる。
全ての学習項目について、物理に関する知識・理解を、他の場面で使えるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
全ての学習項目について、広い知
識を身につけ関係する計算ができ
る

全ての学習項目について、知識を
身につけ関係する計算ができる

一部または全ての学習項目につい
て、知識を身につけ関係する計算
ができない

評価項目2
全ての学習項目について、より広
く・深く現象・式を理解して、よ
りよく説明ができるようになる。

全ての学習項目について、現象・
式を理解して、説明ができるよう
になる。

一部または全ての学習項目につい
て、現象・式を十分に理解してお
らず、十分な説明ができない。

評価項目3
全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他のより広
い場面で使うことができる。

全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他の場面で
使うことができる。

一部または全ての学習項目につい
て、物理に関する知識・理解を、
他の場面で使うことができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
力学・波・電気に関係する基本的な概念及び法則を理解し、自然のまざまな物理現象と基本的な概念を結びつけ自分で
考えられるようになる。

授業の進め方と授業内
容・方法

学生の主体的な「学び合い」を基本として授業を進める。授業までに内容の事前学習を前提とする。授業時間では、事
前に学習した内容の確認や課題等を学生達でおこなう。授業の最後に、学習内容の確認テストを実施する。

注意点

単位の認定は、授業態度が良好であり、課題・宿題を全て提出し、内容がすべて良好であることが前提です。定期試験
を70点、小テストなどの定期試験以外を30点で評価し、合計点が60点以上で単位を認定する。定期試験において、前期
期末は前期全範囲、学年末は1年間の全範囲とする。
　自宅学習で、理解の確認と定着を進めることが必要です。必要な既学習内容を理解していない場合には、補習等をお
こなう場合があります。「問題を解ける」とは、単に公式を覚え計算できることということではなく、学習した考え方
や概念を使い、問題を正しく理解し、その結果として解答できるということです。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス
2週 力学（等速円運動）
3週 力学（慣性力・遠心力）
4週 力学（単振動）
5週 力学（復元力）
6週 5週目までの内容の総復習
7週 中間試験

8週 答案返却・解答説明
万有引力

9週 力学（万有引力）
10週 波動（波という現象とその特徴）
11週 波動（波による現象）
12週 波動（音と音に関係する現象）
13週 波動（共鳴・共振）
14週 波動（ドップラー効果）
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 定着度試験
2週 波動（光）
3週 波動（レンズ）
4週 波動（光の干渉）
5週 電気（静電気力）
6週 電気（電場と電位）
7週 第6週までの復習
8週 中間試験

9週 答案返却・解答説明
電気（コンデンサー）

10週 電気（コンデンサー）
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11週 電気（抵抗と電流）
12週 電気（直流回路）
13週 電気（直流回路・半導体）
14週 第13周までに復習
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
定期試験 定期試験以外 合計

総合評価割合 70 30 100
前期中間 14 0 14
前期期末 21 0 21
後期中間 14 0 14
学年末 21 0 21
課題・小テストなど 0 30 30
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 化学
科目基礎情報
科目番号 0213 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 竹内敬人他「 化学基礎」（東京書籍）、竹内敬人他「 化学」（東京書籍）、竹内敬人他「ダイナミックワイド 図説化
学」（東京書籍）

担当教員 田中 慎一
到達目標
1. 固体の溶解度の計算ができること。
2. 希薄溶液の性質を理解し，計算ができること。
3. 酸化還元を電子の授受から理解すること。
4. 酸化還元反応の応用と電池の仕組みについて理解すること。
5. 酸化還元の電気分解への応用ができる。
6. 化学反応における熱の出入りについて理解し、熱化学方程式について計算できること。
7. 化学結合における電子の役割の違いおよび簡単な結晶構造を理解すること
8. 無機物質の単体と化合物の性質について理解すること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 固体の溶解度や希薄溶液の性質を
理解し，適切に計算ができる

固体の溶解度や希薄溶液の性質を
理解し，計算ができる

固体の溶解度や希薄溶液の性質を
理解し，計算ができない

評価項目2 酸化還元反応の応用ついて適切に
理解できる

 酸化還元反応の応用ついて理解で
きる

酸化還元反応の応用ついて理解で
きない

評価項目3 熱化学方程式について適切に計算
できる 熱化学方程式について計算できる 熱化学方程式について計算できな

い
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物質の性質や構造を考える際に、原子間の電子の動きが重要な意味を持っている。電子の動きに注目して化学結合や
物質間の反応を理解することを目的とする。本授業は，様々な材料に関する基礎的知識とそれを生かすことのできる能
力を養うと共に，進学等に関連し，学力向上を身につけることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 講議及び演習を基本とし、学習内容に沿った実験を行う。実験は個人あるいはグループ実験を行う。

注意点 教科書の問や演習問題は必ず自分で解くこと。わからないことは溜め込まないで、すぐに解決しておくこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 物質の三態変化 １.物質の三態とその変化
   飽和蒸気圧と蒸気圧曲線

2週 物質の三態変化
3週 溶液の性質 ２.固体の溶解度

4週 溶液の性質
３.希薄溶液の性質
　　沸点上昇と凝固点降下
　　浸透圧

5週 溶液の性質
6週 溶液の性質
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 酸化と還元
４.酸化還元反応
　　酸化数の求め方
　　酸化還元滴定
   金属のイオン化傾向

10週 酸化と還元
11週 酸化と還元
12週 酸化と還元

13週 電池 ５.電池・電気分解
　　電池の種類と構造

14週 電池
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 電池
　　電極での化学反応
　　電気分解の応用
　　ファラデーの法則

2週 電気分解
3週 電気分解

4週 物質とエネルギー
６.反応熱と熱化学方程式
　　化学変化とエネルギー
　　ヘスの法則

5週 物質とエネルギー
6週 物質とエネルギー
7週 中間試験
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8週 答案返却・解答説明

9週 化学結合と結晶
７.化学結合と結晶
　　結晶構造と金属結晶の格子定数及び充填率の計算
　　分子間力　

10週 化学結合と結晶
11週 化学結合と結晶

12週 　無機物質
８.無機物質　
　　非金属元素
　　典型金属元素

13週 　無機物質
14週 　無機物質
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 体育
科目基礎情報
科目番号 0214 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 実技 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 佐賀野 健
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．バレーボールの個人的技能をゲームで生かすことができる。
3．バレーボールの集団的技能をゲームで生かすことができる。
4．バレーボールのゲームを企画・運営ができる。
5．バスケットボールの個人的技能をゲームで生かすことができる。
6．バスケットボールの集団的技能をゲームで生かすことができる
7．バスケットボールのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 バレーボールの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

バレーボールの技能をゲームで生
かすことができる

バレーボールの技能をゲームで生
かすことができない

評価項目3 バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことが適切にできる

バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことができる

バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ．運動能力を高
める自己診断資料とする。協調性と安全・確実・敏速に行動ができるような態度を養う。ゲームに必要な個人的技能や
集団的技能を高め，技能の程度に応じた作戦を工夫してゲームができるようにするとともに，得点や勝敗を競う過程や
結果に喜びや楽しさを味わう。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション・新体カテスト
1．新体カテスト
新体カテストの測定項目を理解し、正しい測定を実施でき
る
自らの得点を集計し、自己評価できる

2週 新体カテスト
3週 新体カテスト

4週 集団行動・体育祭の種目
2．体育祭種目
体育祭種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実施で
きる

5週 集団行動・体育祭の種目

6週 バレーボール

3．バレーボール
バレーボールの技術・ルールを理解し、学習した審判法を
基準に体育で実践するバレーボール試合の審判ができる
サーブ、オーバーハンドレシーブ、アンダーハンドレシー
ブ、スパイクを代表とする個人技能を修得し、試合で実践
できる。
ローテーション、三段攻撃を代表とする集団技能を修得し
、試合で実践できる

7週 バレーボール
8週 バレーボール
9週 バレーボール
10週 バレーボール
11週 バレーボール
12週 バレーボール
13週 バレーボール
14週 バレーボール・スキルテスト
15週 バレーボール・スキルテスト
16週 バレーボール・スキルテスト

後期
1週 球技大会の種目

4．球技大会種目の練習
球技大会の種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実
施できる

2週 球技大会の種目
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3週 バスケットボール

5バスケットボール
バスケットボールの技術・ルールを理解し、学習した審判
法を基準に体育で実践するバスケットボール試合の審判が
できる
ゴール下シュート、レイアップ、セットシュート、ドリブ
ル、チェストパスを代表とする個人技能を修得し、試合で
実践できる。
マンツーマン、ゾーンディフェンス、リバウンドを代表と
する集団技能を修得し、試合で実践できる

4週 バスケットボール
5週 バスケットボール
6週 バスケットボール
7週 バスケットボール
8週 バスケットボール
9週 バスケットボール
10週 バスケットボール
11週 バスケットボール
12週 バスケットボール

13週 持久走 6．持久走
長距離走の特性を理解し、駅伝大会で実践できる

14週 バスケットボール・スキルテスト
15週 バスケットボール・スキルテスト
16週 バスケットボール・スキルテスト

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワーク
科目基礎情報
科目番号 0215 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント等
担当教員 林 和彦
到達目標
1. 1年生においては、高専で学ぶ専門科目の概要を把握し、確固とした目標を持ち、技術者像を明確にイメージする。
2. コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について、2年生においては認識し、3年生におい
ては理解し、4,5年生においては活用することができる．
3. 主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力に
ついて、2年生においてはその必要性を認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては必要に応じて発揮できる．
4. 創成能力やエンジニアリングデザイン能力を2年生においては認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては活用することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない

評価項目2

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用が適切にできる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができない

評価項目3
創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用が適切にでき
る

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができる

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点
在学期間中に同じテーマは最長で2年間まで選択できますが、可能な限り多くのテーマに取り組む方が学習効果が上がり
ます。また、テーマによっては1回だけ選択できるテーマもありますので、担当教員に確認して下さい。テーマ内容につ
いては、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。（※）テーマによっては、中間試験および期末試
験および学年末試験を行う．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

2週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

3週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

4週 チーム編成，個別ガイダンス 各テーマごとに分かれて，課題設定と課題解決プロセスを
理解する。

5週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

6週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表
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14週 レポート作成と活動内容の振り返り レポート作成：発表会後，活動成果としてレポートを作成
する．

15週 期末試験（※）

16週 レポート提出と後期の活動のための計画立案
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

後期

1週 活動内容の目標の確認
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

2週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

3週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

4週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

5週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

6週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

7週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

8週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表

14週 振り返りとレポート作成 レポート作成：後期は1年間の活動内容を総括してレポート
を作成する．

15週 学年末試験（※）
16週 レポート提出

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 20 30 0 50
分野横断的能力 0 0 0 20 30 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 コミュニケーション英語Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0216 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 機械工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3

教科書/教材 Power On II（東京書籍）, Power On II Workbook（東京書籍）, 速読英単語　入門編（Z会出版）, 英語速読演習
Mileage Reader 4（いいずな書店）他

担当教員 蒲地 祐子
到達目標
1. 「英文の構造」「段落の構成」「英文の論理展開」などを意識的に学習することで，まとまった英文を整理して理解することができる。
2. 速読演習やリスニング演習を通し，「読む」「聞く」ことの処理速度を上げ，能力を向上させることができる。
3. 教科書や単語帳の単語，イディオム表現を覚え，正確かつ適切に使用することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
「英文の構造」「段落の構成」「
英文の論理展開」などを意識しな
がら，まとまった英文を整理して
理解することができる。

まとまった英文を理解することが
できる。

「英文の構造」「段落の構成」「
英文の論理展開」などを意識的に
学習することなく，まとまった英
文を整理して理解することができ
ない。

評価項目2
速読演習やリスニング練習を通し
，「読む」「聞く」ことの処理速
度を上げ，能力を向上させること
ができる。

速読演習やリスニング練習を通し
，「読む」「聞く」ことの処理速
度を上げることができる。

速読演習やリスニング練習を通し
，「読む」「聞く」ことの処理速
度を上げられず，能力を向上させ
ることができない。

評価項目3
教科書や単語帳の単語，イディオ
ム表現を覚え，正確かつ適切に使
用することができる。

教科書や単語帳の単語，イディオ
ム表現を覚えることができる。

教科書や単語帳の単語，イディオ
ム表現を覚えることができず，正
確かつ適切に使用することができ
ない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要

英語４技能のうち，本授業では特に「読む」「聞く」を向上させる。
「読む」については，教科書の音読と精読を通して読解力の育成をはかるとともに，「英文の構造」「段落の構成」「
英文の論理展開」などを意識しながら教科書内容に関連した語彙や表現を習得することを目的とする。また速読演習を
通して，スキミング（文章全体を素早く読み通してその趣旨をつかむこと）およびスキャニング（ある特定の情報を探
しながら文章を読むこと）の能力を向上させる。
「聞く」については，リスニング演習を通し，理解する処理速度を高めるとともに，背景知識や文法知識を利用して聞
き取れなかった部分を正しく推測して補完できる能力の育成を目指す。

授業の進め方と授業内
容・方法

・毎回の授業
単語テスト（速読英単語　入門編），速読演習（Mileage Reader 4），教科書の音読および精読
・各単元が終了した次時の授業
単元末テスト，Workbookの提出

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概要説明, Lesson 1 Take a Shot or Not
2週 Lesson 1 Take a Shot or Not
3週 Lesson 1 Take a Shot or Not
4週 Lesson 2 Ethical Fashion
5週 Lesson 2 Ethical Fashion
6週 Lesson 2 Ethical Fashion
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 Lesson 3 Landfill Harmonic
10週 Lesson 3 Landfill Harmonic
11週 Lesson 3 Landfill Harmonic
12週 Lesson 4 Icons of Scotland
13週 Lesson 4 Icons of Scotland
14週 Lesson 4 Icons of Scotland
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 Lesson 5 Japan’s Secret Health Food
2週 Lesson 5 Japan’s Secret Health Food
3週 Lesson 5 Japan’s Secret Health Food
4週 Lesson 6 Vegetable Factories
5週 Lesson 6 Vegetable Factories
6週 Lesson 6 Vegetable Factories
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 Lesson 7 The Power of Color

- 53-



10週 Lesson 7 The Power of Color
11週 Lesson 7 The Power of Color

12週 Lesson 8 Miu and Mima, Friendly but Tough
Competitors

13週 Lesson 8 Miu and Mima, Friendly but Tough
Competitors

14週 Lesson 8 Miu and Mima, Friendly but Tough
Competitors

15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
定期試験 単語テスト 単元末テスト 提出物 出席 合計

総合評価割合 60 20 10 10 0 100
基礎的能力 60 20 10 10 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語表現Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0217 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材  Evergreen English Grammar 23 Lessons,  ALC Net Academy2（e-learning教材, 多読用図書（第2パソコン演習室
），その他

担当教員 上杉 裕子,Anthony Nepia
到達目標
１．1年時に理解した英文法項目を文法問題の中で適切に運用し、総復習し定着させる。
２．自分に適した多読用教材を選択し，その概要に把握しながら速読力および未知語の意味推測能力を向上させる。
３．ネイティブスピーカーによる英会話指導により、英語表現力、リスニング力を養う。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
理解した英文法項目を文法問題の
中で適切に運用することができる
。

理解した英文法項目を文法問題の
中で運用することができる。

理解した英文法項目を文法問題の
中で運用することができない。

評価項目2 理解した英文法を用いてリスニン
グ能力を大いに向上させる。

理解した英文法を用いてリスニン
グ能力を向上させる。

理解した英文法を用いてリスニン
グ能力を向上させることができな
い。

評価項目3
自分に適した多読用教材を選択し
，その概要に把握しながら速読力
および未知語の意味推測能力を向
上させる。

自分に適した多読用教材を選択し
，その概要に把握しながら速読力
もしくは未知語の意味推測能力を
向上させる。

多読用教材の概要に把握すること
ができない。速読力を向上させる
ことができない。未知語の意味を
正しく推測することができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要

１年「英語表現１」で学習した文法内容をもとに，問題演習をとおして，文法知識の運用能力向上を図る。
１年「英語表現１」で学習していない発展的な文法内容について，問題演習をとおして学習する。
１年「英語表現１」で学習した文法内容や１年「コミュニケーション英語１」で学習した語彙，語法を活用しながら
，ネイティブスピーカーの指導よりリスニング、スピーキングにかかわる諸活動を行う。
e-learningにより文法復習を行う。
自らに適した多読図書を選択し，興味や関心を持って多読活動を行うとともに，速読力の向上や未知語の意味推測能力
向上を図る。

授業の進め方と授業内
容・方法

演習を基本とするため，授業への積極的な参加を要求する。
毎回の授業の進め方は以下のとおりである。
・昨年の英語表現の授業で学習した内容を定着させるための確認小テスト（Evergreen English Grammra 23より出題
）　　
・文法演習ALC Net Academy 2（前期のみ）　　
・多読活動　
・ネイティブスピーカーによるスピーキング、リスニング活動

注意点
オールイングリッシュで行う授業である。小テストにより1年時の文法事項を定着させる。e-learningにより文法復習を
する。多読を通して、英文に触れ、リーディング力を向上させる。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概要説明 1年間の授業形態、小テスト予定、学習の心構えについて説
明する。

2週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

3週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

4週
小テスト
多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

5週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

6週
小テスト
多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

7週 中間試験

8週
答案返却・解答説明
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

9週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

10週
小テスト
多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動
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11週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

12週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

13週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

14週
小テスト
多読活動
リスニング・スピーキング活動

15週 期末試験

16週 答案返却，解説
リスニング・スピーキング活動

後期

1週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

2週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

3週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

4週 小テスト
リスニング・スピーキング活動

5週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

6週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

7週
小テスト
多読活動
リスニング・スピーキング活動

8週 中間試験

9週 答案返却・解説
リスニング・スピーキング活動

10週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

11週
小テスト
多読活動
リスニング・スピーキング活動

12週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

13週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

14週
小テスト
多読活動
リスニング・スピーキング活動

15週 学年末試験

16週 答案返却，解説
リスニング・スピーキング活動

評価割合
定期試験 小テスト 多読 クラス貢献度 英会話 合計

総合評価割合 40 20 10 10 20 100
基礎的能力 40 20 10 10 20 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 機械設計概論
科目基礎情報
科目番号 0218 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 配布資料
担当教員 上寺 哲也
到達目標
１．作図法の習得
２．設計に於ける単位・表面粗さ・公差等の理解
３．機械要素の基礎的な知識の習得
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

作図法の習得 適切に作図法の選択および作図が
できる 作図法の選択および作図ができる 作図法の選択および作図ができな

い
設計に於ける単位・表面粗さ・公
差等の理解

設計に於ける単位・表面粗さ・公
差等を適切に理解できる

設計に於ける単位・表面粗さ・公
差等を理解できる

設計に於ける単位・表面粗さ・公
差等が理解できない

機械要素の基礎的な知識の習得 機械要素の基礎的な知識を適切に
理解できる

機械要素の基礎的な知識を理解で
きる

機械要素の基礎的な知識を理解で
きない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
機械製図に必要な作図法や機械要素の機能および構造を学び，それらの適切な使用方法を習得することにより，将来設
計業務を行う上で十分活用できる力を身につける．特に，機械要素，締結機械要素，軸受などの基礎的事項について学
習する．本授業は就職に関連する.

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする．

注意点 解らないところや疑問点があれば質問に来て，解らないところや疑問点をなくして欲しい．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 緒論，製図基礎
2週 平面図法
3週 投影法
4週 断面法
5週 断面法
6週 補助投影法・特殊表示法
7週 特殊表示法・寸法記入
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 特殊な寸法記入
11週 溶接
12週 公差・はめ合い
13週 軸受け基礎
14週 歯車基礎
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 ノート 態度 レポート 合計

総合評価割合 70 10 10 10 100
基礎的能力 10 0 0 0 10
専門的能力 60 10 10 10 90
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 機械設計製図
科目基礎情報
科目番号 0219 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 吉沢武男編著「新編ＪＩＳ機械製図」（森北出版）
担当教員 西坂 強
到達目標
１．スケッチ計測を行い，スケッチ方法の説明が出来ること．
２．製作図の作成を行い，設計製図法の説明が出来ること．
３．機構や構造の説明が出来ること．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 スケッチ計測・方法の説明が適切
に出来る

スケッチ計測・方法の説明が出来
る

スケッチ計測・方法の説明が出来
ない

評価項目2 製作図の作成・設計製図法の説明
が適切に出来ること

製作図の作成・設計製図法の説明
が出来ること

製作図の作成・設計製図法の説明
が出来ない

評価項目3 機構や構造の説明が適切に出来る
こと 機構や構造の説明が出来ること 機構や構造の説明が出来ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 　機械技術者は図面を描き，あるいは図面を読み取って物づくりを行う．本機械設計製図では，横万力等，１学年の設

計製図よりも複雑な形状を有する題材を用いて，図面を描く能力を育成する．
授業の進め方と授業内
容・方法 スケッチを行って機構や構造などを理解した上で，定められた期間内でトレースする．

注意点 　１学年で学んだ設計製図や図学を基礎として，さらに複雑な形状の設計製図に取り組む．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 スケッチの練習１/製作図作成 スケッチの基礎
2週 スケッチの練習１/製作図作成 スケッチの基礎

3週 スケッチの練習１/製作図作成
スケッチ/製作図の提出 スケッチの基礎

4週 スケッチの練習2/製作図作成 スケッチの基礎
5週 スケッチの練習2/製作図作成 スケッチの基礎

6週 スケッチの練習2/製作図作成
スケッチ/製作図の提出 スケッチの基礎

7週 機械部品のスケッチ1/製作図作成 機械部品のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成
8週 機械部品のスケッチ1/製作図作成 機械部品のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成
9週 機械部品のスケッチ1/製作図作成 機械部品のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成
10週 機械部品のスケッチ1/製作図作成 機械部品のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

11週 機械部品のスケッチ1/製作図作成
スケッチ/製作図の提出 機械部品のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

12週 機械部品のスケッチ2/製作図作成 機械部品のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成
13週 機械部品のスケッチ2/製作図作成 機械部品のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成
14週 機械部品のスケッチ2/製作図作成 機械部品のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成
15週 機械部品のスケッチ2/製作図作成 機械部品のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

16週 機械部品のスケッチ2/製作図作成
スケッチ/製作図の提出 機械部品のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

後期

1週 横万力スケッチ　部品1 横万力のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

2週 横万力スケッチ　部品1
スケッチ図提出 横万力のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

3週 横万力スケッチ　部品2 横万力のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

4週 横万力スケッチ　部品2
スケッチ図提出 横万力のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

5週 横万力スケッチ　部品3 横万力のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

6週 横万力スケッチ　部品3
スケッチ図提出 横万力のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

7週 横万力スケッチ　組立 横万力のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

8週 横万力スケッチ　組立
スケッチ図提出 横万力のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

9週 横万力製作図　部品1 横万力のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

10週 横万力製作図　部品1
製作図提出 横万力のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

11週 横万力製作図　部品2 横万力のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

12週 横万力製作図　部品2
製作図提出 横万力のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成
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13週 横万力製作図　部品3 横万力のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

14週 横万力製作図　部品3
製作図提出 横万力のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

15週 横万力製作図　組立 横万力のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

16週 横万力製作図　組立
製作図提出 横万力のスケッチ計測/スケッチ・製作図作成

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 10 90 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 5 45 0 50
分野横断的能力 0 0 0 5 45 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 工作実習
科目基礎情報
科目番号 0220 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 実習 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 機械工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 プリント等
担当教員 上寺 哲也
到達目標
1．アーク溶接およびイナートガスアーク溶接の基本的事項を理解し，基本的操作ができること。
2．普通旋盤による円筒ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞの製作方法およびホブ盤による平歯車の切削方法を理解し，基本的操作ができること。
3．フライス盤の基本的事項を理解し，基本的操作ができること。
4．マシニングセンタおよびワイヤ放電加工機の基本的事項を理解し，基本的操作ができること。
5．マイコン制御の基本的事項を理解し，基礎的なプログラミングができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
アーク溶接およびイナートガスア
ーク溶接の基本的事項を理解し
，基本的操作がより良くできるこ
と。

アーク溶接およびイナートガスア
ーク溶接の基本的事項を理解し
，基本的操作ができること。

アーク溶接およびイナートガスア
ーク溶接の基本的事項を理解でき
ず，基本的操作ができないこと。

評価項目2
普通旋盤による円筒ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞの
製作方法およびホブ盤による平歯
車の切削方法を理解し，基本的操
作がより良くできること。

普通旋盤による円筒ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞの
製作方法およびホブ盤による平歯
車の切削方法を理解し，基本的操
作ができること。

普通旋盤による円筒ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞの
製作方法およびホブ盤による平歯
車の切削方法を理解できず，基本
的操作ができないこと。

評価項目3
フライス盤の基本的事項を理解し
，基本的操作がより良くできるこ
と。

フライス盤の基本的事項を理解し
，基本的操作ができること。

フライス盤の基本的事項を理解で
きず，基本的操作ができないこと
。

評価項目4
マシニングセンタおよびワイヤ放
電加工機の基本的事項を理解し
，基本的操作がより良くできるこ
と。

マシニングセンタおよびワイヤ放
電加工機の基本的事項を理解し
，基本的操作ができること。

マシニングセンタおよびワイヤ放
電加工機の基本的事項を理解でき
ず，基本的操作ができないこと。

評価項目5
マイコン制御の基本的事項を理解
し，基礎的なプログラミングがよ
り良くできること。

マイコン制御の基本的事項を理解
し，基礎的なプログラミングがで
きること。

マイコン制御の基本的事項を理解
できず，基礎的なプログラミング
ができないこと。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
機械工作における各種工作機械・溶接機器・測定器・作業工具・制御機器等の原理・基本的操作方法などを習得するこ
とを目的として，溶接，機械加工Ⅰ，機械加工Ⅱ，機械制御，NC工作機械のショップに分かれて実習を行う。本実習は
就職に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 ５班に分かれ，６週ごとにショップを交代する。

注意点 誤った機械操作をしたり，気を抜いたりして作業をすると大怪我をすることがあるので，安全に注意し，集中して授業
に臨むこと。また，わからないことがあれば，そのままにせず，質問すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 （班により，順序は異なる。）溶接法 ①アーク溶接（Ⅰ形
突合せ（薄板），Ⅴ形突合せ（厚板））　②ｲﾅｰﾄｶﾞｽｱｰｸ溶

アーク溶接およびイナートガスアーク溶接の基本的事項を
理解し，基本的操作ができること。

2週 溶接法 ①アーク溶接（Ⅰ形突合せ（薄板），Ⅴ形突合せ
（厚板））　②ｲﾅｰﾄｶﾞｽｱｰｸ溶接

アーク溶接およびイナートガスアーク溶接の基本的事項を
理解し，基本的操作ができること。

3週 溶接法 ①アーク溶接（Ⅰ形突合せ（薄板），Ⅴ形突合せ
（厚板））　②ｲﾅｰﾄｶﾞｽｱｰｸ溶

アーク溶接およびイナートガスアーク溶接の基本的事項を
理解し，基本的操作ができること。

4週 溶接法 ①アーク溶接（Ⅰ形突合せ（薄板），Ⅴ形突合せ
（厚板））　②ｲﾅｰﾄｶﾞｽｱｰｸ溶

アーク溶接およびイナートガスアーク溶接の基本的事項を
理解し，基本的操作ができること。

5週 溶接法 ①アーク溶接（Ⅰ形突合せ（薄板），Ⅴ形突合せ
（厚板））　②ｲﾅｰﾄｶﾞｽｱｰｸ溶

アーク溶接およびイナートガスアーク溶接の基本的事項を
理解し，基本的操作ができること。

6週 溶接法 ①アーク溶接（Ⅰ形突合せ（薄板），Ⅴ形突合せ
（厚板））　②ｲﾅｰﾄｶﾞｽｱｰｸ溶

アーク溶接およびイナートガスアーク溶接の基本的事項を
理解し，基本的操作ができること。

7週 機械加工Ⅰ(普通旋盤)　①円筒ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞの製作　②平歯
車の製作

普通旋盤による円筒ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞの製作方法およびホブ盤に
よる平歯車の切削方法を理解し，基本的操作ができること
。

8週 機械加工Ⅰ(普通旋盤)　①円筒ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞの製作　②平歯
車の製作

普通旋盤による円筒ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞの製作方法およびホブ盤に
よる平歯車の切削方法を理解し，基本的操作ができること
。

9週 機械加工Ⅰ(普通旋盤)　①円筒ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞの製作　②平歯
車の製作

普通旋盤による円筒ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞの製作方法およびホブ盤に
よる平歯車の切削方法を理解し，基本的操作ができること
。

10週 機械加工Ⅰ(普通旋盤)　①円筒ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞの製作　②平歯
車の製作

普通旋盤による円筒ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞの製作方法およびホブ盤に
よる平歯車の切削方法を理解し，基本的操作ができること
。

11週 機械加工Ⅰ(普通旋盤)　①円筒ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞの製作　②平歯
車の製作

普通旋盤による円筒ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞの製作方法およびホブ盤に
よる平歯車の切削方法を理解し，基本的操作ができること
。

12週 機械加工Ⅰ(普通旋盤)　①円筒ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞの製作　②平歯
車の製作

普通旋盤による円筒ﾌﾟﾗｸﾞｹﾞｰｼﾞの製作方法およびホブ盤に
よる平歯車の切削方法を理解し，基本的操作ができること
。
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13週 機械加工Ⅱ　フライス盤作業 フライス盤の基本的事項を理解し，基本的操作ができるこ
と。

14週 機械加工Ⅱ　フライス盤作業 フライス盤の基本的事項を理解し，基本的操作ができるこ
と。

15週 機械加工Ⅱ　フライス盤作業 フライス盤の基本的事項を理解し，基本的操作ができるこ
と。

16週

後期

1週 機械加工Ⅱ　フライス盤作業 フライス盤の基本的事項を理解し，基本的操作ができるこ
と。

2週 機械加工Ⅱ　フライス盤作業 フライス盤の基本的事項を理解し，基本的操作ができるこ
と。

3週 機械加工Ⅱ　フライス盤作業 フライス盤の基本的事項を理解し，基本的操作ができるこ
と。

4週 NC工作機械　①ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀの概要　②NCﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成　
③ﾜｲﾔ放電加工機の概要

マシニングセンタおよびワイヤ放電加工機の基本的事項を
理解し，基本的操作ができること。

5週 NC工作機械　①ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀの概要　②NCﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成　
③ﾜｲﾔ放電加工機の概要

マシニングセンタおよびワイヤ放電加工機の基本的事項を
理解し，基本的操作ができること。

6週 NC工作機械　①ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀの概要　②NCﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成　
③ﾜｲﾔ放電加工機の概要

マシニングセンタおよびワイヤ放電加工機の基本的事項を
理解し，基本的操作ができること。

7週 NC工作機械　①ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀの概要　②NCﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成　
③ﾜｲﾔ放電加工機の概要

マシニングセンタおよびワイヤ放電加工機の基本的事項を
理解し，基本的操作ができること。

8週 NC工作機械　①ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀの概要　②NCﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成　
③ﾜｲﾔ放電加工機の概要

マシニングセンタおよびワイヤ放電加工機の基本的事項を
理解し，基本的操作ができること。

9週 NC工作機械　①ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀの概要　②NCﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成　
③ﾜｲﾔ放電加工機の概要

マシニングセンタおよびワイヤ放電加工機の基本的事項を
理解し，基本的操作ができること。

10週 機械制御　①ﾏｲｺﾝ制御の基本　②ﾏｲｺﾝ制御のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　③ﾏｲ
ｺﾝ制御の応用

マイコン制御の基本的事項を理解し，基礎的なプログラミ
ングができること。

11週 機械制御　①ﾏｲｺﾝ制御の基本　②ﾏｲｺﾝ制御のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　③ﾏｲ
ｺﾝ制御の応用

マイコン制御の基本的事項を理解し，基礎的なプログラミ
ングができること。

12週 機械制御　①ﾏｲｺﾝ制御の基本　②ﾏｲｺﾝ制御のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　③ﾏｲ
ｺﾝ制御の応用

マイコン制御の基本的事項を理解し，基礎的なプログラミ
ングができること。

13週 機械制御　①ﾏｲｺﾝ制御の基本　②ﾏｲｺﾝ制御のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　③ﾏｲ
ｺﾝ制御の応用

マイコン制御の基本的事項を理解し，基礎的なプログラミ
ングができること。

14週 機械制御　①ﾏｲｺﾝ制御の基本　②ﾏｲｺﾝ制御のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　③ﾏｲ
ｺﾝ制御の応用

マイコン制御の基本的事項を理解し，基礎的なプログラミ
ングができること。

15週 機械制御　①ﾏｲｺﾝ制御の基本　②ﾏｲｺﾝ制御のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　③ﾏｲ
ｺﾝ制御の応用

マイコン制御の基本的事項を理解し，基礎的なプログラミ
ングができること。

16週
評価割合

取組状況 レポート・実習作品 合計
総合評価割合 40 60 100
基礎的能力 0 0 0
専門的能力 40 60 100
分野横断的能力 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 材料学
科目基礎情報
科目番号 0221 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 小原嗣朗著「基礎から学ぶ金属材料」（朝倉書店）
担当教員 西坂 強
到達目標
１．工業材料としての金属がどのように使用されているか説明出来ること。
２．金属の結晶構造と弾性変形，塑性変形について説明が出来ること。
３．金属の変態と合金の構造について説明が出来ること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
工業材料としての金属がどのよう
に使用されている説明を適切に出
来る

工業材料としての金属がどのよう
に使用されている説明が出来る

工業材料としての金属がどのよう
に使用されている説明が出来ない

評価項目2 金属の結晶構造と弾性変形，塑性
変形について説明が適切に出来る

金属の結晶構造と弾性変形，塑性
変形について説明が出来る

金属の結晶構造と弾性変形，塑性
変形について説明が出来ない

評価項目3 金属の変態と合金の構造について
説明が適切に出来る

金属の変態と合金の構造について
説明が出来る

金属の変態と合金の構造について
説明が出来ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
材料学（２学年～４学年）では，各種工業用材料の機械的・電気的・化学的特性を理解するとともに，適切な材料設計
能力を有する機械技術者を養成することを目的とする。２学年の材料学は金属材料の基礎を中心に学習する。本授業は
，就職，進学および資格取得に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。

注意点
材料学は材料力学や加工学の関連し，技術者として必要不可欠な学問であるため，十分な理解が必要とされる。したが
って，疑問点があれば，授業中またはオフィースアワーを利用して個別に質問することが大切である。材料技術は日々
進歩を遂げ，現在も材料開発が推進されている。このような材料学に興味をもち，積極的に材料学の基礎を学んでもら
いたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 講義 　工業材料としての金属 工業材料の基礎
2週 講義　金属材料，機能材料の特徴 工業材料の基礎
3週 講義　応力-ひずみ線図 工業材料の基礎
4週 講義　各種強度試験の特徴 工業材料の基礎
5週 講義　各種強度試験の特徴 工業材料の基礎
6週 講義　原子の構造 金属の結晶構造と変形
7週 講義　原子の結合 金属の結晶構造と変形
8週 中間試験 工業材料の基礎，金属の結晶構造
9週 講義　中間試験模範解答　　結晶の構造 金属の結晶構造と変形
10週 講義　金属・合金の結晶 金属の結晶構造と変形
11週 講義　加工硬化 金属の結晶構造と変形
12週 講義　弾性変形 金属の変態と合金の構造
13週 講義　塑性変形 金属の変態と合金の構造
14週 講義　転位，拡散 金属の変態と合金の構造
15週 期末試験 金属の結晶構造と変形，変態と合金の構造
16週 講義　期末試験模範解答 金属の結晶構造と変形，変態と合金の構造

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 90 0 0 10 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 45 0 0 5 0 0 50
分野横断的能力 45 0 0 5 0 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 加工学
科目基礎情報
科目番号 0222 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 田村　博著「溶融加工」（森北出版），プリント
担当教員 藤崎 康博,上寺 哲也
到達目標
１．機械製作法の分類について説明ができること．
２．鋳造法の概要及び鋳造法の種類について説明ができること．
３．各種鋳造法の原理・特徴について説明ができること．
４．粉末冶金法の概要・特徴について説明ができること．
５．溶接法の概要および溶接法の種類について説明ができること．
６．各種溶接法の原理・特徴について説明ができること．
７．溶接継手の種類・溶接記号・溶接欠陥について説明ができること．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 機械製作法の分類について説明が
的確にできること．

機械製作法の分類について説明が
できること．

機械製作法の分類について説明が
できない．

評価項目2 鋳造法の概要及び鋳造法の種類に
ついて説明が的確にできること．

鋳造法の概要及び鋳造法の種類に
ついて説明ができること．

鋳造法の概要及び鋳造法の種類に
ついて説明ができない．

評価項目3 各種鋳造法の原理・特徴について
説明が的確にできること．

各種鋳造法の原理・特徴について
説明ができること．

各種鋳造法の原理・特徴について
説明ができない．

評価項目4 粉末冶金法の概要・特徴について
説明が的確にできること．

粉末冶金法の概要・特徴について
説明ができること．

粉末冶金法の概要・特徴について
説明ができない．

評価項目5
溶接法の概要および溶接法の種類
について説明が的確にできること
．

溶接法の概要および溶接法の種類
について説明ができること．

溶接法の概要および溶接法の種類
について説明ができない．

評価項目6 各種溶接法の原理・特徴について
説明が的確にできること．

各種溶接法の原理・特徴について
説明ができること．

各種溶接法の原理・特徴について
説明ができない．

評価項目7
溶接継手の種類・溶接記号・溶接
欠陥について説明が的確にできる
こと．

溶接継手の種類・溶接記号・溶接
欠陥について説明ができること．

溶接継手の種類・溶接記号・溶接
欠陥について説明ができない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
加工学（2学年～4学年）では，各種工業製品の製作過程における加工原理および工学的根拠を理解し，適切な加工法を
計画する基本的能力を養うことを目的とする．2学年の加工学においては，溶融加工の基礎的事項について学習する．本
授業は，就職，進学および資格取得に関連する．

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする．試験は，定期試験以外に小テストを実施する．

注意点 加工学はものづくりの基本を学ぶ学問であり，熱意をもって学習に取り組んでもらいたい．質問がある場合には，積極
的に質問に来ること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 加工学（機械製作法）の全体像 機械製作法の分類，位置付けについて説明ができること．
2週 １．鋳造法 鋳造法の概要について説明ができること．
3週 １．鋳造法 金属の溶解法について説明ができること．

4週 １．鋳造法 砂型鋳造法、シェルモールド法、他について説明ができる
こと．

5週 １．鋳造法 金型鋳造法、インベストメント鋳造（ロストワックス）法
について説明ができること．

6週 １．鋳造法 鋳物設計（鋳造方案，鋳造欠陥、鋳物設計）について説明
ができること．

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明　２．粉末冶金 粉末冶金の概要について説明ができること．
9週 ３．溶接法 溶接法の概要について説明ができること．
10週 ３．溶接法 溶接継手の種類・溶接記号について説明ができること．
11週 ３．溶接法 融接（アーク溶接他）について説明ができること．
12週 ３．溶接法 圧接・ろう付法について説明ができること．

13週 ３．溶接法 溶接設計（溶接法の選択、継手の種類，溶接記号、欠陥
）説明ができること．

14週 ３．溶接法 溶接設計（溶接法の選択、継手の種類，溶接記号、欠陥
）について説明ができること．

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 小テスト 授業態度 合計

総合評価割合 70 20 10 100
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基礎的能力 0 0 0 0
専門的能力 70 20 10 100
分野横断的能力 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 機構学
科目基礎情報
科目番号 0223 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 自作テキスト
担当教員 山田 祐士
到達目標
１．機械運動に関する基本的事項についての説明ができる。
２．瞬間中心についての説明ができる。
３．機構の変位，速度，加速度の求め方などの説明ができる。
４．リンク装置の機構の分類と，各機構の運動を説明がきる。
５．カム装置の概要の説明ができる。
６．歯車に関する基本的事項についての説明ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 機械運動に関する基本的事項につ
いての説明が的確にできる。

機械運動に関する基本的事項につ
いての説明ができる。

機械運動に関する基本的事項につ
いての説明ができない。

評価項目2 瞬間中心についての説明が的確に
できる。

瞬間中心についての説明ができる
。

瞬間中心についての説明ができな
い。

評価項目3 機構の変位，速度，加速度の求め
方などの説明が的確にできる。

機構の変位，速度，加速度の求め
方などの説明ができる。

機構の変位，速度，加速度の求め
方などの説明ができない。

評価項目4 リンク装置の機構の分類と，各機
構の運動を説明が的確にできる。

リンク装置の機構の分類と，各機
構の運動を説明ができる。

リンク装置の機構の分類と，各機
構の運動を説明ができない。

評価項目5 カム装置の概要の説明が的確にで
きる。 カム装置の概要の説明ができる。 カム装置の概要の説明ができない

。

評価項目6 歯車に関する基本的事項について
の説明が的確にできる。

歯車に関する基本的事項について
の説明ができる。

歯車に関する基本的事項について
の説明ができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
機構学は機械の動きの原理を考究する学問であり，機械工学の基礎となる重要な科目である。授業では，機械設計に欠
かせない，機械要素の構成方法やそれらの基礎的な動作解析手法について学習する。本授業は，学力の向上に必要であ
る。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義及び演習を基本とする．必要により,小テストを実施し,課題レポートを課す．

注意点 講義中に生じた分からないところを残して，次の講義へ望むことの無いようにしてください．質問がある場合には，放
課後に教員室まで来てください．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 機械運動の基礎 機械運動に関する基本的事項についての説明ができる。
2週 機械運動の基礎 対偶の種類と特徴について説明できる。
3週 機械運動の基礎 種々の連鎖の自由度を計算できる。
4週 機構における運動学 瞬間中心についての説明ができる。
5週 機構における運動学 機構の変位，速度，加速度の求め方などの説明ができる。
6週 リンク機構 リンク装置の機構の分類と，各機構の運動を説明がきる。
7週 リンク機構 てこクランク機構などの仕組みを説明できる。
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明

10週 リンク機構 スライダークランク連鎖に基づいた各種機構の仕組みを説
明できる。

11週 リンク機構 その他の連鎖に基づいた各種機構の仕組みを説明できる。
12週 カム装置 カム装置の概要の説明ができる。
13週 カム装置 カムの種類と構造を理解でき, カム線図が描ける。
14週 転がり接触車・歯車 歯車に関する基本的事項についての説明ができる。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
定期試験 授業参画 合計

総合評価割合 70 30 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0
専門的能力 70 30 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代文
科目基礎情報
科目番号 0224 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『高等学校現代文B［改訂版］』（三省堂）　『ビジュアルカラー　国語便覧』（大修館書店）
担当教員 上芝 令子
到達目標
1．日本語で書かれた文章類（評論・小説・韻文）を正しく読解すること。
2．さまざまな文章にふれ、思索できる力や感性などを身につけること。
3．作品が書かれた時代、作家に関する知識を身につける。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
日本語で書かれた文章類（評論・
小説・短歌）を正しく読解するこ
とができる

日本語で書かれた文章類（評論・
小説・短歌）を読解することがで
きる

日本語で書かれた文章類（評論・
小説・短歌）を正しく読解するこ
とができない

評価項目2
さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
が適切にできる

さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
ができる

さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
ができない

評価項目3
作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることが適切に
できる

作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることができる

作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることができな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 二年生「現代文」の発展科目である。日本語で書かれた小説や詩歌、評論などを的確に読解する能力を養い、思考・表

現力を体得する。本授業は、読む力を通した多様な人間認識、人間力 の形成のために必要である。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。適宜課題提出も課す。定期テスト８割・平常点２割を基調として成績を出す。

注意点
積極的な授業参加を重視する。発想の幅を広げ、自由にものを見る思考のレッスンにより、教養の幅を広げていっても
らいたい。
授業態度を重視する。態度不良者はその都度減点対象とし、単位不認定に到ることがあるので注意すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス
2週 近代文学史⑴明治～大正 １⑴．近代文学史の教養を身につける。

3週 池内了「なぜ」に答えられない科学 ２．評論「なぜ」に答えられない科学
評論文における論理展開を理解する。

4週 池内了「なぜ」に答えられない科学
5週 池内了「なぜ」に答えられない科学

6週 鞦韆は～俳句十六句 ３⑴．俳句の鑑賞力を体得する。
俳句の世界に描かれた修辞、清新な感性をとらえる。

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明等
9週 近代文学史⑵大正～昭和 １⑵．近代文学史の教養を身につける。

10週 鞦韆は～俳句十六句 ３⑵．俳句の鑑賞力を体得する。
俳句の世界に描かれた修辞、清新な感性をとらえる。

11週 加藤周一「日本文化の雑種性」
４．評論「日本文化の雑種性」
評論文における論理展開を理解する。
筆者の主張している日本ならではの文化観を理解する。

12週 加藤周一「日本文化の雑種性」
13週 加藤周一「日本文化の雑種性」
14週 加藤周一「日本文化の雑種性」
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明等

後期

1週 近代文学史⑶昭和戦後～現代 １⑶．近代文学史の教養を身につける。

2週 石原吉郎「ある〈共生〉の体験から」
２．評論「ある〈共生〉の体験から」
評論文における論理展開を理解する。
今日生きているわれわれにとっての「戦争」「平和」の意
義について各自で思考をめぐらす。

3週 石原吉郎「ある〈共生〉の体験から」
4週 石原吉郎「ある〈共生〉の体験から」
5週 石原吉郎「ある〈共生〉の体験から」
6週 近代文学史⑷外国の文学者と名作 １⑷．外国文学史の教養を身につける。
7週 森鷗外の文学
8週 中間試験
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9週 森鷗外「舞姫」

3．小説「舞姫」
人物形象と事件の読解を通して主題を理解する。
作者に関する文学史的知識を身につける。
当時の社会状況を理解した上で、恋愛・生きることの意味
を考察する。

10週 森鷗外「舞姫」
11週 森鷗外「舞姫」
12週 森鷗外「舞姫」
13週 森鷗外「舞姫」
14週 森鷗外「舞姫」
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明等

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 10 10 0 100
基礎的能力 80 0 0 10 10 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代社会
科目基礎情報
科目番号 0225 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『最新現代社会　新訂版』実教出版
担当教員 小倉 亜紗美
到達目標
1．環境問題や生命倫理など、現代社会に特有の問題の本質を理解する
2．青年期の心理の特徴を理解する
3．宗教や哲学における人間観を理解し、これまでどのような生き方が望ましいとされてきたのかを考察する。
4．民主主義の本質を理解し、現代の日本の政治制度の構造を把握する。
5．人権や法の支配など、法律の基礎概念を理解する。
6．資本主義経済の特徴を理解し、労働者としての権利を理解する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
環境問題や生命倫理など、現代社
会に特有の問題の本質を詳細に理
解でき，青年期の心理の特徴を詳
細に理解できる

環境問題や生命倫理など、現代社
会に特有の問題の本質を理解でき
，青年期の心理の特徴を理解でき
る

環境問題や生命倫理など、現代社
会に特有の問題の本質を理解でき
ず，青年期の心理の特徴を理解で
きない

評価項目2
民主主義の本質を理解し、現代の
日本の政治制度の構造を把握する
ことが適切にできる

民主主義の本質を理解し、現代の
日本の政治制度の構造を把握する
ことができる

民主主義の本質を理解し、現代の
日本の政治制度の構造を把握する
ことができない

評価項目3
資本主義経済の特徴を詳細に理解
でき、また，労働者としての権利
を詳細に理解できる

資本主義経済の特徴を理解でき、
労働者としての権利を理解できる

資本主義経済の特徴を理解できず
，また、労働者としての権利を理
解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
現代社会が抱える様々な問題と我々の生活との関わりを理解することは、社会で活躍する人材にとって基礎的な能力と
言える。また、その問題に対し自らがどのように関わるのか、解決のためにはどのような能力を身に着ける必要がある
のかを考察することを通じ、当事者意識を持ち社会問題の解決に取り組むことのできる人材の育成を目指す。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を中心とするが、ニュースや新聞などを用いた時事問題の分析と討論もおこなう。

注意点
高専で学んだ知識を活かす社会人となるためには、高度な専門知識だけではなく、現代社会がどのように成り立ち、ど
のような問題が生じているのかを幅広く知ることが必要不可欠である。自分が学んだ知識や技術を、今後の社会でどの
ように活用していくべきなのか、自分が活躍するためには今後どのような能力を身に着けるべきなのか自発的に考えて
もらいたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
イントロダクション
私たちの生きる社会①
地球環境問題、資源･エネルギー問題

地球環境や資源･エネルギー問題について理解する

2週 私たちの生きる社会②
科学技術の発展と生命、情報化と生活 科学技術の発展の影響について理解する

3週 現代社会と青年の生き方 現代社会における政権木の特質について理解する
4週 よりよく生きることを求めて 主要な哲学や宗教について理解する
5週 民主政治とは 民主政治の基本的な考え方を理解する
6週 日本国憲法の基本原理 憲法の基本原理について理解する
7週 中間試験
8週 平和主義と安全保障 平和主義の理念と安全保障の現実について理解する

9週 日本の政治機構①
国会と内閣 国会と内角の仕組みについて理解する

10週 日本の政治機構②
裁判と地方自治 裁判所と地方自治について理解する

11週 現代政治の特質と課題①
選挙のしくみと課題 選挙の仕組みについて理解する

12週 現代政治の特質と課題② 政党や世論について理解する

13週 現代社会と法①
法のはたらき 家族法や私法の原則について理解する

14週 現代社会と法②
社会生活と法、司法と人権 刑事裁判の基本について理解する

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 経済のしくみ①
経済社会の変容、市場経済のしくみ 資本主義経済の特質について理解する

2週 経済のしくみ②
国民所得、財政政策と金融政策 国民所得、財政政策、金融政策について理解する

3週 変化する日本経済①
戦後復興と経済成長 高度経済成長の原因と帰結について理解する

4週 変化する日本経済②
バブル後の日本経済、中小企業と農業 バブル経済後の日本経済の課題について理解する
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5週 豊かな生活の実現①
自律した消費者と労働者の権利 消費者や労働者の権利について理解する

6週 豊かな生活の実現②
社会保障の役割、環境保全 社会保障制度のしくみ、循環型社会について理解する

7週 国際政治のしくみ①
国際社会の特質、国際紛争 国家システムの成立、国際紛争の原因について理解する

8週 中間試験

9週 国際政治のしくみ②
国際連合と安全保障

国際連合の基本的しくみ、その安全保障の仕組みについて
理解する

10週 国際政治のしくみ③
冷戦とその後、軍縮の取り組み 冷戦とその後の国際社会、軍縮のしくみについて理解する

11週 国際経済のしくみ①
貿易と国際分業 自由貿易と保護貿易、国際収支などについて理解する

12週 国際経済のしくみ②
グローバル化する経済 国際経済の変容について理解する

13週 国際社会の現状と課題①
地域統合の進展、変容する世界経済 ＥＵなど地域統合の動向について理解する

14週 国際社会の現状と課題②
地域紛争と難民問題 地域紛争や難民問題などについて理解する

15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 地理
科目基礎情報
科目番号 0226 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 『地理Ａ』（東京書籍）、『新高等地図』（東京書籍）
担当教員 古屋 辰郎
到達目標
・地理の適切な表現・読図法・利用法を習得する。
・自然環境が成り立つ仕組みを理解し、説明できるようになる。
・経済活動を通じたグローバルな地域の結びつきを理解し、説明できるようになる。
・日本および諸外国の環境と人々の生活について理解し、説明できるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
地理の適切な表現・読図法・利用
法を理解し、説明できるようにな
る。

地図の適切な表現・読図法・利用
法を理解できるようになる。

地図の適切な表現・読図法・利用
法を理解・説明できない。

評価項目2 自然環境が成り立つ仕組みを理解
し、説明できるようになる。

自然環境が成り立つ仕組みを理解
できるようになる。

自然環境が成り立つ仕組みを理解
・説明できない。

評価項目3
経済活動を通じたグローバルな地
域の結びつきを理香氏、説明でき
るようになる。

経済活動を通じたグローバルな地
域の結びつきを理解し、説明でき
ようになる。

経済活動を通じたグローバルな地
域の結びつきを理解・説明できな
い。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 ①地理（とりわけ系統地理）の基本的事項を理解する。②自然環境の成り立ちについて理解する。③経済・社会的側面

から「グローバル・ローカル」に見られる異なるスケール間の相互作用を理解する。
授業の進め方と授業内
容・方法

基本的に講義形式でおこないます。教科書のみならず、自作プリントやスライドを用いて、視覚的に理解させることに
努めます。板書も併用します。

注意点 適宜小レポート課題を出します。地理を学習する上で、視覚的に理解することが重要です。教科書のみならず、地図帳
・資料集を活用してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 地図表現・地図の利用 地図の適切な表現・読図法・利用法を習得する
2週 人口から見る地域とその結びつき 人口事象を地理的にとらえる
3週 地形環境① 大地形の基礎知識について理解する
4週 地形環境② 小地形の基礎知識について理解する
5週 気候 気候とその地理的特徴について理解する
6週 農産物と農業地域 農産物・農業の地理的特徴について理解する
7週 中間試験
8週 工業の地理的分散と地理的集中 工業活動のグローバルな結びつきを理解する
9週 産業立地 産業立地に関する基礎的事項について理解する
10週 イノベーションと地理 イノベーションと地理の関係について理解する

11週 情報化時代の流通システムと小売業 流通・小売りを通じて、情報化が地域社会にもたらす影響
を理解する

12週 消費・観光 消費・観光の地理的特徴を理解する
13週 グローバル化における都市 グローバル化における都市の変化について理解する
14週 グローバル化における農村 グローバル化における農村の変化について理解する
15週 期末試験
16週 答案返却・解答解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 線形代数Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0227 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 高遠節夫他「新線形代数」（大日本図書）
担当教員 影山 優
到達目標
１．線形変換, 表現行列の意味を理解し, 求められること。
２．固有値を求めることができ, それを用いて行列の対角化ができること。
３．行列の対角化を用いて，２次形式の標準形を求めたり, 行列のべき乗計算ができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
固有値を用いて行線形変換, 表現行
列の意味を理解し, 求めることが適
切にできる

線形変換, 表現行列の意味を理解し
, 求めることができる

線形変換, 表現行列の意味を理解し
, 求めることができない

評価項目2 固有値を求めることで, 行列の対角
化が適切にできる

固有値を求めることで, 行列の対角
化ができる

固有値を求めることで, 行列の対角
化ができない

評価項目3
行列の対角化を用いて，２次形式
の標準形を求めたり, 行列のべき乗
計算が適切にできる

行列の対角化を用いて，２次形式
の標準形を求めたり, 行列のべき乗
計算ができる

行列の対角化を用いて，２次形式
の標準形を求めたり, 行列のべき乗
計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 専門科目を学ぶ上で必要な行列の理論である「線形変換」、「固有値」、「対角化」について学習する。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜、小テストや課題レポートを課す。

注意点
例えば構造計算やコンピュータグラフィックスの基礎は線形代数にあるように、工学や科学を学ぶ上で重要な科目です
。授業は集中して聞くことはもちろんですが、実際に自分で解いてみることが大切です。疑問点は早めに質問して、分
からないところを残さないように努力しましょう。質問は随時受け付けます。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 線形変換の定義，性質 線形変換の定義が理解できる。
2週 線形変換の定義，性質 線形変換の性質を用いた計算ができる。
3週 線形変換の合成，逆変換 合成変換を用いた計算ができる。
4週 線形変換の合成，逆変換 逆変換を用いた計算ができる。
5週 さまざまな線形変換 回転を表す線形変換を用いた計算ができる。
6週 さまざまな線形変換 直交行列・直交変換の性質を理解できる。
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 固有値・固有ベクトル 固有値・固有ベクトルの定義，性質を理解できる。
10週 行列の対角化 固有方程式を解くことができる。
11週 行列の対角化 行列の対角化，対角化行列を計算することができる。
12週 対称行列の対角化 対角化可能の条件について理解し、応用することができる
13週 対角化の応用 対角化を用いて、２次形式の標準形を求められる。
14週 対角化の応用 行列のべき乗計算、微分方程式への応用ができる。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 微分積分Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0228 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 「新微分積分Ⅰ」（大日本図書）p.127～，「新微分積分Ⅱ」（大日本図書）p.1-93
担当教員 川勝 望
到達目標
１．媒介変数表示・極座標による図形が説明できて，その面積や曲線の長さが計算できること
２．関数のマクローリン展開ができること
３．2変数関数の偏微分が計算できて，その応用である接平面の方程式や極大・極小問題が解けること
４．2重積分の定義を理解し，累次積分になおして計算ができるようになること
５．２重積分を極座標などに変数変換をして計算ができるようになること
６．２重積分を用いて基本的な立体の体積を計算できるようになること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 媒介変数表示・極座標による図形
が説明，計算が適切にできる

媒介変数表示・極座標による図形
が説明，計算ができる

媒介変数表示・極座標による図形
が説明，計算ができない

評価項目2 2変数関数の偏微分の計算が適切に
できる 2変数関数の偏微分の計算ができる 2変数関数の偏微分の計算ができな

い
評価項目3 2重積分の計算が適切にできる 2重積分の計算ができる 2重積分の計算ができない
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 2年次で学習した「微分積分Ⅰ」を基礎にして，微分積分の発展的な内容を学ぶ。主に２変数関数の偏微分，重積分とそ

れらの応用について学習する。本授業では学力を身につけることができる。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし，適宜，課題レポートや休暇明けテストなどを課す。

注意点
微分積分学は工業技術者にとって大変重要な科目ですから，十分理解するように努力してください。そのために自分で
実際に数多くの問題を解いて基本的な計算力を身につけることも肝心です。また，わからないことがあった場合はどん
どん質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 媒介変数表示による図形の面積・曲線の長さ 図形の面積・曲線の長さ
2週 極座標による図形の面積・曲線の長さ 図形の面積・曲線の長さ
3週 広義積分 広義積分
4週 多項式による近似 多項式による近似
5週 数列の極限 数列の極限
6週 級数 級数の計算
7週 中間試験
8週 べき級数とマクローリン展開 関数のマクローリン展開
9週 べき級数とマクローリン展開 オイラーの公式
10週 偏微分法 2変数関数の連続性・偏微分
11週 偏微分法 接平面
12週 偏微分法の応用 合成関数の偏微分法・高次偏導関数
13週 偏微分法の応用 2変数関数の多項式による近似
14週 偏微分法の応用 極大・極小
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 偏微分法の応用・陰関数の微分法 陰関数の微分法
2週 条件付き極値 条件付き極値問題
3週 包絡線 包絡線
4週 2重積分 2重積分の定義・性質
5週 2重積分 2重積分の定義・性質
6週 2重積分の計算 2重積分の計算
7週 2重積分の計算 2重積分の計算
8週 中間試験
9週 極座標による2重積分 極座標による2重積分
10週 極座標による2重積分 極座標による2重積分
11週 変数変換による2重積分 変数変換による2重積分
12週 広義積分 広義積分
13週 2重積分のいろいろな応用 体積，曲面積
14週 2重積分のいろいろな応用 重心
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明
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評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 75 0 0 0 25 0 100
基礎的能力 75 0 0 0 25 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 微分方程式
科目基礎情報
科目番号 0229 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 高遠節夫他「新微分積分Ⅱ」（大日本図書）
担当教員 影山 優
到達目標
１．微分方程式の意味が理解できること
２．１階微分方程式が解けること
３．２階線形微分方程式が解けること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 微分方程式の意味が適切に理解で
きる 微分方程式の意味が理解できる 微分方程式の意味が理解できない

評価項目2 １階微分方程式を適切に解くこと
ができる

１階微分方程式を解くことができ
る

１階微分方程式を解くことができ
ない

評価項目3 ２階線形微分方程式を適切に解く
ことができる

２階線形微分方程式を解くことが
できる

２階線形微分方程式を解くことが
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 専門科目を学ぶ上で必要な科目の応用として「微分方程式の解法」を学習する
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし，プリント課題などを実施する。

注意点 学習方法としては予習・復習を行い。実際に自分で問題を解いてみることが大切である。
授業では「聞く態度，学習集中力，主体的な問題解決」を目指す。不明な点など質問は随時受け付ける。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 微分方程式の意味 微分方程式の意味，解曲線を理解できる
2週 微分方程式の解 一般解，特殊解，特異解，初期条件について理解できる
3週 1階微分方程式の解法 変数分離形の微分方程式が解ける
4週 1階微分方程式の解法 同次形の微分方程式が解ける
5週 1階微分方程式の解法 １階線形微分方程式が解ける
6週 1階微分方程式の解法 定数変化法を理解し、これを用いて微分方程式が解ける
7週 1階微分方程式の応用 雨滴の運動、電気回路などへの応用問題が解ける
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 2階線形微分方程式 関数の線形独立・線形従属を理解できる
11週 定数係数線形微分方程式 ロンスキアン・特性方程式などを理解できる
12週 定数係数非斉次線形微分方程式 定数係数（非）斉次線形微分方程式が解ける

13週 いろいろな線形微分方程式 連立微分方程式・定数係数でない線形微分方程式などが解
ける

14週 線形でない2階微分方程式 線形でない２階微分方程式の解法が理解できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 化学
科目基礎情報
科目番号 0230 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 竹内敬人他「 化学」（東京書籍）、竹内敬人他「ダイナミックワイド 図説化学」（東京書籍）
担当教員 大山 晴香
到達目標
1. 有機化合物の構造と性質について理解し、分子式と構造式が書けるようになること。
2. 有機化合物の分子式を求める計算ができること。
3. 有機化合物と官能基の化学的性質について理解し、化学反応式が書けるようになること。
4. ヨウ素価及びケン価の計算ができること。
5. ベンゼン環の構造と芳香族化合物の性質について理解すること。
6. 芳香族化合物の反応性について理解し、化学反応式が書けるようになること。
7. 合成高分子の分子構造と化学的、物理的性質について理解すること。
8. 天然高分子や生体高分子の分子構造、機能や性質について理解すること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
有機化合物の構造と性質について
理解し、分子式と構造式が書け
，計算が適切にできる

有機化合物の構造と性質について
理解し、分子式と構造式が書け
，計算ができる

有機化合物の構造と性質について
理解し、分子式と構造式が書け
，計算ができない

評価項目2 ベンゼン環の構造と芳香族化合物
の性質について適切に理解できる

ベンゼン環の構造と芳香族化合物
の性質について理解できる

ベンゼン環の構造と芳香族化合物
の性質について理解できない

評価項目3 高分子の分子構造と化学的、物理
的性質について適切に理解できる

高分子の分子構造と化学的、物理
的性質について理解できる

高分子の分子構造と化学的、物理
的性質について理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　我々の生活では天然に存在する有機化合物だけでなく、新しい材料を人工的に合成し利用している。そのため、我々
の身の回りにあるこれらの物質の生成方法及び化学的・物理的性質について理解することは多種多様な材料を利用した
り新たに合成する上で重要な意味を持つ。本授業は、様々な材料に関する基礎的知識とそれを生かすことのできる能力
を養うと共に、進学等に関連し，学力向上を身につけることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 講議及び演習を基本とし、学習内容に沿った実験を行う。実験は個人あるいはグループ実験を行う。

注意点 教科書の問や演習問題は必ず自分で解くこと。わからないことは溜め込まないで、すぐに解決しておくこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 有機化合物 1. 有機化合物の構造と特徴

2週 有機化合物
2. 脂肪族炭化水素
　 飽和炭化水素
   不飽和炭化水素

3週 有機化合物
4週 有機化合物

5週 有機化合物 3. 酸素を含む脂肪族化合物
   アルコール、エーテル、カルボン酸、エステルなど

6週 有機化合物
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 有機化合物
4. 芳香族化合物
　 酸素を含む芳香族化合物
　 窒素を含む芳香族化合物

10週 有機化合物

11週 高分子化合物 5. 合成高分子化合物

12週 高分子化合物 6. 天然高分子化合物
　 糖類、たんぱく質、核酸

13週 高分子化合物
14週 高分子化合物
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 体育
科目基礎情報
科目番号 0231 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 実技 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 渡邊 英幸
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．ソフトテニスの基礎技能をゲームで生かすことができる。
3．ソフトテニスのゲームを企画・運営ができる。
4．サッカーの個人的技能をゲームで生かすことができる。
5．サッカーの集団的技能をゲームで生かすことができる
6．サッカーのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 ソフトテニスの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

ソフトテニスの技能をゲームで生
かすことができる

ソフトテニスの技能をゲームで生
かすことができない

評価項目3 サッカーの技能をゲームで生かす
ことが適切にできる

サッカーの技能をゲームで生かす
ことができる

サッカーの技能をゲームで生かす
ことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ，運動能力を高
める自己診断資料とする。技能や経験こ応じてチーム編成をし，チームの役割を自覚し，自主的・計画的に練習やゲー
ムを行う。また，ルールを守り全力でプレーし，審判の判定に従い，勝敗に対して公正な態度がとれるようにする。場
所の安全を確かめ，健康・安全に留意して，練習やゲームができるようにする。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション・新体カテスト
1．新体カテスト
新体カテストの測定項目を理解し、正しい測定を実施でき
る
自らの得点を集計し、自己評価できる

2週 新体カテスト
3週 新体カテスト

4週 集団行動・体育祭の種目
2．体育祭種目
体育祭種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実施で
きる

5週 集団行動・体育祭の種目

6週 ソフトテニス

3．ソフトテニス
ルールー審判方法・ゲーム方法の説明．班編成
基礎技能（グランド・ストローク，ボレー，スマッシュ
．ロビング，サービス，サーブレシーブ）を修得し、試合
で実践できる

7週 ソフトテニス
8週 ソフトテニス
9週 ソフトテニス
10週 ソフトテニス
11週 ソフトテニス
12週 ソフトテニス
13週 ソフトテニス
14週 ソフトテニス・スキルテスト
15週 ソフトテニス・スキルテスト
16週 ソフトテニス・スキルテスト

後期

1週 球技大会の種目
4．球技大会種目の練習
球技大会の種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実
施できる

2週 球技大会の種目

3週 サッカー

5．サッカー
ルール・審判方法・ゲーム方法の説明，班編成，個人的技
能（キック，ドリブル，トラッピング，シュートヘディン
グ，スローイン）を修得をし、試合で実践できる
集団的技能（攻撃・守備フォーメーション）を修得
し、試合で実践できる

4週 サッカー
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5週 サッカー
6週 サッカー
7週 サッカー
8週 サッカー
9週 サッカー
10週 サッカー
11週 サッカー
12週 サッカー

13週 持久走 6．持久走
長距離走の特性を理解し、駅伝大会で実践できる

14週 サッカー・スキルテスト
15週 サッカー・スキルテスト
16週 サッカー・スキルテスト

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワーク
科目基礎情報
科目番号 0232 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント等
担当教員 林 和彦
到達目標
1. 1年生においては、高専で学ぶ専門科目の概要を把握し、確固とした目標を持ち、技術者像を明確にイメージする。
2. コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について、2年生においては認識し、3年生におい
ては理解し、4,5年生においては活用することができる．
3. 主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力に
ついて、2年生においてはその必要性を認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては必要に応じて発揮できる．
4. 創成能力やエンジニアリングデザイン能力を2年生においては認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては活用することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない

評価項目2

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用が適切にできる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができない

評価項目3
創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用が適切にでき
る

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができる

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点
在学期間中に同じテーマは最長で2年間まで選択できますが、可能な限り多くのテーマに取り組む方が学習効果が上がり
ます。また、テーマによっては1回だけ選択できるテーマもありますので、担当教員に確認して下さい。テーマ内容につ
いては、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。（※）テーマによっては、中間試験および期末試
験および学年末試験を行う．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

2週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

3週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

4週 チーム編成，個別ガイダンス 各テーマごとに分かれて，課題設定と課題解決プロセスを
理解する。

5週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

6週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表
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14週 レポート作成と活動内容の振り返り レポート作成：発表会後，活動成果としてレポートを作成
する．

15週 期末試験（※）

16週 レポート提出と後期の活動のための計画立案
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

後期

1週 活動内容の目標の確認
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

2週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

3週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

4週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

5週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

6週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

7週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

8週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表

14週 振り返りとレポート作成 レポート作成：後期は1年間の活動内容を総括してレポート
を作成する．

15週 学年末試験（※）
16週 レポート提出

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 20 30 0 50
分野横断的能力 0 0 0 20 30 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 コミュニケーション英語Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0233 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材
森沢洋介『どんどん話すための瞬間英作文トレーニング』（ベレ出版），北山長貴ほか『Start-up Course for the
TOEIC L&R Test (Revised Edition)』，Mark D. Stafford ほか『Shaping Modern Japan: Key Events of the Last
60 Years』

担当教員 蒲地 祐子
到達目標
1. 学習する文法事項を理解し、英語で書かれた文の意味を的確に把握することができること
2. 学習する英語表現を瞬間的に正確な発音で発話できるようになること
3. TOEICテストの基本的文法問題に対応できるようになること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安(優) 標準的な到達レベルの目安(良) 未到達レベルの目安(不可)

評価項目1
学習する文法事項を正確に理解し
、英語で書かれた文の意味を的確
に把握することができる

学習する文法事項を理解し、英語
で書かれた文の意味を大まかに把
握することができる

学習する文法事項を理解し、英語
で書かれた文の意味を的確に把握
することができない

評価項目2 学習する英語表現を瞬間的に正確
な発音で発話できる

学習する英語表現を瞬間的にほぼ
正確な発音で発話できる

学習する英語表現を瞬間的に正確
な発音で発話できない

評価項目3 TOEICテストの基本的文法問題に
適切に対応できる

TOEICテストの基本的文法問題に
対応できる

TOEICテストの基本的文法問題に
適切対応できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要

テキストの演習により，中学からこれまでに学んだ英語の基礎を定着させ，会話やTOEICなどの資格試験で使えるよう
になるためのトレーニングを行う。前期は，TOEICテキストを用いて，編入学試験対策の基礎ともなる文法力の向上を
図ると共に、基本的なリスニング能力を強化する。後期は長文読解を通じてTOEICテストのリーディング・セクション
の得点向上を図ることができるよう、読解のトレーニングを行う。本授業は就職と進学に関連し，コミュニケーション
力を高めることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習を基本とする。

注意点

授業にはテキスト・辞書を必ず持参すること。授業内活動に加えて自主学習をしっかり行えば，英語力は伸びます。授
業外での学習を前提に授業を行うので，怠らないこと。疑問点は遠慮無く質問してください。

【カリキュラムの中での位置づけ】
1～2学年の英語関連科目で学んだ語彙・文法事項を基礎に，さらに英語力を伸ばすための科目。
【先行して理解する必要のある科目】
コミュニケーション英語I, II，英語表現I, II
【同時に学ぶ科目】
英語表現II
【ＥＳＤとの関連 （教育目標）】
（ESD1）
テキストの演習を通して，英語でのコミュニケーション能力を高めることで，他文化の人々と協力して行動するための
素養を身につける。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 イントロダクション
ＴＯＥＩＣテキスト　Unit1

トピック：交通と情報案内
文法事項：時制，進行形

2週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit２ トピック：指示と説明
文法事項：完了形，態

3週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit3 トピック：飲食
文法事項：文の構造

4週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit4 トピック：ビジネス
文法事項：該当無

5週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit5 トピック：通信・コミュニケーション
文法事項：形容詞，限定詞

6週 英作文トレーニング中間テスト
7週 中間試験（TOEIC形式問題）

8週 答案返却・解答説明
ＴＯＥＩＣテキスト　Unit6

トピック：社交
文法事項：準動詞

9週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit7 トピック：招待・案内
文法事項：副詞，法助動詞

10週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit8 トピック：医療・保険
文法事項：該当無

11週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit9 トピック：文化・娯楽
文法事項：仮定法

12週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit10 トピック：買い物
文法事項：接続詞，分詞構文

13週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit1１ トピック：運動・フィットネス
文法事項：完了形，完了進行形

14週 英作文トレーニング期末テスト
15週 期末試験（TOEIC形式問題）
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16週 答案返却・解答説明
ＴＯＥＩＣテキスト　Unit1２

トピック：トラブル・申請
文法事項：受動態の進行形，付加疑問文

後期

1週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit１
2週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 2
3週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 3
4週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 4
5週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 5
6週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 6
7週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 7
8週 英作文トレーニング中間テスト
9週 中間試験

10週 答案返却・解答説明
リーディングのテキスト　Unit 8

11週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 9
12週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 10
13週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 11
14週 英作文トレーニング期末テスト
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 小テスト 課題点 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 20 10 0 0 0 100
基礎的能力 70 20 10 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語表現Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0234 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 『Fundamental Science in English 1』（成美堂），『TOEIC L&R TEST 出る単特急 銀のフレーズ』（朝日新聞出版
），『英文法・語法　Engage』（いいずな書店），『Engage 準拠 Master Book』（いいずな書店）

担当教員 柿元 麻理恵
到達目標
１．理数系英語の長文読解を通じて理数系の基礎的な知識や概念を理解し，英語で表現できるようにする。
２．TOEIC 400点に必要となる語彙力を増強する。
３．英文法，語法の総復習を行い，英検２級程度の英文法，語法の完成を図る。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 理数系の基礎的な知識や概念を理
解し，かつ英語で表現できる。

理数系の基礎的な知識や概念を理
解，もしくは英語で表現できる。

理数系英語の長文読解を通じて理
数系の基礎的な知識や概念を理解
できず，英語で表現できない。

評価項目2 TOEIC 400点に必要となる語彙を
定着させることができる。

TOEIC 400点に必要となる語彙を
概ね定着させることができる。

TOEIC 400点に必要となる語彙を
定着させることができない。

評価項目3高 英検２級程度英文法，語法を理解
，表現することができる。

英検２級程度の英文法，語法を理
解もしくは表現することができる
。

英検２級程度の英文法，語法を理
解することができず，表現するこ
ともできない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
1. 技術英語の基礎となる理数系の英語に触れることにより，技術英語への意欲を高め，基礎的な知識や概念を英語で理
解し，表現できることを目的とする。
2. TOEIC対策として，語彙力の増強を図る。
3. ２年生までに学習した英文法，語法の総復習を行い，英検２級程度の英文法，語法の確実な定着を図る。

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は演習形式で行う。
『TOEIC L&R TEST 出る単特急 銀のフレーズ』を用いて，毎授業の最初に単語テストを行う。
各Lesson終了後には単元末テストを行う。

注意点 辞書必携。『Engage 準拠 Master Book』（いいずな書店）は夏休み課題として使用する。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 春休み明け課題試験
2週 Lesson 1 Numbers and alculations ― 数と計算
3週 Lesson 1 Numbers and alculations ― 数と計算
4週 Lesson 2 Figures ― 図形
5週 Lesson 2 Figures ― 図形
6週 Lesson 2 Figures ― 図形
7週 中間試験 中間試験
8週 答案返却・解説 答案返却・解説
9週 Lesson 3 State of Substance ― 物質の態
10週 Lesson 3 State of Substance ― 物質の態
11週 Lesson 3 State of Substance ― 物質の態
12週 Lesson 4 Graphs and Functions ― グラフと関数
13週 Lesson 4 Graphs and Functions ― グラフと関数
14週 Lesson 4 Graphs and Functions ― グラフと関数
15週 期末試験 期末試験
16週 答案返却・解説 答案返却・解説

後期

1週 夏休み明け課題試験 夏休み明け課題試験
2週 Lesson 6  Electricity ― 電気・電子
3週 Lesson 6  Electricity ― 電気・電子
4週 Lesson 6  Electricity ― 電気・電子
5週 Lesson 7 Heat ― 熱
6週 Lesson 7 Heat ― 熱
7週 Lesson 7 Heat ― 熱
8週 中間試験 中間試験
9週 答案返却・解説 答案返却・解説
10週 Lesson 9 Ions ― イオン
11週 Lesson 9 Ions ― イオン
12週 Lesson 10 Energy ― エネルギー
13週 Lesson 10 Energy ― エネルギー
14週 Lesson 10 Energy ― エネルギー
15週 学年末試験 学年末試験
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16週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明

評価割合
定期試験 単語テスト 単元末テスト 休み明け課題試

験 その他 その他 合計

総合評価割合 60 20 10 10 0 0 100
基礎的能力 60 20 10 10 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用物理
科目基礎情報
科目番号 0235 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 総合物理Ⅰ 力と運動・熱・改訂版 総合物理Ⅱ 波・電気と磁気 （数研出版），センサー総合物理（啓林館），力学（森
北出版）

担当教員 林 和彦
到達目標
1.全ての学習項目について，知識を身につけ関連する計算ができるようになる．
2.全ての学習項目について，現象及びそれを表す式を理解して，説明ができるようになる．
3.全ての学習項目について，物理に関する知識・理解を，他の場面で使えるようになる．
4.物理の基本的・汎用的内容についての知識・理解を，他の場面で使えるようにする．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

学習単元の知識計算
全ての学習項目について，知識を
身につけ関連する計算が適切にで
きる

全ての学習項目について，知識を
身につけ関連する計算ができる

一部または全ての学習項目につい
て，知識を身につけ関連する計算
ができない

学習単元の理解
全ての学習項目について，より広
く・深く現象・式を理解して、よ
りよく説明ができるようになる。

全ての学習項目について，現象・
式を理解して、説明ができるよう
になる。

一部または全ての学習項目につい
て、現象・式を理解して、説明が
できない

学習単元の利用
全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他のより広
い場面で使うことができる。

全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他の場面で
使うことができる。

一部または全ての学習項目につい
て、物理に関する知識・理解を、
他の場面で使うことができない。

総合的能力 汎用的内容についての知識・理解
を，他の場面で適切に使える

物理の基本的・汎用的内容につい
ての知識・理解を，他の場面で使
える

物理の基本的・汎用的内容につい
ての一部または全てについて、知
識・理解を，他の場面で使えない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 物理現象とそれに関する概念や法則について，「知り」，「理解し」，「活用できる」ようになることを目的とする

．１・２年で学んだ内容も含め，基礎的・汎用的な物理分野についての学習の集大成とする授業である．
授業の進め方と授業内
容・方法

学生の主体的な「学び合い」を基本として授業を進める。授業までに内容の事前学習を前提とする。授業時間では、事
前に学習した内容の確認や課題等を学生達でおこなう。授業の最後に、学習内容の確認テストを実施する。

注意点
単位の認定は、授業への参加し・課題・宿題を全て提出・内容がすべて良好であることが、大前提です。授業での「学
び合い」がしっかりとできるように、自宅学習をして下さい。必要な既学習内容を理解していない場合には、補習等を
おこなう場合があります。「問題を解ける」とは、単に公式を覚え計算できることということではなく、学習した考え
方や概念を使い、問題を正しく理解し、その結果として解答できるということです。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス
2週 電流と磁場（電流の作る磁場）
3週 電流と磁場（磁場から電流が受ける力）
4週 電流と磁場（ローレンツ力）
5週 電磁誘導（電磁誘導の法則）
6週 電磁誘導（電磁誘導に関する現象）
7週 中間試験

8週 答案返却・解答説明
熱（温度と熱）

9週 熱（温度と熱）
10週 熱（気体と熱）
11週 熱（気体分子運動）
12週 熱（気体の状態変化と熱力学の第一法則）
13週 熱（モル比熱と熱機関）
14週 熱（気体分子運動）
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 質点の力学（力と運動）
2週 質点の力学（平面の運動）
3週 質点の力学（空気抵抗と運動方程式）
4週 質点の力学（仕事・エネルギー・運動量など）
5週 質点の力学（空気抵抗と運動方程式）
6週 束縛運動
7週 第6週までの復習
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 剛体の力学（力のモーメントと科角運動量）
11週 剛体の力学（重心と慣性モーメント）
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12週 剛体の力学（回転の運動）
13週 総合的内容 複合的な現象や問題
14週 総合的内容 複合的な現象や問題
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
定期試験 定期試験以外 合計

総合評価割合 80 20 100
知識・理解 80 20 100
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 材料力学Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0236 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 渥美・鈴木・三ヶ田：「材料力学Ⅰ」（森北出版）
担当教員 中迫 正一
到達目標
1.荷重と応力，応力とひずみの関係，許容応力と安全率を説明できる．
2.断面一次モーメント，図心および断面二次モーメントが計算できる．
3.静定はりの曲げ応力，はりのたわみ量とたわみ角が計算できる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
荷重と応力，応力とひずみの関係
，許容応力と安全率を適切に説明
できる．

荷重と応力，応力とひずみの関係
，許容応力と安全率を説明できる
．

荷重と応力，応力とひずみの関係
，許容応力と安全率を説明できな
い．

評価項目2
断面一次モーメント，図心および
断面二次モーメントが適切に計算
できる．

断面一次モーメント，図心および
断面二次モーメントが計算できる
．

断面一次モーメント，図心および
断面二次モーメントが計算できな
い．

評価項目3
静定はりの曲げ応力，はりのたわ
み量とたわみ角が適切に計算でき
る．

静定はりの曲げ応力，はりのたわ
み量とたわみ角が計算できる．

静定はりの曲げ応力，はりのたわ
み量とたわみ角が計算できない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

優れた機械構造物を製作する場合，適材を使用して少ない材料で，強度的にもより安全な設計をすることが必要となる
．ここでは，特に強度と変形の関係を理解し，効果的な設計をするための基礎的な知識を得ることを目的として，応力
とひずみの関係，片持ちはりおよび両端支持はりのせん断力，曲げモーメントおよびこれら外力による応力の計算法を
学習する．
本授業は，就職および進学の両方に関連する．

授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする．

注意点
就職試験や入学試験（大学編入学・専攻科）には，必ず本科目の内容が出題される．また，将来，開発・設計分野の業
務に就く場合にも必須となるので，熱意を持って学習に取り組んでもらいたい．
質問がある場合には，放課後やオフィスアワーを利用して積極的に質問に来ること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 緒論 荷重と応力の関係を説明できる．
2週 緒論 応力とひずみの関係を説明できる．
3週 演習問題 許容応力と安全率を説明できる．
4週 引張りと圧縮 棒の自重による応力を計算できる．
5週 引張りと圧縮 組合せ棒の応力を計算できる．
6週 演習問題 熱応力を計算できる．
7週 前期中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 引張りと圧縮 静定トラスの応力と変位を計算できる．
10週 引張りと圧縮 不静定トラスの応力と変位を計算できる．
11週 引張りと圧縮 内圧を受ける薄肉円筒と薄肉球かくの応力を計算できる．
12週 引張りと圧縮 極限設計法が説明できる．
13週 曲げ（１） 断面一次モーメントと図心が計算できる．
14週 演習問題 断面二次モーメントが計算できる．
15週 前期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 曲げ（１） はりのせん断力と曲げモーメントが説明できる．
2週 曲げ（１） 片持はりのせん断力と曲げモーメントが計算できる．
3週 曲げ（１） 片持はりのせん断力と曲げモーメントが計算できる．
4週 曲げ（１） 両端支持はりのせん断力と曲げモーメントが計算できる．
5週 曲げ（１） 両端支持はりのせん断力と曲げモーメントが計算できる．
6週 曲げ（１） 突出しはりのせん断力と曲げモーメントが計算できる．
7週 演習問題 突出しはりのせん断力と曲げモーメントが計算できる．
8週 後期中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 曲げ（１） はりの曲げ応力が計算できる．
11週 曲げ（２） 片持はりのたわみ量とたわみ角が計算できる．
12週 曲げ（２） 片持はりのたわみ量とたわみ角が計算できる．
13週 曲げ（２） 両端支持はりのたわみ量とたわみ角が計算できる．
14週 演習問題 両端支持はりのたわみ量とたわみ角が計算できる．
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15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 10 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 10 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 材料学
科目基礎情報
科目番号 0237 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 小原嗣朗著「基礎から学ぶ金属材料」（朝倉書店）
担当教員 西坂 強
到達目標
１．実用材料の構造材料特性について説明が出来ること。
２．相律と平衡状態図とFe-C系状態図について説明が出来ること。
３．炭素鋼および鋳鉄，合金鋼について説明が出来ること。
４．鋼の熱処理について説明が出来ること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 実用材料の構造材料特性について
説明が適切に出来る

実用材料の構造材料特性について
説明が出来る

実用材料の構造材料特性について
説明が出来ない

評価項目2 相律と平衡状態図とFe-C系状態図
について説明が適切に出来る

相律と平衡状態図とFe-C系状態図
について説明が出来る

相律と平衡状態図とFe-C系状態図
について説明が出来ない

評価項目3 炭素鋼および鋳鉄，合金鋼につい
て説明が適切に出来る

炭素鋼および鋳鉄，合金鋼につい
て説明が出来る

炭素鋼および鋳鉄，合金鋼につい
て説明が出来ない

評価項目4 鋼の熱処理について説明が適切に
出来る 鋼の熱処理について説明が出来る 鋼の熱処理について説明が出来な

い
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
材料学（２学年～４学年）では，各種工業用材料の機械的・電気的・化学的特性を理解するとともに，適切な材料設計
能力を有する機械技術者を養成することを目的とする。２学年で学習した金属材料の基礎をもとに，３学年の材料学は
状態図の理解と金属材料に関する諸性質として鋼の特性と熱処理および鋳鉄、合金鋼、アルミニウム合金の実用材料に
ついて学習する。本授業は，就職，進学および資格取得に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。

注意点
もの作りには鉄鋼材料に対する理解が必ず必要である。したがって，本科目にある鉄鋼材料に対して理解できない点が
あれば，授業中またはオフィースアワーを利用して個別に質問することが大切である。材料学は科学技術を支える重要
な学問である。このような材料学に興味をもち，実用材料について積極的に学んでもらいたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 講義　酸化・還元 実用材料の構造材料特性
2週 講義　腐食の様相 実用材料の構造材料特性
3週 講義　疲労 実用材料の構造材料特性
4週 講義　クリープ 実用材料の構造材料特性
5週 講義　相律 相律と平衡状態図
6週 講義　基本的平衡状態図 相律と平衡状態図
7週 講義　2成分系平衡状態図 相律と平衡状態図
8週 中間試験 実用材料の構造材料特性および相律と平衡状態図
9週 講義　中間試験模範解答　　合金の状態図 相律と平衡状態図
10週 講義　鉄-炭素系状態図 相律と平衡状態図
11週 講義　炭素鋼の基礎 炭素鋼および鋳鉄，合金鋼
12週 講義　鋳鉄，合金鋼 炭素鋼および鋳鉄，合金鋼
13週 講義　連続冷却変態 鋼の熱処理
14週 講義　焼入れと焼き戻し，恒温変態 鋼の熱処理
15週 期末試験 炭素鋼，鋳鉄，合金高，鋼の熱処理
16週 講義　期末試験模範解答 炭素鋼，鋳鉄，合金高，鋼の熱処理

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 90 0 0 10 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 45 0 0 5 0 0 50
分野横断的能力 45 0 0 5 0 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 加工学
科目基礎情報
科目番号 0238 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 中島・鳴瀧著「機械加工学」（コロナ社）
担当教員 市来崎 哲雄
到達目標
1.機械加工の分類，加工原則および機械加工システムについて説明ができること．
2.切削加工の特徴および切削機構について説明ができること．
3.切削抵抗・切削温度および切削仕上面に関する基本的事項について説明できること．
4.切削工具材料に関する基本的事項について説明できること．
5.工具損傷，被削性および工具寿命に関する基本的事項について説明できること．
6.研削加工の特徴および研削機構について説明できること．
7.砥粒加工の特徴および砥粒機構について説明できること．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
機械加工の分類，加工原則および
機械加工システムについて説明が
的確にできること．

機械加工の分類，加工原則および
機械加工システムについて説明が
できること．

機械加工の分類，加工原則および
機械加工システムについて説明が
できない．

評価項目2 切削加工の特徴および切削機構に
ついて説明が的確にできること．

切削加工の特徴および切削機構に
ついて説明ができること．

切削加工の特徴および切削機構に
ついて説明ができない．

評価項目3
切削抵抗・切削温度および切削仕
上面に関する基本的事項について
説明が的確にできること．

切削抵抗・切削温度および切削仕
上面に関する基本的事項について
説明ができること．

切削抵抗・切削温度および切削仕
上面に関する基本的事項について
説明ができない．

評価項目4
切削工具材料に関する基本的事項
について説明が的確にできること
．

切削工具材料に関する基本的事項
について説明ができること．

切削工具材料に関する基本的事項
について説明ができない．

評価項目5
工具損傷，被削性および工具寿命
に関する基本的事項について説明
が的確にできること．

工具損傷，被削性および工具寿命
に関する基本的事項について説明
ができること．

工具損傷，被削性および工具寿命
に関する基本的事項について説明
ができない．

評価項目6 研削加工の特徴および研削機構に
ついて説明が的確にできること．

研削加工の特徴および研削機構に
ついて説明ができること．

研削加工の特徴および研削機構に
ついて説明ができない．

評価項目7 砥粒加工の特徴および砥粒機構に
ついて説明が的確にできること．

砥粒加工の特徴および砥粒機構に
ついて説明ができること．

砥粒加工の特徴および砥粒機構に
ついて説明ができない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
加工学（2学年～4学年）では，各種工業製品の製作過程における加工原理および工学的根拠を理解し，適切な加工法を
計画する基本的能力を養うことを目的とする．3学年の加工学においては，機械加工および特殊加工の基礎的事項につい
て学習する．本授業は，就職，進学および資格取得に関連する．

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする．試験は，定期試験以外に、毎講義終了時に小テストを実施する．

注意点 加工学はものづくりの基本を学ぶ学問であり，熱意を持って学習に取り組んでもらいたい．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週
1.機械加工総論
1.機械加工の位置付け・分類，加工原則，機械加工システ
ム

機械加工の分類，加工原則および機械加工システムについ
て説明ができること．

2週
1.機械加工総論
1.機械加工の位置付け・分類，加工原則，機械加工システ
ム

機械加工の分類，加工原則および機械加工システムについ
て説明ができること．

3週
2.切削加工
2.切削加工の特徴，二次元切削と三次元切削
3.切りくずの生成機構

切削加工の特徴および切削機構について説明ができること
．

4週 2.切削加工
4.構成刃先

切削加工の特徴および切削機構について説明ができること
．

5週
2.切削加工
5.切削の三分力，切削条件と切削抵抗の関係，切削温度の
測定

切削抵抗・切削温度よび切削仕上げ面に関する基本的事項
について説明ができること．

6週
2.切削加工
6.仕上げ面粗さ，加工変質層，切削工具材料に求められる
諸特性

切削工具材料に関する基本的事項について説明ができるこ
と．

7週 中間試験

8週 答案返却・解答説明　2.切削加工
7.工具損傷，被削材の評価基準

工具損傷，被削材および工具寿命に関する基本的事項につ
いて説明ができること．

9週 2.切削加工
8.工具寿命

工具損傷，被削材および工具寿命に関する基本的事項につ
いて説明ができること．

10週 3.研削加工
9.研削加工の特徴・分類

研削加工の特徴と分類および研削砥石の構成要素について
説明ができること．

11週 3.研削加工
10.研削砥石の砥粒・粒度・結合剤・結合温度・組織

研削加工の特徴と分類および研削砥石の構成要素について
説明ができること．

12週 3.研削加工
11.研削抵抗，研削熱と温度

研削抵抗および研削温度に関する基本的事項について説明
ができること．
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13週 3.研削加工
12.研削加工面の特性，研削液の作用・種類

研削加工面の特徴および研削液に関する基本的事項につい
て説明ができること．

14週 4.砥粒加工
13.砥粒加工の特徴・分類

各種砥粒加工に関する基本的事項について説明ができるこ
と．

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明　

評価割合
試験 小テスト 授業態度 合計

総合評価割合 50 40 10 100
基礎的能力 0 0 0 0
専門的能力 50 40 10 100
分野横断的能力 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 機械設計製図
科目基礎情報
科目番号 0239 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 吉沢武男 編著「新編JIS機械製図」，栗山・新間 著「図解 Solid Works 実習」
担当教員 上寺 哲也,國安 美子,野波 諒太,山田 祐士
到達目標
１．前年度製作品の構造を理解し，改善点をスケッチできること．
２．改善点を入れた２次元CADによる製作図ができること．
３．３次元CADのスケッチ操作ができること．
４．３次元CADの部品作成の操作ができること．
５．３次元CADのアセンブリ（組み立て）操作ができること．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
十分に前年度製作品の構造を理解
し，適切な改善点をスケッチでき
る

前年度製作品の構造を理解し，改
善点をスケッチできる

前年度製作品の構造を理解してい
ない．または，改善点をスケッチ
できていない

評価項目2 適切な改善点を入れた２次元
CADによる製作図ができる

改善点を入れた２次元CADによる
製作図ができる

改善点を入れた２次元CADによる
製作図ができない

評価項目3 ３次元CADの基本操作がより良く
できる ３次元CADの基本操作ができる ３次元CADの基本操作ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

　前半は，工作実習（後期：総合実習）での製作課題（缶プレス・卓上ボール盤・ユーホーキャッチャー・ワニタタキ
など）の製作図を２次元CADで行う．作成した図面を使用して実際に製作することにより，設計製図の重要性を理解す
るとともに創造性を養うことを目的としている．
　後半は，２次元CADに代わり，３次元CADを使用して製図を進めていく．スケッチや部品モデルの作成，アセンブリ
作成等の３次元CADに関する基礎的な事項について習得する．

授業の進め方と授業内
容・方法 演習を基本とする．

注意点

　前半の総合実習課題では，製作課題の機能をよく理解し，できるだけ多くの改善点を提案するよう創意・工夫しても
らいたい．
　後半のCAD製図については，SolidWorksという３次元CADの基本操作を習得する．４年生の機械設計製図は，全て
CADにより作成するので，必ず理解する必要がある．また，自動車メーカーや家電メーカーの多くが３次元CADを用い
た製図を実施しているので，積極的に取り組んでもらいたい．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 課題の説明，グループ分け 前半
2週 スケッチの作成 １．前年度製作品の構造の理解
3週 スケッチの提出 ２．改良点のスケッチの作成
4週 製作図の作成 ３．製作図の作成
5週 製作図の作成
6週 製作図の作成
7週 製作図の作成
8週 製作図の作成
9週 製作図の作成
10週 製作図の作成
11週 製作図の作成
12週 製作図の作成
13週 製作図の作成
14週 製作図の作成
15週 製作図の提出
16週 製作図の修正

後期

1週 ３D-CAD基本操作 後半
2週 ３D-CAD基本操作 １．３D－CADの基本操作
3週 部品モデル作成 ２．スケッチ作成とスケッチの３次元化
4週 部品モデル作成 ３．部品モデル作成
5週 アセンブリ作成 ４．アセンブリ作成
6週 アセンブリ作成 ５．部品モデル及びアセンブリからの２次元図面作成
7週 ２次元図面作成
8週 ３次元図面作成
9週 練習課題Ⅰの作成
10週 練習課題Ⅰの作成
11週 練習課題Ⅰの提出
12週 練習課題Ⅱの作成
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13週 練習課題Ⅱの作成
14週 練習課題Ⅱの作成
15週 練習課題Ⅱの作成
16週 練習課題Ⅱの提出

評価割合
課題 授業参画 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 20 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 20 0 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気工学
科目基礎情報
科目番号 0240 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 高橋寛・増田英二・他共著「わかりやすい電気基礎」 （コロナ社）
担当教員 寺重 隆視
到達目標
1．直流回路に関する基礎的な理論を理解し簡単な応用ができること．
2．電流と磁気に関する基礎的な理論を理解し簡単な応用ができること．
3．静電気の基礎的な理論を理解し簡単な応用ができること．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 直流回路に関する基礎的な理論を
理解し応用ができること．

直流回路に関する基礎的な理論を
理解し簡単な応用ができること．

直流回路に関する基礎的な理論を
理解することができない．

評価項目2 電流と磁気に関する基礎的な理論
を理解し応用ができること．

電流と磁気に関する基礎的な理論
を理解し簡単な応用ができること
．

電流と磁気に関する基礎的な理論
を理解することができない．

評価項目3 静電気の基礎的な理論を理解し応
用ができること．

静電気の基礎的な理論を理解し簡
単な応用ができること．

静電気の基礎的な理論を理解する
ことができない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 電気に関する知識・技術は，機械技術の進歩・発展のうえで大きな役割を担っている．この科目では機械技術者に必要

とされる電気工学の基礎理論を習得する．本授業は就職および進学に関連する．
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする．必要に応じて小テスト・レポートを課す．

注意点

電気工学はほとんどの機械装置の制御等に応用されている重要な科目であり，基礎知識として身につけておきたい学問
の一つである．熱意を持って学習に取り組んでもらいたい．質問がある場合には，メールなどを利用して積極的に質問
にくること．なお，学習教育チェックシートにより，理解度等を把握するとともに，質問に答える．事前に教科書を熟
読し，疑問点を明確にしておく．講義内容を理解する．理解できない場合には適宜質問する．教科書・ノートを見て授
業内容を確認しておく．課題があれば問題を解いてみる．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 1．直流回路 電流と電圧，オームの法則，キルヒホフの法則
2週 1．直流回路 電流と電圧，オームの法則，キルヒホフの法則

3週 1．直流回路 抵抗の直並列回路，ジュールの法則，抵抗率及びその温度
係数

4週 1．直流回路 抵抗の直並列回路，ジュールの法則，抵抗率及びその温度
係数

5週 1．直流回路 抵抗器の種類と規格，ファラデーの法則，電池の分類と原
理

6週 1．直流回路 ゼーベック効果とペルチエ効果

7週 中間試験 直流回路に関する基礎的な理論を理解し簡単な応用ができ
ること．

8週 答案返却・解答説明 直流回路に関する基礎的な理論を理解し簡単な応用ができ
ること．

9週 2．電流と磁気 磁気に関するクーロンの法則，アンペアの右ねじの法則
，アンペアの周回路の法則

10週 2．電流と磁気 磁界の強さ，磁束密度および磁気抵抗，ヒステリシス曲線
，フレミングの右手の法則，レンツの法則，

11週 2．電流と磁気 電磁誘導に関するファラデーの法則，自己誘導と相互誘導
，フレミングの左手の法則

12週 3．静電気 静電気に関するクーロンの法則
13週 3．静電気 静電気に関するクーロンの法則
14週 3．静電気 静電気に関するクーロンの法則

15週 期末試験
電流と磁気に関する基礎的な理論を理解し簡単な応用がで
きること．静電気の基礎的な理論を理解し簡単な応用がで
きること．

16週 答案返却・解答説明
電流と磁気に関する基礎的な理論を理解し簡単な応用がで
きること．静電気の基礎的な理論を理解し簡単な応用がで
きること．

評価割合
試験 小テスト レポート 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 60 20 10 10 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 60 20 10 10 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 論理回路
科目基礎情報
科目番号 0241 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 宮井　幸男　他 3 名　著　「デジタル回路のしくみがわかる本」（技術評論社）
担当教員 吉川 祐樹
到達目標
１．ディジタル信号とアナログ信号について理解できること．
２．基本的な論理ゲートとその組み合わせが理解できること．
３．論理式と論理回路について理解できること．
４．論理関数について理解できること．
５．論理関数の簡単化を行えること．
６．フリップフロップについて理解できること．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
基本的な論理ゲートを理解し，与
えられた論理式や設計仕様から論
理回路を作ることができる

基本的な論理ゲートを理解し，簡
単な論理回路を作ることができる

基本的な論理ゲートを理解してお
らず，論理回路を作ることができ
ない

評価項目2
論理関数について理解し，ブール
代数を使って簡単化することがで
きる

論理関数について理解し，ブール
代数を使って基本的な簡単化がで
きる

論理関数について理解しておらず
，ブール代数を使って基本的な簡
単化ができない

評価項目3
論理関数について理解し，カルノ
ー図を使って簡単化することがで
きる

論理関数について理解し，カルノ
ー図を使って基本的な簡単化がで
きる

論理関数について理解しておらず
，カルノー図を使って基本的な簡
単化ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
パソコン，自動車，電気機器など高度情報化社会を支える大規模集積回路の大半はディジタル信号を扱うディジタル回
路であり，ディジタル回路の知識なくして身の回りの製品を理解することはできない．そこで，ディジタル回路を理解
するために必要な論理回路について学ぶ．本講義では，論理回路を理解し，就職後にも役に立つ知識を身につける．

授業の進め方と授業内
容・方法

基本的な知識や考え方は講義形式で説明し，その知識を使った演習問題はグループディスカッションを中心に学生主体
で理解する形式で行う．

注意点 理解出来ない点や質問等があれば積極的に質問し，授業の中で基本を習得するよう心がけること．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ディジタル信号とは デジタルとアナログの違いを理解できる
2週 10進数と2進数 基数変換について理解し，自分で計算できる
3週 基本論理回路 基本の論理素子を理解できる
4週 基本論理回路 基本の論理素子を理解できる
5週 基本論理回路 基本の論理素子を理解し，簡単な回路を設計できる
6週 基本論理回路 基本の論理素子を理解し，簡単な回路を設計できる

7週 中間試験 基数変換および論理素子を用いた回路設計に関する問題を
解ける

8週 論理関数 論理関数と真理値表について理解できる
9週 ブール代数による論理関数の簡単化 ブール代数とは何か理解できる
10週 ブール代数による論理関数の簡単化 ブール代数を使って論理関数の簡単化ができる
11週 カルノー図による論理関数の簡単化 カルノー図とは何か理解できる
12週 カルノー図による論理関数の簡単化 カルノー図を使って論理関数の簡単化ができる
13週 フリップフロップとカウンタ 順序回路について理解できる
14週 期末試験 論理簡単化と順序回路に関する問題を解くことができる
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 ポートフォリオ 相互評価 態度 その他 合計

総合評価割合 80 20 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 20 0 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 94-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 工作実習
科目基礎情報
科目番号 0242 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 実習 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 機械工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 プリント等
担当教員 上寺 哲也
到達目標
1．鋳型の造型作業および溶解・注湯作業における基本的事項を理解し，基本的操作ができること。
2．ガソリンエンジンの基本的構造を理解し，基本的な分解・組立ができること。
3．普通旋盤によるねじ切削を理解し，基本的操作ができること。
4．CNC旋盤の基本的事項を理解し，基本的操作ができること。
5．PC制御の基本的事項を理解し，PCによる直角座標ﾛﾎﾞｯﾄの基本的制御ができること。
6．総合実習を通して，工作技術に必要な計画性，実践力，総合判断力等が身についていること。
7．総合実習報告会において，しっかりした発表・質疑応答ができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
鋳型の造型作業および溶解・注湯
作業における基本的事項を理解し
，基本的操作がより良くできるこ
と。

鋳型の造型作業および溶解・注湯
作業における基本的事項を理解し
，基本的操作ができること。

鋳型の造型作業および溶解・注湯
作業における基本的事項を理解で
きず，基本的操作ができないこと
。

評価項目2
ガソリンエンジンの基本的構造を
理解し，基本的な分解・組立がよ
り良くできること。

ガソリンエンジンの基本的構造を
理解し，基本的な分解・組立がで
きること。

ガソリンエンジンの基本的構造を
理解できず，基本的な分解・組立
ができないこと。

評価項目3
普通旋盤によるねじ切削を理解し
，基本的操作がより良くできるこ
と。

普通旋盤によるねじ切削を理解し
，基本的操作ができること。

普通旋盤によるねじ切削を理解で
きず，基本的操作ができないこと
。

評価項目4
CNC旋盤の基本的事項を理解し
，基本的操作がより良くできるこ
と。

CNC旋盤の基本的事項を理解し
，基本的操作ができること。

CNC旋盤の基本的事項を理解でき
ず，基本的操作ができないこと。

評価項目5
PC制御の基本的事項を理解し
，PCによる直角座標ﾛﾎﾞｯﾄの基本的
制御がより良くできること。

PC制御の基本的事項を理解し
，PCによる直角座標ﾛﾎﾞｯﾄの基本的
制御ができること。

PC制御の基本的事項を理解できず
，PCによる直角座標ﾛﾎﾞｯﾄの基本的
制御ができないこと。

評価項目6
総合実習を通して，工作技術に必
要な計画性，実践力，総合判断力
等がより良く身についていること
。

総合実習を通して，工作技術に必
要な計画性，実践力，総合判断力
等が身についていること。

総合実習を通して，工作技術に必
要な計画性，実践力，総合判断力
等が身についていないこと。

評価項目7
総合実習報告会において，しっか
りした発表・質疑応答がより良く
できること。

総合実習報告会において，しっか
りした発表・質疑応答ができるこ
と。

総合実習報告会において，しっか
りした発表・質疑応答ができない
こと。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
前期においては，鋳造，エンジンの分解・組立，機械加工Ⅰ，ＮＣ工作機械，機械制御のショップに分かれて基本実習
を行う。また，後期には工作実習の集大成として，自分達の創意と工夫を取り入れて設計・製図をした図面により機械
・ロボット等を製作する総合実習を行い，創造性，計画性等を育成する。本実習は就職に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法

前期（基本実習）は，５班に分かれ３回ごとにショップを交代する。後期（総合実習）は，４班に分かれて機械・ロボ
ット等を製作する。

注意点 誤った機械操作をしたり，気を抜いたりして作業をすると大怪我をすることがあるので，安全に注意し，集中して授業
に臨むこと。また，わからないことがあれば，そのままにせず，質問すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
（班により，順序は異なる。）
鋳造（砂型鋳造法） ①鋳型の造型作業　②アルミニウム合
金の溶解・注湯作業

鋳型の造型作業および溶解・注湯作業における基本的事項
を理解し，基本的操作ができること。

2週 鋳造（砂型鋳造法） ①鋳型の造型作業　②アルミニウム合
金の溶解・注湯作業

鋳型の造型作業および溶解・注湯作業における基本的事項
を理解し，基本的操作ができること。

3週 鋳造（砂型鋳造法） ①鋳型の造型作業　②アルミニウム合
金の溶解・注湯作業

鋳型の造型作業および溶解・注湯作業における基本的事項
を理解し，基本的操作ができること。

4週 エンジンの分解・組立　①分解作業　②組立作業 ガソリンエンジンの基本的構造を理解し，基本的な分解・
組立ができること。

5週 エンジンの分解・組立　①分解作業　②組立作業 ガソリンエンジンの基本的構造を理解し，基本的な分解・
組立ができること。

6週 エンジンの分解・組立　①分解作業　②組立作業 ガソリンエンジンの基本的構造を理解し，基本的な分解・
組立ができること。

7週 機械加工Ⅰ　①おねじ切削　②めねじ切削 普通旋盤によるねじ切削を理解し，基本的操作ができるこ
と。

8週 機械加工Ⅰ　①おねじ切削　②めねじ切削 普通旋盤によるねじ切削を理解し，基本的操作ができるこ
と。

9週 機械加工Ⅰ　①おねじ切削　②めねじ切削 普通旋盤によるねじ切削を理解し，基本的操作ができるこ
と。

10週 NC工作機械　①ＣＮＣ旋盤の概要　②NCﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成 CNC旋盤の基本的事項を理解し，基本的操作ができること
。
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11週 NC工作機械　①ＣＮＣ旋盤の概要　②NCﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成 CNC旋盤の基本的事項を理解し，基本的操作ができること
。

12週 NC工作機械　①ＣＮＣ旋盤の概要　②NCﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成 CNC旋盤の基本的事項を理解し，基本的操作ができること
。

13週 機械制御　①PC制御の基本　②PCによるﾛﾎﾞｯﾄ制御 PC制御の基本的事項を理解し，PCによる直角座標ﾛﾎﾞｯﾄの
基本的制御ができること。

14週 機械制御　①PC制御の基本　②PCによるﾛﾎﾞｯﾄ制御 PC制御の基本的事項を理解し，PCによる直角座標ﾛﾎﾞｯﾄの
基本的制御ができること。

15週 機械制御　①PC制御の基本　②PCによるﾛﾎﾞｯﾄ制御 PC制御の基本的事項を理解し，PCによる直角座標ﾛﾎﾞｯﾄの
基本的制御ができること。

16週

後期

1週 総合実習（製作課題）・卓上ボール盤・卓上旋盤・卓上フ
ライス盤・UFOキャッチャー

総合実習を通して，工作技術に必要な計画性，実践力，総
合判断力等が身についていること。

2週 総合実習（製作課題）・卓上ボール盤・卓上旋盤・卓上フ
ライス盤・UFOキャッチャー

総合実習を通して，工作技術に必要な計画性，実践力，総
合判断力等が身についていること。

3週 総合実習（製作課題）・卓上ボール盤・卓上旋盤・卓上フ
ライス盤・UFOキャッチャー

総合実習を通して，工作技術に必要な計画性，実践力，総
合判断力等が身についていること。

4週 総合実習（製作課題）・卓上ボール盤・卓上旋盤・卓上フ
ライス盤・UFOキャッチャー

総合実習を通して，工作技術に必要な計画性，実践力，総
合判断力等が身についていること。

5週 総合実習（製作課題）・卓上ボール盤・卓上旋盤・卓上フ
ライス盤・UFOキャッチャー

総合実習を通して，工作技術に必要な計画性，実践力，総
合判断力等が身についていること。

6週 総合実習（製作課題）・卓上ボール盤・卓上旋盤・卓上フ
ライス盤・UFOキャッチャー

総合実習を通して，工作技術に必要な計画性，実践力，総
合判断力等が身についていること。

7週 総合実習（製作課題）・卓上ボール盤・卓上旋盤・卓上フ
ライス盤・UFOキャッチャー

総合実習を通して，工作技術に必要な計画性，実践力，総
合判断力等が身についていること。

8週 総合実習（製作課題）・卓上ボール盤・卓上旋盤・卓上フ
ライス盤・UFOキャッチャー

総合実習を通して，工作技術に必要な計画性，実践力，総
合判断力等が身についていること。

9週 総合実習（製作課題）・卓上ボール盤・卓上旋盤・卓上フ
ライス盤・UFOキャッチャー

総合実習を通して，工作技術に必要な計画性，実践力，総
合判断力等が身についていること。

10週 総合実習（製作課題）・卓上ボール盤・卓上旋盤・卓上フ
ライス盤・UFOキャッチャー

総合実習を通して，工作技術に必要な計画性，実践力，総
合判断力等が身についていること。

11週 総合実習（製作課題）・卓上ボール盤・卓上旋盤・卓上フ
ライス盤・UFOキャッチャー

総合実習を通して，工作技術に必要な計画性，実践力，総
合判断力等が身についていること。

12週 総合実習（製作課題）・卓上ボール盤・卓上旋盤・卓上フ
ライス盤・UFOキャッチャー

総合実習を通して，工作技術に必要な計画性，実践力，総
合判断力等が身についていること。

13週 総合実習（製作課題）・卓上ボール盤・卓上旋盤・卓上フ
ライス盤・UFOキャッチャー

総合実習を通して，工作技術に必要な計画性，実践力，総
合判断力等が身についていること。

14週 総合実習（製作課題）・卓上ボール盤・卓上旋盤・卓上フ
ライス盤・UFOキャッチャー

総合実習を通して，工作技術に必要な計画性，実践力，総
合判断力等が身についていること。

15週 総合実習報告会 総合実習報告会において，しっかりした発表・質疑応答が
できること。

16週
評価割合

前期　取組状況 前期　レポート・実習
作品 後期　取組状況 後期　実習作品 合計

総合評価割合 20 30 25 25 100
基礎的能力 0 0 0 0 0
専門的能力 20 30 25 25 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 日本語表現法
科目基礎情報
科目番号 0240 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 『テスト式国語常識の総演習』（京都書房）、『基礎からの国語表現の実践』（京都書房）
担当教員 萬田 慶太
到達目標
1．漢字・仮名遣いなどが正しく使えること。
2．さまぎまな文章を推敲できる知識と能力を身につけること
3．文章の組み立て、すなわち構成能力を身につける。
4．実用的な文章を正しく書けるようにすること。
5．文章の展開や、スピーチのこつを身につけること。
6．社会人として必要な文章などの表現力がルールに従って書けるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
さまぎまな文章を推敲できる知識
と能力を身につけることが適切に
できる

さまぎまな文章を推敲できる知識
と能力を身につけることができる

さまぎまな文章を推敲できる知識
と能力を身につけることができな
い

評価項目2 実用的な文章を正しく書くことが
適切にできる

実用的な文章を正しく書くことが
できる

実用的な文章を正しく書くことが
できない

評価項目3
社会人として必要な文章などの表
現力がルールに従って書くことが
適切にできる

社会人として必要な文章などの表
現力がルールに従って書くことが
できる

社会人として必要な文章などの表
現力がルールに従って書くことが
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
日本語を読む、書く、聞く、話すという四つの能力を身につけることは、人間力の形成のために必要である。それらの
基礎能力、とりわけ語彙能力と文章表現能力の向上を目指すことを目的とする。高専4年時や大学1年時の学生には、基
本的なレポートのような論理的文章を書く能力の育成が必要である。今後社会に出てゆくにあたって、日本語能力にお
ける基本を完成させる。語彙力や論理的文章の書き方に力を入れる。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義・問題演習を基本とする。適宜課題提出も課す。
また、授業内においてグループディスカッションも適宜織り込むこととする。

注意点 積極的な授業参加、普段の課題内容を重視する。授業で進める範囲の半分は宿題とし、 毎週テキストを回収して評価す
る

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス、「国語常識の総演習」第１、2回
1．「国語常識の総演習」の演習
漢字を読む力、書く力、語彙力、文章表現・韻文・文学史
、文法
といった、国語表現に必要な基礎学力を体得する。

2週 「国語常識の総演習」第3,4回
3週 「国語常識の総演習」第5,6回
4週 「国語常識の総演習」第7,8回
5週 「国語常識の総演習」第9,10回
6週 「国語常識の総演習」第11,12回
7週 中間試験
8週 答案返却、解答解説

9週 『基礎からの国語表現の実践』基礎編
2.『基礎からの国語表現の実践』の演習　悪文の推敲や論
理的な文章を書く能力、敬語や社会的な場面で必要になる
書類の書き方を体得する。

10週 『基礎からの国語表現の実践』基礎編
11週 『基礎からの国語表現の実践』応用編
12週 『基礎からの国語表現の実践』応用編
13週 『基礎からの国語表現の実践』実践編
14週 『基礎からの国語表現の実践』実践編

15週 期末試験
16週 答案返却、解答解説、手紙の書き方

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワーク
科目基礎情報
科目番号 0241 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント等
担当教員 林 和彦
到達目標
1. 1年生においては、高専で学ぶ専門科目の概要を把握し、確固とした目標を持ち、技術者像を明確にイメージする。
2. コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について、2年生においては認識し、3年生におい
ては理解し、4,5年生においては活用することができる．
3. 主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力に
ついて、2年生においてはその必要性を認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては必要に応じて発揮できる．
4. 創成能力やエンジニアリングデザイン能力を2年生においては認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては活用することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない

評価項目2

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用が適切にできる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができない

評価項目3
創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用が適切にでき
る

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができる

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点
在学期間中に同じテーマは最長で2年間まで選択できますが、可能な限り多くのテーマに取り組む方が学習効果が上がり
ます。また、テーマによっては1回だけ選択できるテーマもありますので、担当教員に確認して下さい。テーマ内容につ
いては、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。（※）テーマによっては、中間試験および期末試
験および学年末試験を行う．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

2週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

3週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

4週 チーム編成，個別ガイダンス 各テーマごとに分かれて，課題設定と課題解決プロセスを
理解する。

5週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

6週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表
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14週 レポート作成と活動内容の振り返り レポート作成：発表会後，活動成果としてレポートを作成
する．

15週 期末試験（※）

16週 レポート提出と後期の活動のための計画立案
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

後期

1週 活動内容の目標の確認
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

2週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

3週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

4週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

5週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

6週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

7週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

8週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表

14週 振り返りとレポート作成 レポート作成：後期は1年間の活動内容を総括してレポート
を作成する．

15週 学年末試験（※）
16週 レポート提出

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 20 30 0 50
分野横断的能力 0 0 0 20 30 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 上級コミュニケーション英語
Ａ

科目基礎情報
科目番号 0242 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 ヒロ前田『TOEICテスト究極の模試600問』（アルク），TOEIC L & R TEST 出る単特急 金のフレーズ（朝日新聞出版
）

担当教員 冨村 憲貴
到達目標
1. リスニング演習によって，テキストで扱われるリスニング問題に対応できるようになること
2. リーディング演習によって，テキストで扱われるリーディング問題に対応できるようになること
3. 学習するTOEIC必須語彙を覚え，使えるようになること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 テキストで扱われるリスニング問
題に適切に対応できる

テキストで扱われるリスニング問
題に対応できる

テキストで扱われるリスニング問
題に対応できない

評価項目2 テキストで扱われるリーディング
問題に適切に対応できる

テキストで扱われるリーディング
問題に対応できる

テキストで扱われるリーディング
問題に対応できない

評価項目3 学習するTOEIC必須語彙を覚え
，適切に使うことができる

学習するTOEIC必須語彙を覚え
，使うことができる

学習するTOEIC必須語彙を覚え
，使うことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
実践的なTOEIC問題演習を通して，TOEICテストへの対応力を高めることを目的とする。また，ALC NetAcademyを活
用することによりリスニング・リーディング力の強化を目指す。本授業は就職と進学に関連し，コミュニケーション力
を高めることができる。　

授業の進め方と授業内
容・方法

演習を基本とする。
この科目は学修単位科目のため，e-ラーニングの課題を出し，学習状況をシステム上で確認する。さらに，授業内容の
自学自習状況をほぼ毎回の小テストで確認する。これらの結果をポートフォリオ（成績の30%）として評価する。

注意点

授業にはテキスト・辞書を必ず持参すること。TOEICテストのスコアアップには基礎の定着が不可欠です。授業外での
トレーニングも怠らないように。授業では集中して演習に取り組み，質問等を積極的に行うよう期待する。

【カリキュラムの中での位置づけ】
1～3学年の英語関連科目で学んだ文法事項を定着させ，語彙力を高めて英語力を伸ばすための科目。
【先行して理解する必要のある科目】
コミュニケーション英語I，II，英語表現I，II
【同時に学ぶ科目】
英語（選択科目）
【ＥＳＤとの関連 （教育目標）】
（ESD1）テキストの演習を通して，英語でのリスニング・リーディング能力を高めることで，他文化の考え方や価値観
を理解する素養を身につける。
【評価方法と基準】
JABEE合格基準：60%以上
中間試験35%+期末試験35%+小テスト15%+課題15%=100%(100点) またはTOEICスコアによる評価（詳細資料は
授業で配布）
60％以上を合格とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概要説明

2週 TOEIC問題演習1 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

3週 TOEIC問題演習2 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

4週 TOEIC問題演習3 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

5週 TOEIC問題演習4 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

6週 TOEIC問題演習5 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 TOEIC問題演習6 模擬試験2 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

10週 TOEIC問題演習7 模擬試験2 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

11週 TOEIC問題演習8 模擬試験2 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

12週 TOEIC問題演習9 模擬試験2 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

13週 TOEIC問題演習10 模擬試験2 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

14週 TOEIC問題演習11 模擬試験2 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得
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15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 上級コミュニケーション英語
Ｂ

科目基礎情報
科目番号 0243 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 ヒロ前田『TOEICテスト究極の模試600問』（アルク），TOEIC L & R TEST 出る単特急 金のフレーズ（朝日新聞出版
）

担当教員 冨村 憲貴
到達目標
1. リスニング演習によって，テキストで扱われるリスニング問題に対応できるようになること
2. リーディング演習によって，テキストで扱われるリーディング問題に対応できるようになること
3. 学習するTOEIC必須語彙を覚え，使えるようになること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 テキストで扱われるリスニング問
題に適切に対応できる

テキストで扱われるリスニング問
題に対応できる

テキストで扱われるリスニング問
題に対応できない

評価項目2 テキストで扱われるリーディング
問題に適切に対応できる

テキストで扱われるリーディング
問題に対応できる

テキストで扱われるリーディング
問題に対応できない

評価項目3 学習するTOEIC必須語彙を覚え
，適切に使うことができる

学習するTOEIC必須語彙を覚え
，使うことができる

学習するTOEIC必須語彙を覚え
，使うことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
実践的なTOEIC問題演習を通して，TOEICテストへの対応力を高めることを目的とする。また，ALC NetAcademyを活
用することによりリスニング・リーディング力の強化を目指す。本授業は就職と進学に関連し，コミュニケーション力
を高めることができる。　

授業の進め方と授業内
容・方法

演習を基本とする。
この科目は学修単位科目のため，e-ラーニングの課題を出し，学習状況をシステム上で確認する。さらに，授業内容の
自学自習状況をほぼ毎回の小テストで確認する。これらの結果をポートフォリオ（成績の30%）として評価する。

注意点

授業にはテキスト・辞書を必ず持参すること。TOEICテストのスコアアップには基礎の定着が不可欠です。授業外での
トレーニングも怠らないように。授業では集中して演習に取り組み，質問等を積極的に行うよう期待する。

【カリキュラムの中での位置づけ】
1～3学年の英語関連科目で学んだ文法事項を定着させ，語彙力を高めて英語力を伸ばすための科目。
【先行して理解する必要のある科目】
コミュニケーション英語I，II，英語表現I，II
【同時に学ぶ科目】
英語（選択科目）
【ＥＳＤとの関連 （教育目標）】
（ESD1）テキストの演習を通して，英語でのリスニング・リーディング能力を高めることで，他文化の考え方や価値観
を理解する素養を身につける。
【評価方法と基準】
JABEE合格基準：60%以上
中間試験35%+期末試験35%+小テスト15%+課題15%=100%(100点) またはTOEICスコアによる評価（詳細資料は
授業で配布）
60％以上を合格とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 概要説明

2週 TOEIC問題演習1 模擬試験3 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

3週 TOEIC問題演習2 模擬試験3 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

4週 TOEIC問題演習3 模擬試験3 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

5週 TOEIC問題演習4 模擬試験3 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

6週 TOEIC問題演習5 模擬試験3 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 TOEIC問題演習6 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

10週 TOEIC問題演習7 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

11週 TOEIC問題演習8 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

12週 TOEIC問題演習9 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

13週 TOEIC問題演習10 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

14週 TOEIC問題演習11 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得
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15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語
科目基礎情報
科目番号 0244 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 行時　潔『はじめての英会話 Let's Talk It Up!』（松柏社）
担当教員 上杉 裕子
到達目標
１．自分の考えや気持ちを，相手に伝えることができるようになること
２．様々な場面に応じた英語表現を習得し，実際の英会話に応用できるようになること
３．海外の学生と，コンピューターを介した音声通話（スカイプ）による異文化交流、相互に言語を教え合うタンデム教育ができること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の考えや気持ちを，相手に伝
えることが適切にできる

自分の考えや気持ちを，相手に伝
えることができる

自分の考えや気持ちを，相手に伝
えることができない

評価項目2
様々な場面に応じた英語表現を習
得し，実際の英会話に応用できる
ようになること

様々な場面に応じた英語表現を習
得し，実際の英会話ができる

様々な場面に応じた英語表現を習
得し，実際の英会話に応用できな
い

評価項目3
海外の学生と，コンピューターを
介した音声通話（スカイプ）によ
る異文化交流が適切にできる

海外の学生と，コンピューターを
介した音声通話（スカイプ）によ
る異文化交流ができる

海外の学生と，コンピューターを
介した音声通話（スカイプ）によ
る異文化交流ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要

テキストで扱われる内容を通して，英会話の際に役立つ語彙や表現を学習し，海外の学生との会話に応用する。同時に
，英語の聞き取り，会話，作文練習を行い，総合的な英語能力を養う。本授業は進学，就職，資格取得に関連し，コミ
ュニケーション能力を高めることができる。また，海外の姉妹校とスカイプ交流授業を行い，実際に英語を使い、自国
の文化を伝え、国際的な視野を拡げるることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法

オールイングリッシュでＣＬＬ(Community Language Learning)のメソッドを用いた演習を基本とする。

注意点
テキストだけではなく，辞書を必ず持参すること。オールイングリッシュで演習を基本とする授業なので，積極的にで
きるだけ多くの英語を用い、活動すること。また，海外の学生を相手にするスカイプ交流授業も予定されているので
，パートナーに失礼のないよう，常に緊張感を持って授業に臨むこと。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 Introduction, Lesson 1

テキスト
１．Exercise A～Ｃ： ＣＬＬメソッドを用い、リスニング
、スピーキング練習。
　　　　　　　　　　会話文を暗唱できるくらい何度も繰
り返し練習することに
　　　　　　　　　　よって役立つ表現を身につける。発
音やイントネーション
　　　　　　　　　　をトレーニングする。
２．Exercise Ｄ：実際に言いたいことを英語で表現する練
習を行う
３．Exercise Ｅ～Ｇ：英作文演習を行う

海外の学生との交流授業
１．スカイプ使用の準備をする
２．トピックが決められ、事前準備し、教員の指導のもと
会話練習を行う
３．英語と日本語両方で，画像付き音声交流を行う
４．スカイプ交流授業の後、会話内容を振り返り、感想シ
ートに記入する。

ALC NetAcademy 2（自学）
１．「ライティング基礎コース」によるライティング演習

2週 Lesson 1
3週 Lesson 2
4週 Lesson 2
5週 Lesson 3
6週 Lesson 3
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 Lesson 4
10週 Lesson 4
11週 Lesson 5
12週 Lesson 5
13週 Lesson 6
14週 Lesson 6
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明
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後期

1週 Lesson 7
2週 Lesson 7
3週 Lesson 8
4週 Lesson 8
5週 Lesson 9
6週 Lesson 9
7週 Lesson 10
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 Lesson 10
11週 Lesson 11
12週 Lesson 11
13週 Lesson 12
14週 Lesson 12
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 小テスト クラス貢献度 その他 合計

総合評価割合 70 20 10 0 0 0 100
基礎的能力 70 20 10 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ドイツ語
科目基礎情報
科目番号 0245 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 藁谷郁美ほか『プリマ・プルスA1』朝日出版社
担当教員 西谷 明子
到達目標
1. ドイツ語であいさつ、自己紹介ができる。
2. ドイツ語で簡単な日常会話ができる。
3. ドイツ語で簡単な質問をし、答えることができる。
4. 辞書を使って簡単な文を読み、作文することができる。
5. ドイツ語のつづりと発音の法則を理解し、発音したり聞き取ったりできる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 ドイツ語であいさつ，自己紹介が
適切にできる。

ドイツ語であいさつ，自己紹介が
できる。

ドイツ語であいさつ，自己紹介が
できない。

評価項目2 ドイツ語で簡単な日常会話が適切
にできる。

ドイツ語で簡単な日常会話ができ
る。

ドイツ語で簡単な日常会話ができ
ない。

評価項目3 ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることが適切にできる。

ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることができる。

ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることができない。

評価項目4 辞書を使って簡単な文を読み，作
文することが適切にできる。

辞書を使って簡単な文を読み，作
文することができる。 辞書を使うことができない。

評価項目5
ドイツ語のつづりと発音の法則を
適切に理解し、発音したり聞き取
ったりできる。

ドイツ語のつづりと発音の法則を
理解し、発音したり聞き取ったり
できる。

ドイツ語のつづりと発音の法則を
理解していない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 初めてドイツ語を学ぶ学生を対象とする。初級ドイツ語文法と簡単な日常会話を習得する。また，ドイツ語圏の歴史や

文化についても理解を深める。
授業の進め方と授業内
容・方法 教科書及び付属のCD、DVDを用いた講義。ペアワークによる会話練習。

注意点
授業には毎回必ず辞書を持参すること。授業中でも授業後でも，質問があれば受け付ける。ペアワークへの積極的な参
加を求める。課題、提出物はすべて100点満点で採点し、学期末の成績に含める。スマートフォンを用いた小テストを実
施することがあるため、毎回持参すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 導入 自己紹介ができる、ドイツ語圏について知る、アルファベ
ートの読み方がわかる

2週 Lektion 1 つづりと発音の規則がわかる、あいさつと自己紹介ができ
る

3週 Lektion 1 好きなものについて話せる、動詞の人称変化がわかる
4週 Lektion 1 語順、人称代名詞、動詞の人称変化の復習

5週 Lektion 2 友人の紹介ができる、好きなこと、嫌いなことについて話
せる、sein動詞を使えるようになる

6週 Lektion 2 20までの数詞を言える、電話番号を言い、聞き取ることが
できる

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 Lektion 2 学校生活について話せる、1000までの数詞を言える
10週 Lektion 3 動詞habenを使えるようになる、冠詞について理解できる
11週 Lektion 3 定冠詞、不定冠詞の1格と4格を使えるようになる

12週 Lektion 3 インタビューし、答えることができる、名詞の複数形が理
解できる

13週 Lektion 3 身の回りの物や動物について書かれたテキストが理解でき
る

14週 まとめと復習 動詞と冠詞の変化が理解できる、発音の規則が理解できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 復習小テスト 動詞の現在人称変化と冠詞の変化が復習できている

2週 Lektion 4 時刻、日付、曜日を表現できる、時間を表す前置詞を使う
ことができる

3週 Lektion 4 1日のスケジュールについて質問し、答えることができる

4週 Lektion 4 学校生活について読んで理解できる、学校生活について作
文できる

5週 Lektion 5 趣味について話すことができる、不規則動詞の使い方がわ
かる

6週 Lektion 5 分離動詞の使い方がわかる、統計データが理解できる
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7週 Lektion 5 自分のできること、できないことについて話せる、助動詞
の使い方がわかる

8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明

10週 Lektion 6 絵を見て描写することができる、所有冠詞について理解で
きる

11週 Lektion 6 職業について表現できる
12週 Lektion 6 家族をテーマにした文章が理解できる
13週 Lektion 7 ドイツ語を使って買い物をすることができる
14週 Lektion 7 ほしいものについて表現できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 10 0 20 0 100
基礎的能力 70 0 10 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 中国語
科目基礎情報
科目番号 0246 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 相原茂・陳淑梅・飯田敦子「日中いぶこみ交差点」（朝日出版社）
担当教員 香村 慶太
到達目標
１．中国語の発音システムを系統的に身につけさせる
２．中国の地理・社会・文化について理解させる
３．簡単なフレーズを正確に聞き取らせ，基本文型を適切に理解させる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 中国語の発音システムを系統的に
理解できる。

中国語の発音システムを理解でき
る。

中国語の発音システムを理解でき
ない

評価項目2 中国の地理・社会・文化について
適切に理解できる

中国の地理・社会・文化について
理解できる

中国の地理・社会・文化について
理解できない

評価項目3 簡単なフレーズを正確に聞き取り
，基本文型を適切に理解できる

簡単なフレーズを聞き取り，基本
文型を理解できる

簡単なフレーズが聞き取れず，基
本文型を理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 中国語をマスターし、中国の地理・社会・文化が理解できるよう、必要な中国語の発音と簡単な例文を学生に身につけ

させる。
授業の進め方と授業内
容・方法 発音方法、文型模倣練習法、模倣記憶返複法などを必要に合わせて応用する。

注意点 試験前にまとめて勉強するのではなく，普段の授業を大切にし，しっかり知識の基盤を築くことを期待する。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 第１課 学習の概略説明と中国語についての簡単な説明
2週 第１課−①②③ 声調・基本母音・複母音・練習問題
3週 第２課-①②③ 声母表・無気音と有気音・そリ舌音
4週 第２課-④⑤ 消える o と e ・同じ i でも違う音・練習問題
5週 第３課-①②③ 鼻音・消える e ・ e のバリエーション・練習問題
6週 復習
7週 中間試験

8週 第４課-①②③④⑤⑥⑦ 第３声+第３声・声調変化・軽声・声調の組み合わせ・ r
化・練習問題

9週 第４課　 教室用語・中国語学習のための基礎知識
10週 第５課-①② 本文・人称代名詞・挨拶ことば
11週 第５課-③④ “是”・“”
12週 第6課-①② 本文・姓名の言い方・“呢”
13週 第６課-③④ 呼びかけのことば・“吧”
14週 復習
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 第7課-①② 本文・指示代名詞・“的”
2週 第７課-③④ “都”と“也”・動詞述語文
3週 第８課-①② 本文・疑問詞・助動詞の“想”
4週 第８課-③④ 反復疑問文・“喜”
5週 第８課 本文・“喜”
6週 復習
7週 中間試験
8週 第９課-① 本文・数詞
9週 第９課-② 年齢の言い方
10週 第９課-3④ 量詞・“有”
11週 第１０課-① 本文・“”
12週 第１０課-②③ “”・“是”
13週 第１０課-④ 形容詞述語文
14週 復習
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 課題 授業参加度 態度 ポートフォリオ その他 合計
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総合評価割合 70 10 10 10 0 0 100
基礎的能力 70 10 10 10 ０ 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ハングル
科目基礎情報
科目番号 0247 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『基礎から学ぶ韓国語講座初級(改訂版)』木内明著 国書刊行会
担当教員 李 政樹
到達目標
１．韓国語の文字が読める
２．韓国語の文字が書ける
３．簡単なフレーズを身につける
４．動詞，形容詞等の活用がある程度できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 韓国語の文字が読み書きが適切に
できる 韓国語の文字が読み書きできる 韓国語の文字が読み書きできない

評価項目2 動詞，形容詞等の活用ができる 動詞，形容詞等の活用がある程度
できる 動詞，形容詞等の活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 韓国語を初めて習う学習者を対象にする。二年間の学習でハングル能力検定試験５級の合格程度の力をつける
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする

注意点 欠席の場合は後日の授業に多大な支障が生じるため，欠席は絶対しないこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 基礎第1課：韓国語の仕組み ハングルの仕組み，語順を理解する
2週 基礎第2課：基本母音 基本母音の読み書き
3週 基礎第3課：基本子音 子音（平音）の読み書き
4週 基礎第3課：基本子音 子音（激音，濃音）の読み書き
5週 基礎第4課：複合母音 複合母音の読み書き
6週 基礎第5課．パッチム　　　　　　　　　　　   復習 パッチムの読み書き
7週 中間試験

8週 答案返却、解答説明
基礎第7課．あいさつ 既習内容の確認・まとめ

9週 第1課．私は浅井ゆかりです あいさつ・簡単な自己紹介・です/ます体の学習
10週 第2課．出身はソウルですか 出身地を聞く、です/ます体の疑問文
11週 第3課．図書館ではありません です/ます体の否定
12週 第4課．時間がありますか あります/ありません
13週 第5課．ネットカフェでパソコンをします します/しますか
14週 第1課～第5課の復習 既習内容の確認・まとめ
15週 期末試験
16週 答案返却，解答説明

後期

1週 基礎編(第1課～7課)の内容の復習　　　　　第１課・2課
の復習

文字編（子音と母音）の復習 　　　　　　　　基本挨拶　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体言＋です、漢
数詞の学習

2週 第3課～5課の復習　                    　  　　第6課．貿易会
社で働いています もう一つの言い方の学習

3週 第7課．東大門市場に行きます 動詞の学習
4週 第8課．しょっちゅうスーパーで買います もう一つの言い方の用言の学習
5週 第9課．それは1万ウォンです 体言＋です、漢数詞の学習
6週 第10課．今、何時ですか いくつ、固有数詞と時刻の読み方
7週 第6課～第10課の復習 既習内容の確認・まとめ
8週 中間試験
9週 答案返却，解答説明
10週 第11課．日本語を話されますか 敬語
11週 第12課．そんなに遠くありません 用言の否定、～するといい
12週 第13課．いつ韓国に来ましたか 用言の過去形
13週 第14課．民俗村に一緒に行きましょう 勧誘表現、何の～
14週 第11課～第14課の復習 既習内容の確認・まとめ
15週 学年末試験
16週 答案返却，解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

- 110-



総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 法学
科目基礎情報
科目番号 0248 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 木原 滋哉
到達目標
１．契約の原則を理解するとともに、悪徳商法、賃貸借契約などについて理解する
２．過失責任の原則を理解するとともに、製造物責任、交通事故の責任などについて理解する
３．家族の法律について理解する
４．仕事の法律について理解する、
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
契約自由の原則、悪徳商法、賃貸
借契約などについて詳細に理解で
きる

契約自由の原則、悪徳商法、賃貸
借契約などについて理解できる

契約自由の原則、悪徳商法、賃貸
借契約などについて理解できない

評価項目2
過失責任の原則、製造物責任、交
通事故の法律などについて詳細に
理解できる

過失責任の原則、製造物責任、交
通事故の法律などについて理解で
きる

過失責任の原則、製造物責任、交
通事故の法律などについて理解で
きない

評価項目3 家族の法律、仕事の法律などにつ
いて詳細に理解できる

家族の法律、仕事の法律などにつ
いて理解できる

家族の法律、仕事の法律などにつ
いて理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 家族、契約、損害賠償など日常生活に関連の深い法律を学びながら、法律に関する基礎的知識や常識を実につける
授業の進め方と授業内
容・方法 具体的な事例を中心として、講義を通じて法学の基礎を学ぶ

注意点 私たちの生活は、法律を抜きにしては考えられない。法律を知らないばかりに、大きなミスを犯すこともある。社会人
としても技術者としても必要な知識なので、しっかり学んでほしい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 契約自由の原則
未成年者の契約

契約自由の元素について理解するとともに、その例外とし
て未成年者の場合などを理解する

2週 訪問販売、通信販売とクーリングオフ制度
ネズミ講とマルチ商法 クーリングオフ制度について詳しく理解する

3週 悪徳商法
消費者契約法

悪徳商法の事例について理解するとともに、消費者契約法
を理解する

4週 クレジットカード（１）
クレジットカード（２）

クレジットカードの仕組みについて理解するとともに、自
己破産などいくつかの債務処理方法について理解する

5週 賃貸借契約（１）
賃貸借契約（２） アパートを借りるときの効率問題について理解する

6週 過失責任の原則
製造物責任 過失責任の原則と声望物責任について理解する

7週 中間試験

8週 交通事故の民事責任
交通事故の刑事責任 交通事故に関する法律について理解する

9週 家族の法律（１）結婚
家族の法律（２）離婚・親子関係 結婚・離婚・親子関係の法律について理解する

10週 家族の法律（３）法定相続
家族の法律（４）遺言相続 相続に関する法律を理解する

11週 仕事の法律（１）
仕事の法律（２）

アルバイトと労働基準法、労働組合と不法労働行為などを
理解する

12週 刑法（１）
刑法（２） 犯罪に関する法律の基礎を理解する

13週 インターネットの法律 インターネット上の法律問題について理解する
14週 法律の常識 実印や押印方法のいくつかについて理解する
15週 期末試験
16週 答案返却、解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 100 0 0 0 0 0 100
基礎的能力 100 0 0 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 保健･体育
科目基礎情報
科目番号 0249 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 実技 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 佐賀野 健
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．テニスの基礎技能をゲームで生かすことができる。
3．テニスのゲームを企画・運営ができる。
4．バドミントンの基礎技能をゲームで生かすことができる。
5．バドミントン（ダブルス）の集団的技能をゲームで生かすことができる
6．バドミントンのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 テニスの技能をゲームで生かすこ
とが適切にできる

テニスの技能をゲームで生かすこ
とができる

テニスの技能をゲームで生かすこ
とができない

評価項目3 バドミントンの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

バドミントンの技能をゲームで生
かすことができる

バドミントンの技能をゲームで生
かすことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要

新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ，運動能力を高
める自己診断資料とする。基本的な個人技能を高めるとともに，ダブルスゲームにおいてはパートナーの特徴を生かし
た連携パターンを工夫し，相手の動きや打球の特徴に対応して作戦を考える能力を養う。また，生涯にわたってスポー
ツを親しむという観点からテニス，バドミントンの特性や，効果的な練習方法，ゲームの企画・運営方法．審判法など
理解させる。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション・新体カテスト
1．新体カテスト
新体カテストの説明
各種目の測定
得点集計自己評価

2週 新体カテスト

3週 集団行動・体育祭または球技大会の種目 2．体育祭または球技大会種目
体育祭または球技大会種目の練習

4週 テニス

3．テニス
ルール・審判方法ゲーム方法の説明，班編成
基礎技能（グランド・ストローク．ボレー．スマッシュ
．ロビング，サービス．サーブレシーブ）の修得
ダブルス・ゲーム

5週 テニス
6週 テニス
7週 テニス
8週 テニス
9週 テニス
10週 テニス
11週 テニス
12週 テニス
13週 テニス
14週 テニス

15週 テニス・スキルテスト 4．持久走
長距離走の練習

16週 テニス・スキルテスト
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 熱工学
科目基礎情報
科目番号 0250 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 平田・田中・熊野共著「例題でわかる　工業熱力学」 （森北出版）
担当教員 高田 一貴
到達目標
前期
１．SI単位系に関する換算ができ、関連する問題が解けること．
２．熱力学第一法則とカルノーサイクルについて説明でき，関連する問題が解けること．
３．理想気体の状態変化について説明でき、関連する問題が解けること．
４．熱力学第二法則とエントロピーについて説明でき，関連する問題が解けること．
５．有効エネルギーについて説明でき、関連する問題が解けること．
後期
１．種々のガスサイクルについて説明でき、関連する問題が解けること．
２．実在気体（蒸気）について説明でき，関連する問題が解けること．
３．蒸気サイクルについて説明でき、関連する問題が解けること．
４．熱力学の一般関係式について説明でき、関連する問題が解けること．

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 熱力学の基本法則を十分に理解し
、関連付けて説明できる． 熱力学の基本法則を説明できる． 熱力学の基本法則の一部を説明で

きる．

評価項目2 熱力学の基本法則に関する応用問
題を解くことができる．

熱力学の基本法則に関する基礎的
な問題を解くことができる．

熱力学の基本法則に関する平易か
つ基礎的な問題を解くことができ
る．

評価項目3
熱力学の基本法則を応用した機器
に関する問題を解くことができる
．

熱力学の基本法則を応用した機器
に関する平易な問題を解くことが
できる．

熱力学の基本法則を応用した機器
に関する平易な問題の一部を解く
ことができる．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
機械４力学のひとつである熱力学に関する基礎的知識について理解し，より高度な技術の開発や新しい技術に対応でき
る能力を養成する．熱は，エネルギーの一種であり，火力発電所，各種のエンジン，冷凍機等，その関連する分野はき
わめて広い．第４学年では，熱工学のなかでも熱力学に関する基本的事項について学習する．
この科目は企業で熱流体機器の設計を担当していた教員がその経験を活かし，授業を行うものである．

授業の進め方と授業内
容・方法

授業では教科書に沿って基礎的事項の解説をおこない、実際にどのような場面で熱力学の知識が役に立つかを解説する
ことに力点を置き、具体的な演習により理解を深める．学生にも演習課題を課し、基礎的事項は無論のこと、実務で必
要となる知識とスキルを修練する．
この科目は上記内容について，講義形式で授業を行うものである．

注意点 専門科目は復習が極めて重要である．授業の後は必ず自学自習をおこなうこと．熱力学は進学においても試験課題にな
っているので、しっかり取り組んでもらいたい．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 熱力学の概要
SI単位系の基礎 単位換算

2週
SI単位系の基礎
閉じた系、開いた系、仕事
演習課題

内部エネルギー、内部仕事、外部仕事の理解

3週 熱力学第１法則 エンタルピー、比熱、工業仕事の理解

4週 熱力学第１法則
演習課題

内部エネルギー、エンタルピー、絶対仕事、工業仕事の計
算方法の習得

5週 理想気体の状態変化 等温、等容、等圧変化の理解

6週 理想気体の状態変化
演習課題

断熱、ポリトロープ過程の理解
状態量、仕事量の具体的計算方法の習得

7週 中間試験

8週 答案返却、解説
カルノーサイクル サイクルと熱効率の理解と計算方法の習得

9週
カルノー逆サイクル
冷凍サイクル
演習課題

COPの理解と計算方法の習得

10週 熱力学第２法則 可逆、非可逆機関の理解
11週 熱力学第２法則 エントロピーの概念の理解

12週 熱力学第２法則
演習課題 エントロピーの具体的計算方法の習得

13週 有効エネルギー エクセルギー、アネルギーの理解と計算方法の習得
14週 演習 熱力学第１法則、第２法則の複合課題
15週 期末試験
16週 答案返却、解説

後期 1週 ガスサイクル
ガス圧縮機 ガス圧縮機のP-V線図と具体的計算方法の習得
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2週 ガスサイクル
オットー機関 P-V線図とT-S線図上におけるサイクルの理解

3週 ガスサイクル
ディーゼル機関 同上

4週
ガスサイクル
ブレイトンサイクル
演習

ガスタービンの効率計算、断熱効率の理解

5週 その他のガスサイクル解説 スターリングサイクル、サバテサイクルの理解

6週 ガスサイクル
演習

ガスサイクルの熱効率、排気量、出力の具体的計算方法の
習得

7週 中間試験

8週 答案返却
解説

9週 実在気体 Van der Waals式、ビリアル状態式等の理解

10週 実在気体（湿り空気） 空気の一般的性質の理解、空気線図の理解と基礎的な調湿
計算の修得

11週 実在気体（蒸気） 蒸気の一般的性質の理解
蒸気線図、蒸気表の理解と乾き度の計算方法の習得

12週 実在気体（蒸気）
演習 蒸気表を用いた具体的な工業計算方法の習得

13週 蒸気サイクル P-V線図とT-S線図上におけるランキンサイクルの理解

14週 蒸気サイクル ランキンサイクル（再熱・再生サイクルを含む）の効率計
算方法の習得

15週 試験

16週 答案返却
解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 10 5 5 0 0 100
基礎的能力 35 5 5 5 0 0 50
専門的能力 35 5 0 0 0 0 40
分野横断的能力 10 0 0 0 0 0 10
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 流体工学
科目基礎情報
科目番号 0251 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 築地・他5名 著 「流体力学」 （実務教育出版）
担当教員 野村 高広
到達目標
1．流体の基本的性質について説明することができ，関連した計算ができること．
2．静止流体の力学について説明することができ，関連した計算ができること．
3．理想流体の運動について説明することができ，関連した計算ができること．
4．流体におけるエネルギーの保存について説明することができ，関連した計算ができること．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
流体の基本的性質について説明す
ることができ，関連した応用計算
ができること．

流体の基本的性質について説明す
ることができ，関連した計算がで
きること．

流体の基本的性質について説明す
ることができない．

評価項目2
静止流体の力学について説明する
ことができ，関連した応用計算が
できること．

静止流体の力学について説明する
ことができ，関連した計算ができ
ること．

静止流体の力学について説明する
ことができない．

評価項目3
理想流体の運動について説明する
ことができ，関連した応用計算が
できること．

理想流体の運動について説明する
ことができ，関連した計算ができ
ること．

理想流体の運動について説明する
ことができない．

評価項目4
流体におけるエネルギーの保存に
ついて説明することができ，関連
した応用計算ができること．

流体におけるエネルギーの保存に
ついて説明することができ，関連
した計算ができること．

流体におけるエネルギーの保存に
ついて説明することができない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
最初に流体の基礎的な性質を学ぶ．そして流体が静止している場合の力学を学び，流体が動いている場合を取り上げて
，流れの基礎的知識を習得する．さらに実際の管路において，流れの損失がどの程度のものであるかを調べる．また
，流れの圧力，速度，流量などを測定する方法，種々の管について学ぶ．

授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を主体とする．

注意点 質問などがあるときは，教員室に来ること．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 １章　流体の流れの特性 流体の定義と力学的な取り扱いかたを説明できる。
2週 １章　流体の流れの特性 流体の定義と力学的な取り扱いかたを説明できる。
3週 １章　流体の流れの特性 流体の性質を表す各種物理量の定義と単位を説明できる。
4週 １章　流体の流れの特性 圧縮性流体と非圧縮性流体の違いを説明できる。

5週 １章　流体の流れの特性 ニュートンの粘性法則、ニュートン流体、非ニュートン流
体を説明できる。

6週 １章　流体の流れの特性 ニュートンの粘性法則、ニュートン流体、非ニュートン流
体を説明できる。

7週 １章　流体の流れの特性 ニュートンの粘性法則、ニュートン流体、非ニュートン流
体を説明できる。

8週 中間試験 流体の基本的性質について説明することができ，関連した
計算ができること．

9週 ２章　静止流体の力学 絶対圧力およびゲージ圧力を説明できる。
10週 ２章　静止流体の力学 パスカルの原理を説明できる。
11週 ２章　静止流体の力学 液柱計やマノメーターを用いて圧力を測定できる。
12週 ２章　静止流体の力学 液柱計やマノメーターを用いて圧力を測定できる。

13週 ２章　静止流体の力学 平面や曲面に作用する全圧力および圧力中心を計算できる
。

14週 ２章　静止流体の力学 平面や曲面に作用する全圧力および圧力中心を計算できる
。

15週 ２章　静止流体の力学 物体に作用する浮力を計算できる。

16週 期末試験 静止流体の力学について説明することができ，関連した計
算ができること．

後期

1週 ３章　流れの基礎事項 定常流と非定常流の違いを説明できる。
2週 ３章　流れの基礎事項 流線と流管の定義を説明できる。
3週 ３章　流れの基礎事項 流線と流管の定義を説明できる。
4週 ３章　流れの基礎事項 質量保存則と連続の式を説明できる。
5週 ３章　流れの基礎事項 連続の式を用いて流速と流量を計算できる。。
6週 ３章　流れの基礎事項 連続の式を用いて流速と流量を計算できる。
7週 ３章　流れの基礎事項 オイラーの運動方程式を説明できる。

8週 中間試験 理想流体の運動について説明することができ，関連した計
算ができること．
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9週 ４章　ベルヌーイの定理 エネルギー保存則とベルヌーイの式を説明できる。
10週 ４章　ベルヌーイの定理 エネルギー保存則とベルヌーイの式を説明できる。
11週 ４章　ベルヌーイの定理 エネルギー保存則とベルヌーイの式を説明できる。

12週 ４章　ベルヌーイの定理 ピトー管、ベンチュリー管、オリフィスを用いた流量や流
速の測定原理を説明できる。

13週 ４章　ベルヌーイの定理 ピトー管、ベンチュリー管、オリフィスを用いた流量や流
速の測定原理を説明できる。

14週 ４章　ベルヌーイの定理 ピトー管、ベンチュリー管、オリフィスを用いた流量や流
速の測定原理を説明できる。

15週 ４章　ベルヌーイの定理 ピトー管、ベンチュリー管、オリフィスを用いた流量や流
速の測定原理を説明できる。

16週 学年末試験 流体におけるエネルギーの保存について説明することがで
き，関連した計算ができること．

評価割合
試験 小テスト 合計

総合評価割合 80 20 100
基礎的能力 0 0 0
専門的能力 80 20 100
分野横断的能力 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 加工学
科目基礎情報
科目番号 0252 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 川並・関口・斉藤・廣井編著「基礎塑性加工学」（森北出版）
担当教員 國安 美子
到達目標
１．塑性加工の定義について説明ができること．
２．塑性加工の用途・目的について説明ができること．
３．圧延加工のプロセス・圧延機の構成について説明ができること．
４．板の圧延について説明および基本的な計算ができること．
５．形鋼・棒・線・鋼管の圧延について説明ができること．
６．せん断加工・曲げ加工について説明ができること．
７．深絞り加工・張出し加工・スピニング加工について説明ができること．
８．引き抜き加工・押出し加工・鍛造について説明ができること．
９．塑性加工の観点から，金属材料の性質について説明ができること．
１０．塑性加工のトライボロジーについて説明ができること．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 塑性加工の定義について説明が的
確にできること．

塑性加工の定義について説明がで
きること．

塑性加工の定義について説明がで
きない．

評価項目2 塑性加工の用途・目的について説
明が的確にできること．

塑性加工の用途・目的について説
明ができること．

塑性加工の用途・目的について説
明ができない．

評価項目3
圧延加工のプロセス・圧延機の構
成について説明が的確にできるこ
と．

圧延加工のプロセス・圧延機の構
成について説明ができること．

圧延加工のプロセス・圧延機の構
成について説明ができない．

評価項目4 板の圧延について説明および基本
的な計算が的確にできること．

板の圧延について説明および基本
的な計算ができること．

板の圧延について説明および基本
的な計算ができない．

評価項目5 形鋼・棒・線・鋼管の圧延につい
て説明が的確にできること．

形鋼・棒・線・鋼管の圧延につい
て説明ができること．

形鋼・棒・線・鋼管の圧延につい
て説明ができない．

評価項目6 せん断加工・曲げ加工について説
明が的確にできること．

せん断加工・曲げ加工について説
明ができること．

せん断加工・曲げ加工について説
明ができない．

評価項目7
深絞り加工・張出し加工・スピニ
ング加工について説明が的確にで
きること．

深絞り加工・張出し加工・スピニ
ング加工について説明ができるこ
と．

深絞り加工・張出し加工・スピニ
ング加工について説明ができない
．

評価項目8
引き抜き加工・押出し加工・鍛造
について説明が的確にできること
．

引き抜き加工・押出し加工・鍛造
について説明ができること．

引き抜き加工・押出し加工・鍛造
について説明ができない．

評価項目9
塑性加工の観点から，金属材料の
性質について説明が的確にできる
こと．

塑性加工の観点から，金属材料の
性質について説明ができること．

塑性加工の観点から，金属材料の
性質について説明ができない．

評価項目10 塑性加工のトライボロジーについ
て説明が的確にできること．

塑性加工のトライボロジーについ
て説明ができること．

塑性加工のトライボロジーについ
て説明ができない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
加工学（2学年～4学年）では，各種加工法の加工原理および科学的根拠を理解するとともに，適切な加工法を計画し
，設計・生産に関する問題の解決に応用できる能力を養うことを目的とする．4学年の加工学においては，塑性加工の基
礎的事項について学習する．本授業は，就職，進学および資格取得に関連する．

授業の進め方と授業内
容・方法

講義は座学を基本とする．試験は，定期試験を実施する．
輪講方式でプレゼンを行い，学習状況を確認する。
この科目は学習単位科目のため，事前・事後学習としてレポートや小テストなどを実施する。

注意点 加工学はものづくりの基本を学ぶ学問であり，熱意をもって学習に取り組んでもらいたい．質問がある場合には，放課
後やオフィスアワーを利用して積極的に質問に来ること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 １．序論
１．塑性かとは何か 塑性加工の定義について説明ができること．

2週 ２．塑性加工のはたらき
２．塑性加工の用途 塑性加工の用途・目的について説明ができること．

3週 ２．塑性加工のはたらき
３．塑性加工の目的 塑性加工の用途・目的について説明ができること．

4週 ３．素材のつくり方（圧延加工）
４．圧延加工のプロセス・圧延機の構成

圧延加工のプロセス・圧延機の構成について説明ができる
こと．

5週 ３．素材のつくり方（圧延加工）
５．板の圧延 板の圧延について説明および基本的な計算ができること．

6週 ３．素材のつくり方（圧延加工）
６．形鋼の圧延 形鋼・棒・線・鋼管の圧延について説明ができること．

7週 中間試験

8週 答案返却・解答説明　３．素材のつくり方
７．棒・線・鋼管の圧延 形鋼・棒・線・鋼管の圧延について説明ができること．

9週 ４．各種塑性加工法
８．せん断加工，曲げ加工 せん断加工・曲げ加工について説明ができること．
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10週 ４．各種塑性加工法
９．深絞り加工，張出し加工，スピニング加工

深絞り加工・張出し加工・スピニング加工について説明が
できること．

11週 ４．各種塑性加工法
１０．引抜き加工，押出し加工，鍛造

引き抜き加工・押出し加工・鍛造について説明ができるこ
と．

12週 ５．金属材料の性質
１１．なぜ塑性変形は起こるのか，材料内部変化

塑性加工の観点から，金属材料の性質について説明ができ
ること．

13週 ５．金属材料の性質
１２．加工限界，材料の脆さ

塑性加工の観点から，金属材料の性質について説明ができ
ること．

14週 ６．塑性加工のトライボロジー
１３．摩擦，潤滑剤 塑性加工のトライボロジーについて説明ができること．

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 態度 合計

総合評価割合 70 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0
専門的能力 70 30 ０ 100
分野横断的能力 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 機械要素設計
科目基礎情報
科目番号 0253 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 林 冨坂・平賀：「機械設計法」 （森北出版）
担当教員 上寺 哲也
到達目標
1．材料強度（引張応力，せん断応力）の計算が行えること．
2．寸法公差とはめあいの説明ができること．
3．ねじの設計計算が行えること．
4．キー，リベット継手，溶接継手の設計計算が行えること．
5．軸の設計計算が行えること．
6．軸継手の設計計算が行えること．
7．すべり軸受の設計計算が行えること．
8．ころがり軸受の設計計算が行えること．
9．円筒・みぞ付・円すい摩擦車の設計に関する基本的な計算ができること．
10．歯車の種類および各種歯車の特徴について説明できること．
11．平歯車のかみあい率，すべり率に関する基本的な計算ができること．
12．平歯車の歯の曲げ強さ，面圧強さに関する基本的な計算ができること．
13．平ベルト伝動およぴVベルト伝動の設計に関する基本的な計算ができること.
14．ロープ伝動およびチェーン伝動の基本的事項について説明できること．
15．ブロックブレーキ，帯ブレーキの設計に関する基本的な計算ができること.
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
円筒・みぞ付・円 すい摩擦車の設
計に関する基本的な計算が適切に
できる

円筒・みぞ付・円 すい摩擦車の設
計に関する基本的な計算ができる

円筒・みぞ付・円 すい摩擦車の設
計に関する基本的な計算ができな
い

評価項目2 歯車の種類および各種歯車の特徴
lこついて適切に説明できる

歯車の種類および各種歯車の特徴
lこついて説明できる

歯車の種類および各種歯車の特徴
lこついて説明できない

評価項目3
平ベルト伝動およぴVベルト伝動の
設計に関する基本的な計算が適切
にできる

平ベルト伝動およぴVベルト伝動の
設計に関する基本的な計算ができ
る

平ベルト伝動およぴVベルト伝動の
設計に関する基本的な計算ができ
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
自動車・航空機などの複雑な機械も，例えば，ねじ，軸，軸受，歯車，ベルトぱね等の単純な機械要素で構成されてお
り，各機械要素に定められた規格や設計法を理解することが必要である。本科目では，摩擦車，歯車，ベルトなどの伝
導装置，ブレーキなどの制動装置を取り上げ，各機械要素の特徴や設計上の注意事項を学習する。
本授業は，就職，進学および資格取得に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする

注意点
機械は各種機械要素の集合体であり，将来，開発・設計分野の業務に就く場合には必須となるので，熱意を持って学習
に取り組んでもらいたい．
質問がある場合には，放課後やオフィスアワーを利用して積極的に質問に来ること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 緒論 １．機械要素の設計
2週 緒論 ２．設計上の基本通則
3週 締結機械要素 ３．ねじ
4週 締結機械要素
5週 締結機械要素 ４．キー、コッタ、ピン
6週 締結機械要素 ５．リベット継手、溶接継手
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明，軸および軸継手
9週 軸および軸継手 ６．軸
10週 軸および軸継手 ７．軸継手
11週 軸および軸継手 ８．すべり軸受
12週 軸受および潤滑法 ９．ころがり軸受
13週 軸受および潤滑法
14週 軸受および潤滑法
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 摩擦伝導装置 1．摩擦伝導装置
円筒摩擦車，みぞ付摩擦車．円すい摩擦車

2週 摩擦伝導装置

3週 歯車

2．歯車
歯車の種類，各種歯車の特徴
歯形曲線，標準平歯車
標準平歯車のかみあい率，すべり率
歯の曲げ強さ，面圧強さ

4週 歯車
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5週 歯車
6週 歯車
7週 前期中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 歯車
10週 歯車

11週 巻掛伝導装置 3．巻掛伝導装置
ベルト伝動，ロープ伝導，チェーン伝導

12週 巻掛伝導装置

13週 ブレーキ 4．ブレーキ
ブロックブレーキ，帯ブレーキ

14週 ブレーキ
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 レポート・ノート 合計

総合評価割合 80 20 100
基礎的能力 0 5 5
専門的能力 80 15 95
分野横断的能力 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 機械設計製図
科目基礎情報
科目番号 0254 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 前期:4 後期:2

教科書/教材 栗山・新間：「図解 Solid Works 実習」（森北出版），長町　拓夫：「手巻きウインチ」（コロナ社），柏原・他3名
：「ＳＩ版渦巻ポンプの設計」（パワー社）

担当教員 山田 祐士,野波 諒太
到達目標
1．手巻ウインチおよび渦巻ポンプの構造・設計方法を理解すること.
2．三次元ＣＡＤにより製図を完成させること.
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
手巻ウインチおよび渦巻ポンプの
設計製図に必要な三次元ＣＡＤの
操作方法を理解し，適切に使いこ
なせる．

手巻ウインチおよび渦巻ポンプの
設計製図に必要な三次元ＣＡＤの
操作方法を理解している．

手巻ウインチおよび渦巻ポンプの
設計製図に必要な三次元ＣＡＤの
操作方法を理解していない．

評価項目2
手巻ウインチおよび渦巻ポンプの
構造・設計方法を理解して適切な
設計ができる．

手巻ウインチおよび渦巻ポンプの
構造・設計方法を理解して設計で
きる．

手巻ウインチおよび渦巻ポンプの
構造・設計方法を理解できない．

評価項目3 ３次元ＣＡＤにより製作図を迅速
かつ適切に作成ができる

3次元ＣＡＤにより製作図の作成が
できる

３次元ＣＡＤにより製作図の作成
ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
３年生までの機械設計製図では，トレース（写図）やスケッチによる機械製図の描き方や製図規則，コンピュータを利
用した三次元ＣＡＤ製図の基礎を学習した．４年生では，より実践的な設計課題として，手巻ウインチおよび渦巻ポン
プを取り上げ，三次元ＣＡＤにより部品図および組立図を作成する．

授業の進め方と授業内
容・方法 手巻ウインチおよび渦巻ポンプの構造・設計方法を解説し，三次元ＣＡＤにより部品図および組立図を完成させる．

注意点
本科目は，１～４年生において開講される機械設計製図の集大成である．５年生の卒業研究においては，自ら実験装置
や測定器具を設計する機会もあり，将来，開発・設計分野の業務に就く場合にも必須となるので，積極的に取り組んで
もらいたい．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 三次元ＣＡＤの基礎知識 手巻ウインチの設計製図に必要な三次元ＣＡＤの操作方法
を知る。

2週 三次元ＣＡＤの基礎知識 手巻ウインチの設計製図に必要な三次元ＣＡＤの操作方法
を知る。

3週 三次元ＣＡＤの基礎知識 手巻ウインチの設計製図に必要な三次元ＣＡＤの操作方法
を知る。

4週 手巻ウインチの概要説明 手巻ウインチの構造，各部の設計方法を理解する．
5週 設計方法の解説・設計 手巻ウインチの構造，各部の設計方法を理解する．
6週 設計方法の解説・設計 手巻ウインチの構造，各部の設計方法を理解する．
7週 設計方法の解説・設計 手巻ウインチの構造，各部の設計方法を理解する．
8週 設計方法の解説・設計 手巻ウインチの構造，各部の設計方法を理解する．
9週 設計方法の解説・設計 三次元ＣＡＤにより設計製図を完成させる．
10週 設計方法の解説・設計 三次元ＣＡＤにより設計製図を完成させる．
11週 設計方法の解説・設計 三次元ＣＡＤにより設計製図を完成させる．
12週 設計方法の解説・設計 三次元ＣＡＤにより設計製図を完成させる．
13週 設計方法の解説・設計 三次元ＣＡＤにより設計製図を完成させる．
14週 設計方法の解説・設計 三次元ＣＡＤにより設計製図を完成させる．
15週 設計方法の解説・設計 三次元ＣＡＤにより設計製図を完成させる．
16週 設計方法の解説・設計 三次元ＣＡＤにより設計製図を完成させる．

後期

1週 三次元ＣＡＤによる製図 渦巻ポンプの構造，各部の設計方法を理解する．
2週 三次元ＣＡＤによる製図 渦巻ポンプの構造，各部の設計方法を理解する．
3週 三次元ＣＡＤによる製図 渦巻ポンプの構造，各部の設計方法を理解する．
4週 三次元ＣＡＤによる製図 渦巻ポンプの構造，各部の設計方法を理解する．
5週 三次元ＣＡＤによる製図 渦巻ポンプの構造，各部の設計方法を理解する．
6週 三次元ＣＡＤによる製図 渦巻ポンプの構造，各部の設計方法を理解する．
7週 三次元ＣＡＤによる製図 渦巻ポンプの構造，各部の設計方法を理解する．
8週 三次元ＣＡＤによる製図 渦巻ポンプの構造，各部の設計方法を理解する．
9週 三次元ＣＡＤによる製図 三次元ＣＡＤにより設計製図を完成させる．
10週 三次元ＣＡＤによる製図 三次元ＣＡＤにより設計製図を完成させる．
11週 三次元ＣＡＤによる製図 三次元ＣＡＤにより設計製図を完成させる．
12週 三次元ＣＡＤによる製図 三次元ＣＡＤにより設計製図を完成させる．
13週 三次元ＣＡＤによる製図 三次元ＣＡＤにより設計製図を完成させる．
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14週 三次元ＣＡＤによる製図 三次元ＣＡＤにより設計製図を完成させる．
15週 三次元ＣＡＤによる製図 三次元ＣＡＤにより設計製図を完成させる．
16週 三次元ＣＡＤによる製図 三次元ＣＡＤにより設計製図を完成させる．

評価割合
設計書 設計図 課題 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 20 30 20 30 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 20 30 20 30 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 計測工学
科目基礎情報
科目番号 0255 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 松代・吉田「計測工学（第２版）」（産業図書）　自作テキスト
担当教員 尾川 茂
到達目標
１．次元と単位および測定方式について説明ができ，関連した計算ができること。
２．測定量の拡大・縮小・および質量・力などについて説明ができ，関連した計算ができること。
３．物理量を計測する各種計測機器の原理が理解でき，説明することができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
次元と単位および測定方式につい
て説明ができ，計算が適切にでき
ること。

次元と単位および測定方式につい
て説明ができ，計算ができること
。

次元と単位および測定方式につい
て説明や計算ができない。

評価項目2
測定量の拡大・縮小および質量・
力などについて，説明と関連した
計算が適切にできること。

測定量の拡大・縮小および質量・
力などについて，説明と関連した
計算ができること。

測定量の拡大・縮小および質量・
力などについて，説明と関連した
計算ができない。

評価項目3
各計測器の原理について説明でき
，関連した計算が適切にできるこ
と。

各計測器の原理について説明でき
，関連した計算ができること。

各計測器の原理について説明でき
ない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

機械工学の各分野では，必ず物量の計測を行わなければならない。得られた計測結果は，物づくりのためのデータとし
て反映されたり，新しい知見のデータとなる。
機械技術者として，数多くの計測方法を知ること，さらに対象物の最適な計測方法を選択し，正確に計測を行う能力を
養うために，計測技術の一般的な知識を学習する。
本授業は，就職・進学に関連し，計測に関する基礎的事項を習得することを目的する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし，必要に応じてレポートを課す。

注意点
授業内容に理解できない点があれば，授業中またはオフィースアワーを利用して個別に質問することが大切である。ま
た，関連する分野と関連付けながら理解するように心がける。
計測工学とは，物の評価をする際に必要な学問である。本講義を通じて，測定対象に如何なる方法を適用すれば精度良
く計測可能かを判断できる能力を養ってもらいたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 第１章　計測概論
1.1　次元と単位 次元と単位が理解でき，次元解析に関する計算ができる。

2週 第１章　計測概論
1.2　測定の種類と測定方式 測定の種類と測定方式について，理解し説明ができる。

3週 第1章　計測概論
1.3　測定量の表示

各測定器の表示の原理を理解し，目盛の読み取りについて
説明できる。動特性に関する計算ができる。

4週 第１章　計測概論
1.4　測定の誤差

測定誤差とその種類を理解し，測定誤差の要因と対策につ
いて，説明できる。

5週 第１章　計測概論
1.5　測定精度とその表し方

測定精度について理解し，有効数字について説明できる。
最小二乗法が使える。

6週 第２章　測定量の拡大・縮小・変換
2.1　機械的拡大と縮小

てこと歯車，光てこの原理などが理解でき，それに関連し
た計算ができる。

7週 中間試験 測定の定義，次元解析，有効数字および最小二乗法などの
考え方を理解し，関連した計算ができること．

8週 第２章　測定量の拡大・縮小・変換
2.2　機械量への変換

線変位と角変位について，理解すると共に関連した計算が
できる。

9週 第２章　測定量の拡大・縮小・変換
2.3　電気的量のへの変換

特に電圧，電流の測定は精度がよく，迅速にかつ比較的簡
便に行われることについて理解できる。

10週 第２章　測定量の拡大・縮小・変換
2.4　拡大，変換とフィードバック 拡大，変換とフィードバックについて説明ができる。

11週 第３章　長さ，角度，形状の計測
3.1　長さおよび角度の標準 長さおよび角度の標準について，説明ができる。

12週 第３章　長さ，角度，形状の計測
3.2　長さの測定および測定器

アッベの原理が説明でき，アッベの原理に従う計測器と従
わない計測器が列挙できる。

13週 第３章　長さ，角度，形状の計測
3.3　 角度の測定及び測定器について説明できる。

14週 第３章　長さ，角度，形状の計測
3.4　面の測定 表面粗さについて理解し，関連した計算ができる。

15週 期末試験 測定の拡大・縮小に必要性とその原理が理解でき，関連し
た計算ができること。

16週 第４章　質量，力，動力の計測
4.1　質量，力の標準 質量，力の標準について理解し，説明できる。

後期 1週 第４章　質量，力，動力の計測
4.2　てんびんとはかり 二重秤量法について理解ができ，関連した計算ができる。
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2週 第４章　質量，力，動力の計測
4.3　力の大きさとの単位と測定 力の大きさの単位，測定について説明ができる。

3週 第４章　質量，力，動力の計測
4.4　動力の計測 動力計の原理が理解でき，関連した計算ができる。

4週 第５章　時間，回転数，振動数の計測
5.1　時間の標準 時間の標準について説明できる。

5週 第５章　時間，回転数，振動数の計測
5.2　時計 　時計の種類と原理が説明できる。

6週 第５章　時間，回転数，振動数の計測
5.3　時間，回転数の計測 時間，回転数について，理解し説明できる。

7週 第５章　時間，回転数，振動数の計測
5.4　振動の計測 振動計の原理が理解でき，関連した計算ができる。

8週 中間試験 質量，力，動力の計測といった，機械の基本量について理
解を深め，それに関連した計算ができること。

9週 第6章　温度，湿度，熱量の計測
6.1　温度計測の基礎 温度という量の意味が理解でき，説明できる。

10週 第6章　温度，湿度，熱量の計測
6.2　実用温度計・正しい温度計測を行うための注意事項

実用温度計と正しい温度計測を行うための注意事項につい
て，理解しポイントが説明できる。

11週 第6章　温度，湿度，熱量の計測
6.2　湿度と熱量の計測 湿度と熱量の計測について，その原理が説明できる。

12週 第7章　流量，体積，圧力，粘土の計測
7.1　流量の計測 流量の計測について，その原理が説明できる。

13週 第7章　流量，体積，圧力，粘土の計測
7.2　体積の計測 体積の計測について，その原理が説明できる。

14週 第7章　流量，体積，圧力，粘土の計測
7.3　圧力の測定 圧力の計測について，その原理が説明できる。

15週 第7章　流量，体積，圧力，粘土の計測
7.4　粘度の計測 粘土の計測について，その原理が説明できる。

16週 学年末試験 各計測器の原理を理解し，精度良く計測するための注意事
項が説明できること。

評価割合
定期試験 レポート 合計

総合評価割合 80 20 100
基礎的能力 0 0 0
専門的能力 80 20 100
分野横断的能力 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 メカトロニクス
科目基礎情報
科目番号 0256 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 武藤　一夫　　　　　「実践　メカトロニクス入門」 （オーム社）
担当教員 吉川 祐樹
到達目標
メカトロニクス技術の代表的なものとしては，マイクロコンピュータやパソコンによる機械制御技術，ロボットおよび周辺機器の制御技術など
が挙げられる．機械技術者が電子技術を学ぶという視点から，電子回路を機械の駆動と結びつけながらメカトロニクスの学習を行う．本講義で
は，機械工学と電子工学の両面を理解し，就職後にも役に立つ知識を身につける．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 各センサーについて理解し，実際
に回路で利用できる 各センサーについて理解できる 各センサーについて理解できない

評価項目2 各アクチュエーターについて理解
し，実際に回路で利用できる

各アクチュエーターについて理解
できる

各アクチュエーターについて理解
できない

評価項目3
トランジスタやダイオードについ
て理解し，実際に回路で利用でき
る

トランジスタやダイオードについ
て理解できる

トランジスタやダイオードについ
て理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要
授業の進め方と授業内
容・方法

この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポート課題を課すとともにレポートに関するプレゼンテーシ
ョンを義務付け，レポートの評価およびプレゼンテーションの内容によって学習状況を確認する．

注意点 講義形式による知識の習得と同時に，課題発表では学生が主体的に学習することを重要視する．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週  メカトロニクスとその基本要素 メカトロニクスの6要素を理解できる
2週 メカトロニクスとその基本要素 メカトロニクスの6要素を理解できる
3週 メカトロニクスとその基本要素 メカトロニクスの6要素を理解できる
4週 センサの技術 各種センサの原理および利用方法を理解できる
5週 センサの技術 各種センサの原理および利用方法を理解できる
6週 センサの技術 各種センサの原理および利用方法を理解できる
7週 中間試験

8週 インターフェース技術 センサからマイコンおよびマイコンからセンサへの信号伝
達が理解できる

9週 インターフェース技術 センサからマイコンおよびマイコンからセンサへの信号伝
達が理解できる

10週 ハードウェア技術
コンデンサ

コンデンサ，ダイオード，トランジスタ，オペアンプの原
理を理解できる

11週 ハードウェア技術
ダイオード

コンデンサ，ダイオード，トランジスタ，オペアンプの原
理を理解できる

12週 ハードウェア技術
トランジスタ

コンデンサ，ダイオード，トランジスタ，オペアンプの原
理を理解できる

13週 ハードウェア技術
オペアンプ

コンデンサ，ダイオード，トランジスタ，オペアンプの原
理を理解できる

14週 期末試験
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 20 0 0 0 0 100
基礎的能力 20 0 0 0 0 0 20
専門的能力 60 20 0 0 0 0 80
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 工学実験
科目基礎情報
科目番号 0257 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 4
教科書/教材 自作テキスト
担当教員 岩本 英久,山田 祐士,吉川 祐樹,野波 諒太
到達目標
１．機械工学分野における各種試験及び実験法を習得し，得られた結果の解析・考察ができること．
２．自立して各種試験及び実験を計画的に進め，期限内にレポートを提出すること．
３．各種試験及び実験をチームワークで実施し，リーダーシップを発揮すること．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
各種試験及び実験法を習得し，得
られた結果の解析・考察を適切に
行うことができる．

各種試験及び実験法を習得し，得
られた結果の解析・考察を行うこ
とができる．

各種試験及び実験法を習得し，得
られた結果の解析・考察を行えな
い．

評価項目2
各種試験及び実験を計画的に進め
，期限内にレポートを提出するこ
とを適切に行うことができる．

各種試験及び実験を計画的に進め
，期限内にレポートを提出するこ
とを行うことができる．

各種試験及び実験を計画的に進め
，期限内にレポートを提出するこ
とを行えない．

評価項目3
各種試験及び実験をチームワーク
で実施し，リーダーシップを発揮
することを適切に行うことができ
る．

各種試験及び実験をチームワーク
で実施し，リーダーシップを発揮
することを行うことができる．

各種試験及び実験をチームワーク
で実施し，リーダーシップを発揮
することを行えない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
　現在の工業製品には電子回路が多く組込まれるとともに，生産ラインにおいても，ロボット技術や画像処理技術等が
活用されている．このため，機械技術者にも電子工学的な知識と制御技術の修得が必要となっている．本実験ではこの
ような観点から，電気･電子工学，ロボットおよび画像処理に関する基礎実験を行う．本授業は進学と就職に関連する．

授業の進め方と授業内
容・方法

1．主要分野に関連する実験[実験の計画・遂行能力と結果の考察能力の養成(1)]
　4班に分かれてローテンションする．授業計画ではある班の例を示す．
　・画像処理技術：２値化処理，特徴抽出，対象物識別
　・機械制御のプログラミング技術：パソコンによるI/O制御
　・組込み制御技術：マイコンによる機械制御
　・風洞実験装置による各種センサの活用，水力実験装置における各種センサの活用
2.得られた結果の解析・考察[実験の計画・遂行能力と結果の考察能力の養成(2)]
3．実験計画[実験の計画・遂行能力と結果の考察能力の養成(3)]

注意点

　工学実験は座学で学ぶ物理現象の数少ない体験学習の機会である．積極的に参加して，得られた結果について独自の
考察を加えてほしい．質問がある場合には，放課後やオフィスアワーを利用して積極的に質問にくること．事前に実験
のテキストに目を通し，疑問点を明確にしておく．実験内容を理解する．理解できない点は適宜質問する．実験を行っ
たその日の内に，関連する課題，考察， データ整理をし，感想を書く．分からない部分については図書館等で調べ，早
めにレポートを仕上 げる．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 画像処理技術１ ２値化処理，特徴抽出，対象物識別を理解し活用できる．
2週 画像処理技術２ ２値化処理，特徴抽出，対象物識別を理解し活用できる．
3週 画像処理技術３ ２値化処理，特徴抽出，対象物識別を理解し活用できる．
4週 画像処理技術４ ２値化処理，特徴抽出，対象物識別を理解し活用できる．
5週 機械制御のプログラミング技術１ パソコンによるI/O制御を理解し活用できる．
6週 機械制御のプログラミング技術２ パソコンによるI/O制御を理解し活用できる．
7週 機械制御のプログラミング技術３ パソコンによるI/O制御を理解し活用できる．
8週 機械制御のプログラミング技術４ パソコンによるI/O制御を理解し活用できる．
9週 組込み制御技術１ マイコンによる機械制御を理解し活用できる．

10週 組込み制御技術２
周波数発生回路によるSTMの駆動，　周波数発生回路，電
子ブロックを使用した電子回路，　数字マイコンによる機
械制御を理解し活用できる．

11週 組込み制御技術３
周波数発生回路によるSTMの駆動，　周波数発生回路，電
子ブロックを使用した電子回路，　数字マイコンによる機
械制御を理解し活用できる．

12週 組込み制御技術４ マイコンによる機械制御を理解し活用できる．

13週 流体関連計測１ 風洞実験装置における圧力センサによる速度分布の計測を
理解し活用できる．

14週 流体関連計測２ 風洞実験装置におけるフォースセンサによる揚力と抗力を
理解し活用できる．

15週 流体関連計測３ 三角堰における水位センサによる流量計測を理解し活用で
きる．

16週 流体関連計測４ ベンチュリー管・オリフィスにおける圧力センサによる流
量計測をを理解し活用できる．

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 0 100 0 100
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基礎的能力 0 0 0 0 20 0 20
専門的能力 0 0 0 0 30 0 30
分野横断的能力 0 0 0 0 50 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用数学Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0258 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 高遠節夫他5名「新応用数学」（大日本図書）
担当教員 深澤 謙次
到達目標
1．ラプラス変換を用いて微分方程式が解ける
2．たたみこみのラプラス変換が計算できる。
3．ラプラス変換を用いて積分方程式が解ける
4．簡単な関数のフーリエ級数の計算ができる
5．収束定理の説明ができる。
6．簡単な関数の複素形フーリエ級数の計算ができる。
7．簡単な関数のフーリエ変換の計算ができる。
8．たたみこみのフーリエ変換の計算ができる。
9．フーリエ変換を応用して簡単な偏微分方程式が解ける
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 ラプラス変換を用いて微分方程式
の解を求める計算が適切にできる

ラプラス変換を用いて微分方程式
の解を求める計算ができる

ラプラス変換を用いて微分方程式
の解を求める計算ができない

評価項目2 簡単な関数のフーリエ級数を求め
る計算が適切にできる

簡単な関数のフーリエ級数を求め
る計算ができる

簡単な関数のフーリエ級数を求め
る計算ができない

評価項目3
フーリエ変換を応用して簡単な偏
微分方程式の解を求める計算が適
切にできる

フーリエ変換を応用して簡単な偏
微分方程式の解を求める計算がで
きる

フーリエ変換を応用して簡単な偏
微分方程式の解を求める計算がで
きない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
ラプラス変換・フーリエ級数・フーリエ変換についてその基本的な考え方を理解させ、合わせてそれらの基礎的な計算
方法に習熟させることを目的とする。さらに、時間があれば工学への応用にも触れ、道具として活用できるように配慮
する。本授業は学力の向上に必要である。

授業の進め方と授業内
容・方法 例題を解きながら講義を進めていき、適宜演習を行う。

注意点 わからないこと・疑問点などがあったら．、遠慮なく質問すること。わからないことをそのままにしておくと、先に進
むにつれてますますわからなくなるので、早いうちに質問するように心がけること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ラプラス変換の応用 ラプラス変換の微分方程式への応用ができる

2週 ラプラス変換の応用 たたみこみのラプラス変換と積分方程式への応用ができる
3週 ラプラス変換の応用 線形システムの伝達関数が計算できる
4週 フーリエ級数の基礎 周期２πの関数のフーリエ級数の計算が計算できる
5週 フーリエ級数の基礎 一般の周期関数のフーリエ級数の計算が計算できる
6週 フーリエ級数の基礎 フーリエ余弦級数とフーリエ正弦級数の定義が書ける
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明　フーリエ級数の基礎 収束定理と級数の和の公式の関係が説明できる
9週 フーリエ級数の基礎 複素フーリエ級数の定義が書ける
10週 フーリエ級数の基礎 複素フーリエ級数の計算ができる
11週 フーリエ変換の基礎 フーリエ変換の定義とフーリエの積分定理の定義が書ける
12週 フーリエ変換の基礎 フーリエ余弦変換とフーリエ正弦変換の定義が書ける
13週 フーリエ変換の基礎 たたみこみのフーリエ変換ができる
14週 フーリエ変換の応用 スペクトルへの応用ができる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 校外実習
科目基礎情報
科目番号 0259 科目区分 専門 / 選択
授業形態 実習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 岩本 英久
到達目標
1．企業等の現場を経験し，技術者としての問題意識を芽生えさせ，問題解決力を身につけること。
2．派遣企業において与えられた業務を遂行する中で，社会のニーズへの取り組み方を身に付けること。
3．校外実習の報告書の作成・提出，発表の準備および校外実習報告会での発表と質疑応答ができること。　
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
企業等の現場を経験し，技術者と
しての問題意識を芽生えさせ，問
題解決力をより良く身につけるこ
と。

企業等の現場を経験し，技術者と
しての問題意識を芽生えさせ，問
題解決力を身につけること。

企業等の現場を経験し，技術者と
しての問題意識を芽生えさせ，問
題解決力を身につけることができ
ない。

評価項目2
派遣企業において与えられた業務
を遂行する中で，社会のニーズへ
の取り組み方をより良く身に付け
ること。

派遣企業において与えられた業務
を遂行する中で，社会のニーズへ
の取り組み方を身に付けること。

派遣企業において与えられた業務
を遂行する中で，社会のニーズへ
の取り組み方を身に付けることが
できない。

評価項目3
校外実習の報告書の作成・提出
，発表の準備および校外実習報告
会での発表と質疑応答がより良く
できること。

校外実習の報告書の作成・提出
，発表の準備および校外実習報告
会での発表と質疑応答ができるこ
と。

校外実習の報告書の作成・提出
，発表の準備および校外実習報告
会での発表と質疑応答ができるこ
とができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

校外実習は，企業等の現場の実状に触れることにより，技術に対する社会の要請を知るとともに学間の意義を認識する
こと，学問と生産の関連を体験することにより，自己能力を開発する基礎を養うことおよび技術者としての問題意識を
養い卒業研究における自立性を高めることを目的としている。多くの受入れ企業では，学内では見られない最新鋭の機
械や設備を使用した教育メニューにより実習を行っており，エンジニアとしての自覚や工学的センスを養成するのに寄
与している。本セミナーは，就職に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法

夏季休業中に，夏季実習を実施している企業において実習を体験する。 （原則として2週間）　夏季実習終了後に報告書
の提出及び報告会での発表を義務づける。

注意点

学校外であるので，全て自分の責任で処理をする必要がある。一社会人である自覚を持って，行動することが求められ
ている。学生だからという甘えは許されないことを十分に自覚する必要がある。質問等が生じた場合には派遣機関の担
当者に直ぐに聞くこと。分からないことはそのときに解決することが大切である。派遣先が決まったら，さらに派遣予
定機関の業務内容を十分に調べておくこと。派遣期間中は次の日にやることを下調べをしておくこと。派遣機関におい
て指示された業務に早く慣れ，実習目標を達成するよう努力すること。毎日の業務終了後に反省と次の日の復習及び目
標を考えておくこと。校外実習終了後は出来るだけ早い時期に報告書をまとめておくこと。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 実習受け入れ機関の選定
　　申し込み（４月～７月）

企業等の現場を経験し，技術者としての問題意識を芽生え
させ，問題解決力を身につけること。派遣企業において与
えられた業務を遂行する中で，社会のニーズへの取り組み
方を身に付けること。

2週 実習受け入れ機関に学生派遣
　　夏季休業中（８月～９月）

企業等の現場を経験し，技術者としての問題意識を芽生え
させ，問題解決力を身につけること。派遣企業において与
えられた業務を遂行する中で，社会のニーズへの取り組み
方を身に付けること。

3週 　　　　　　　　　〃
企業等の現場を経験し，技術者としての問題意識を芽生え
させ，問題解決力を身につけること。派遣企業において与
えられた業務を遂行する中で，社会のニーズへの取り組み
方を身に付けること。

4週 　　　　　　　　　〃
企業等の現場を経験し，技術者としての問題意識を芽生え
させ，問題解決力を身につけること。派遣企業において与
えられた業務を遂行する中で，社会のニーズへの取り組み
方を身に付けること。

5週 　　　　　　　　　〃
企業等の現場を経験し，技術者としての問題意識を芽生え
させ，問題解決力を身につけること。派遣企業において与
えられた業務を遂行する中で，社会のニーズへの取り組み
方を身に付けること。

6週 　　　　　　　　　〃
企業等の現場を経験し，技術者としての問題意識を芽生え
させ，問題解決力を身につけること。派遣企業において与
えられた業務を遂行する中で，社会のニーズへの取り組み
方を身に付けること。

7週 　　　　　　　　　〃
企業等の現場を経験し，技術者としての問題意識を芽生え
させ，問題解決力を身につけること。派遣企業において与
えられた業務を遂行する中で，社会のニーズへの取り組み
方を身に付けること。

8週 　　　　　　　　　〃
企業等の現場を経験し，技術者としての問題意識を芽生え
させ，問題解決力を身につけること。派遣企業において与
えられた業務を遂行する中で，社会のニーズへの取り組み
方を身に付けること。
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9週 　　　　　　　　　〃
企業等の現場を経験し，技術者としての問題意識を芽生え
させ，問題解決力を身につけること。派遣企業において与
えられた業務を遂行する中で，社会のニーズへの取り組み
方を身に付けること。

10週 　　　　　　　　　〃
企業等の現場を経験し，技術者としての問題意識を芽生え
させ，問題解決力を身につけること。派遣企業において与
えられた業務を遂行する中で，社会のニーズへの取り組み
方を身に付けること。

11週 　　　　　　　　　〃
企業等の現場を経験し，技術者としての問題意識を芽生え
させ，問題解決力を身につけること。派遣企業において与
えられた業務を遂行する中で，社会のニーズへの取り組み
方を身に付けること。

12週 　　　　　　　　　〃
企業等の現場を経験し，技術者としての問題意識を芽生え
させ，問題解決力を身につけること。派遣企業において与
えられた業務を遂行する中で，社会のニーズへの取り組み
方を身に付けること。

13週 　　　　　　　　　〃
企業等の現場を経験し，技術者としての問題意識を芽生え
させ，問題解決力を身につけること。派遣企業において与
えられた業務を遂行する中で，社会のニーズへの取り組み
方を身に付けること。

14週 　　　　　　　　　〃
企業等の現場を経験し，技術者としての問題意識を芽生え
させ，問題解決力を身につけること。派遣企業において与
えられた業務を遂行する中で，社会のニーズへの取り組み
方を身に付けること。

15週 　　　　　　　　　〃
企業等の現場を経験し，技術者としての問題意識を芽生え
させ，問題解決力を身につけること。派遣企業において与
えられた業務を遂行する中で，社会のニーズへの取り組み
方を身に付けること。

16週 校外実習報告書の提出
実習報告会（１０月）

校外実習の報告書の作成・提出，発表の準備および校外実
習報告会での発表と質疑応答ができること。　

後期

1週
2週
3週
4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

評価割合
派遣先機関の評価 報告書評価 発表態度評価 合計

総合評価割合 50 25 25 100
基礎的能力 0 0 0 0
専門的能力 50 25 25 100
分野横断的能力 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用数学Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0260 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 高遠節夫他5名「新応用数学」（大日本図書）
担当教員 深澤 謙次
到達目標
1．偶関数と奇関数の区別をして積分の計算ができる。
2．関数の極限の計算ができる。
3．広義積分と無限積分の計算ができる。
4．三角関数の積分の計算ができる。
5．ラプラス変換の定義の式が書ける。
6．基本的な関数のラプラス変換ができる。
7．ラプラス変換の基本的性質を利用してラプラス変換の計算ができる
8．逆ラプラス変換の定義が説明できる。
9．基本的な関数の逆ラプラス変換の計算ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 三角関数，広義積分と無限積分な
どの積分の計算が適切にできる

三角関数，広義積分と無限積分な
どの積分の計算ができる

三角関数，広義積分と無限積分な
どの積分の計算ができない

評価項目2 基本的な関数のラプラス変換が適
切にできる

基本的な関数のラプラス変換がで
きる

基本的な関数のラプラス変換がで
きない

評価項目3 基本的な関数の逆ラプラス変換の
計算が適切にできる

基本的な関数の逆ラプラス変換の
計算ができる

基本的な関数の逆ラプラス変換の
計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
前半で微積分法と微分方程式について復習し、ラプラス変換についてその基本的な考え方を理解させ、合わせてそれら
の基礎的な計算方法に習熟させることを目的とする。さらに、時間があればエ学への応用にも触れ、道具として活用で
きるように配慮する。本授集は学力の向上に必要である。

授業の進め方と授業内
容・方法

例題を解きながら講義を進めていき、適宜演習を行う。この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポー
トなどを実施する。

注意点 わからないこと・疑問点などがあったら、遠慮なく質問すること。わからないことをそのままにしておくと、先に進む
につれてますますわからなくなるので、早いうちに質問するように心がけること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 関数の基礎知識 偶関数と奇関数の性質と積分についての復習
2週 関数の基礎知識 関数の極限についての復習
3週 関数の基礎知識 広義積分と無限積分についての復習
4週 関数の基礎知識 三角関数の値と積分についての復習
5週 ラプラス変換の定義と例 ラプラス変換の定義が書ける
6週 ラプラス変換の性質 ラプラス変換の線形性が使える
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明　ラプラス変換の性質 単位ステップ関数の定義が書ける
9週 ラプラス変換の性質 相似性が使える
10週 ラプラス変換の性質 原関数と像関数の移動法則が使える
11週 ラプラス変換の性質 微分法則と積分法則が使える
12週 逆ラプラス変換の定義 逆ラプラス変換の定義が書ける
13週 逆ラプラス変換の計算 部分分数展開と逆ラプラス変換の計算ができる
14週 逆ラプラス変換の応用 微分方程式への応用ができる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

(レポート) その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 確率統計
科目基礎情報
科目番号 0261 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 新井一道 新 確率統計（大日本図書）
担当教員 森 貞雄
到達目標
1．確率に関する基礎知識を習得し，確率計算ができる。
2．統計の基礎知識を習得し，実験データの整理に応用できる
（データの平均，分散を求めることができる．データから回帰直線を求めることができる．）
4．確率分布を理解し，それを用いて確率を計算できる．（ポアソン分布，二項分布，正規分布，一様分布など）
5．標本から母集団の性質（平均，分散）を推定できる．
6．有効桁数などを意識した数値計算ができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 確率に関する基礎知識を習得し
，確率計算が適切にできる

確率に関する基礎知識を習得し
，確率計算ができる

確率に関する基礎知識を習得し
，確率計算ができない

評価項目2 統計の基礎知識を習得し，実験デ
ータの整理に応用できる

統計の基礎知識を習得し，実験デ
ータの整理に用いることができる

統計の基礎知識を習得し，実験デ
ータの整理に用いることができな
い

評価項目3 確率分布を理解し，それを用いて
確率を適切に計算できる

確率分布を理解し，それを用いて
確率を計算できる

確率分布を理解し，それを用いて
確率を計算できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

コンピュータの発達により，データ処理，及び，その基礎となる確率統計はますます身近な学問になってきている．将
来専門の分野で役立てることができるように基礎的な事項を学ぶと共に，自分が理解していることを他の人に説明でき
る能力を身につける．また，将来，学習を続けるに必要な事柄（解からないことに出会ったらます自力で考え道を切り
開く努力をする，わからない状態に慣れる，そのうえで相談できる人を見つけ相談する，相談する人がいないときはも
うー度自分で考える等）を身につけることを目的とする．

授業の進め方と授業内
容・方法 講義の他にレポートやオンラインテストによる評価を実施する．

注意点
内容を頭で理解するだけでなく．計算を間違わない注意深さを養ってほしい．授業で課す演習・レポートは単位取得の
必須要件（＝未提出の場合は単位を認めない）である．やむを得ず欠席した授業で課せられた演習レポート等は各自が
確認し対応すること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 確率と確率分布 1．確率と確率分布【16時間］
確率の定義

2週 確率と確率分布
3週 確率と確率分布 条件つき確率
4週 確率と確率分布
5週 確率と確率分布 事象の独立と反復試行
6週 確率と確率分布
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 データ解析 2．データ解析【14時間】
度数分布

10週 データ解析 代表値と散布度
11週 データ解析
12週 データ解析 相関グラフと回帰直線
13週 データ解析
14週 データ解析
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 確率分布 3．確率分布［18時間〕
二項分布

2週 確率分布 ポアソン分布
3週 確率分布 期待値と分散，模準偏差
4週 確率分布 離散分布と連続分布
5週 確率分布 確率変数の独立
6週 確率分布 正規分布
7週 確率分布 正規分布
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明

10週 推定と検定 4．標本と推定，検定［12時間]
母集団と標本
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11週 推定と検定 標本平均，標本分散
12週 推定と検定 母数の点推定
13週 推定と検定 母数の区間推定
14週 推定と検定 統計的検定
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用物理
科目基礎情報
科目番号 0262 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント
担当教員 深澤 謙次
到達目標
1．磁気力のクーロンの法則と磁力線について説明できる。
2．アンペールの法則について説明できる。
3，直線電流が磁場から受ける力について説明できる。
4．ローレンツ力について説明できる。
5．電磁誘導について説明できる。
6．自己誘導について説明できる
7．交流と変圧器について説明できる。
8．LC回路と共振回路について説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
磁気力のクーロンの法則と磁力線
,アンペールの法則について詳細に
説明できる

磁気力のクーロンの法則と磁力線
,アンペールの法則について説明で
きる

磁気力のクーロンの法則と磁力線
,アンペールの法則について説明で
きない

評価項目2
直線電流が磁場から受ける力，ロ
ーレンツ力について詳細に説明で
きる

直線電流が磁場から受ける力，ロ
ーレンツ力について説明できる

直線電流が磁場から受ける力，ロ
ーレンツ力について説明できない

評価項目3
電磁誘導と自己誘導，交流と変圧
器, LC回路と共振回路について詳
細に説明できる

電磁誘導と自己誘導，交流と変圧
器, LC回路と共振回路について説
明できる

電磁誘導と自己誘導，交流と変圧
器, LC回路と共振回路について説
明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 3学年の応用物理で学習した力学を基に、電磁気学の電磁誘導と交流を中心に学習する。同時に、電磁気学の学習に必要

となる数学の計算についても復習する。本授業は学力の向上に必要である。
授業の進め方と授業内
容・方法

例題を解きながら講義を進めていき、適宜演習を行う。この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポー
トなどを実施する。

注意点
物理学の基本は力学と電磁気学であり、両者ともに非常に重要である。本授業では、電磁気学の基礎概念、特に電磁誘
導と交流を中心に理解することを目的としている。従って、機械系といえども主要な科目であることを念頭に学習する
ことを期待する。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 磁場 磁気量と磁気力、磁場、磁力線について説明できる

2週   〃 磁極の周りの磁場、磁場の重ね合わせ、磁化について理解
できる

3週 電流が作る磁場 直線電流・円形電流・ソレノイドが作る簡単な磁場を求め
られる

4週 電流が磁場から受ける力 直線電流が受ける力、磁束密度、平行電流間に働く力を計
算できる

5週 ローレンツ力 ローレンツ力を計算できる

6週 電磁誘導 電磁誘導、レンツの法則、ファラデーの電磁誘導の法則に
ついて説明できる

7週 中間試験

8週 答案返却・解答説明、電磁誘導 運動する導線と誘導起電力、ローレンツ力と誘導起電力を
計算できる

9週 インダクタンス 自己誘導、コイルの自己インダクタンスを計算できる
10週 　　　〃 コイルに蓄えられるエネルギー、相互誘導を計算できる

11週 交流 交流の表し方、変圧器、交流の発生、抵抗を流れる交流に
ついて説明できる

12週   〃 コイルを流れる交流、コンデンサーを流れる交流、電気共
振、電磁波について説明できる

13週 微分法と回路 RL回路とRC回路の電流と電圧を計算できる
14週 　　〃 RLC直列回路、共振回路の電流と電圧を計算できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

(レポート) その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 情報処理Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0263 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 近田 順一朗　著　「例題30+演習問題70でしっかり学ぶ ExcelVBA標準テキスト」（技術評論社）
担当教員 吉川 祐樹
到達目標
1.プログラムを実行するための手順を理解できる。
2.定数と変数を説明できる。
3.整数型、実数型、文字型などのデータ型を説明できる。
4.演算子の種類と優先順位がわかる。
5.算術演算および比較演算のプログラムを作成できる。
6.データを入力し、結果を出力するプログラムを作成できる。
7.条件判断プログラムを作成できる。
8.繰り返し処理プログラムを作成できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
変数と型について理解し，的確に
変数を使いながらマクロを作るこ
とができる

変数と型について理解しできる 変数と型について理解しできない

評価項目2
分岐構造について理解し，的確に
分岐構造を使いながらマクロを作
ることができる

分岐構造について理解できる 分岐構造について理解できない

評価項目3
ループ構造について理解し，的確
にループ構造を使いながらマクロ
を作ることができる

ループ構造について理解できる ループ構造について理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 EXCELの基本操作と VBA を使ってEXCELをより効果的に利用するためのプログラミング技法を習得する．プログラム作

成では，注意力や忍耐力を必要とする．本演習は論理的思考力や問題解決力の向上に必要である．
授業の進め方と授業内
容・方法 情報処理センターあるいはパソコンセンターで演習を中心に行う．

注意点 分からないことを持ち越すと次の講義がわからなくなるので放課後などを利用して随時相談のこと．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 プログラミング教育について プログラムの基礎を理解できる
2週 VBAの基礎知識，VBEの使い方 VBAとは何か理解できる
3週 VBAの基礎知識，VBEの使い方 マクロを書いて実行できる
4週 VBAの基礎知識，VBEの使い方 変数について理解できる
5週 VBAの基礎知識，VBEの使い方 配列について理解できる
6週 VBAの基礎知識，VBEの使い方 If Then Else について理解できる
7週 VBAの基礎知識，VBEの使い方 For, Whileループが理解できる

8週 中間試験 変数，算術演算，If, For, While を用いたプログラムを作成
できる

9週 プログラミングの実践 様々な関数を扱うことができる
10週 プログラミングの実践 様々な関数を扱うことができる
11週 プログラミングの実践 様々な関数を扱うことができる
12週 プログラミングの実践 課題に対するプログラムを自分で作成することができる
13週 プログラミングの実践 課題に対するプログラムを自分で作成することができる

14週 プログラミングの実践
期末試験

これまでの総合として条件分岐，ループを用いたプログラ
ムを作成できる

15週 答案返却・解答説明
16週 まとめ

評価割合
試験 ポートフォリオ 相互評価 態度 その他 合計

総合評価割合 80 20 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 20 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 情報処理Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0264 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 内山　章夫　他 4 名　「学生のための C」（東京電機大学出版局）
担当教員 吉川 祐樹
到達目標
１．コンピュータの基礎およびプログラムの基礎を理解できること．
２．データの入力および画面への出力を行うことができること．
３．四則演算を行うことができること．
４．if 文による選択処理，および for 文，while 文による反復処理ができること．
５．配列を用いたデータ処理ができること．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
変数について理解し，的確に変数
を使いながらCプログラムを作成で
きる

変数について理解できる 変数について理解できない

評価項目2
分岐構造について理解し，的確に
分岐を使いながらCプログラムを作
成できる

分岐構造について理解できる 分岐構造について理解できない

評価項目3
ループ構造について理解し，的確
にループを使いながらCプログラム
を作成できる

ループについて理解できる ループについて理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
C言語を用いてプログラミングに必要な知識や技法を学ぶ．C言語を学ぶ上で必要なコンピュータの基礎知識を理解し
，演習を通じてC言語でプログラムが書けるようになることを目的とする．本講義では，就職後も必要となるプログラム
能力を身につけることができる．

授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする．必要に応じてレポート課題を出す．

注意点 演習を行う科目であるため，分からないことはその場で質問し，理解すること．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 コンピュータの基礎 コンピュータの基本構成について理解できる
2週 プログラムの基礎 プログラムの作成からコンパイル，実行までを理解できる
3週 プログラムの基礎 簡単なCプログラムを作成し実行できる
4週 プログラムの基礎 四則演算を使ったプログラムを作成できる
5週 if ～ else 文による選択処理 if else など選択処理を使ったプログラムを作成できる
6週 if ～ else 文による選択処理 if else など選択処理を使ったプログラムを作成できる
7週 中間試験 四則演算と選択処理に関する問題を解くことができる
8週 答案返却・解答説明

9週 for, while 文による反復処理 for, while 文による反復処理を使ったプログラムを作成で
きる

10週 for, while 文による反復処理 for, while 文による反復処理を使ったプログラムを作成で
きる

11週 for, while 文による反復処理 for, while 文による反復処理を使ったプログラムを作成で
きる

12週 配列 配列を使ったプログラムを作成できる
13週 配列 配列を使ったプログラムを作成できる
14週 期末試験 総合的な問題を解くことができる
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 ポートフォリオ 相互評価 態度 その他 合計

総合評価割合 80 20 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 20 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 材料力学Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0265 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 渥美・鈴木・三ヶ田：「材料力学Ⅰ」（森北出版）
担当教員 中迫 正一
到達目標
1.不静定はりのたわみ，曲げモーメント，反力がたわみの微分方程式より計算できる．
2.組合せ応力が計算できる．
3.カスティリアノの定理より各種はりのたわみ，反力を計算できる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
不静定はりのたわみ，曲げモーメ
ント，反力がたわみの微分方程式
より適切に計算できる．

不静定はりのたわみ，曲げモーメ
ント，反力がたわみの微分方程式
より計算できる．

不静定はりのたわみ，曲げモーメ
ント，反力がたわみの微分方程式
より計算できない．

評価項目2 組合せ応力が適切に計算できる． 組合せ応力が計算できる． 組合せ応力が計算できない．

評価項目3
カスティリアノの定理より各種は
りのたわみ，反力を適切に計算で
きる．

カスティリアノの定理より各種は
りのたわみ，反力を計算できる．

カスティリアノの定理より各種は
りのたわみ，反力を計算できない
．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
３学年で学んだ材料力学Ⅰに続いて，不静定はり（固定はり）のたわみおよび曲げモーメントを学ぶ．また，せん断や
ねじりを受ける部材の変形量や応力を求めることを学習する．
本授業は，就職および進学の両方に関連する．

授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする．

注意点
就職試験や入学試験（大学編入学・専攻科）には，必ず本科目の内容が出題される．また，将来，開発・設計分野の業
務に就く場合にも必須となるので，熱意を持って学習に取り組んでもらいたい．
質問がある場合には，放課後やオフィスアワーを利用して積極的に質問に来ること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 曲げ（３） 固定はりのせん断力と曲げモーメントが計算できる．
2週 曲げ（３） 固定はりのせん断力と曲げモーメントが計算できる．

3週 曲げ（３） 一端固定，他端支持はりのせん断力と曲げモーメントが計
算できる．

4週 曲げ（３） 一端固定，他端支持はりのせん断力と曲げモーメントが計
算できる．

5週 曲げ（３） 連続はりのせん断力と曲げモーメントが計算できる．
6週 演習問題 連続はりのせん断力と曲げモーメントが計算できる．
7週 前期中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 曲げ（４） 平等強さのはりの断面形状とたわみが計算できる．
10週 曲げ（４） 平等強さのはりの断面形状とたわみが計算できる．
11週 曲げ（４） 組合せはりの応力が計算できる．
12週 曲げ（４） 組合せはりの応力が計算できる．
13週 曲げ（４） 鉄筋コンクリートはりの応力が計算できる．
14週 演習問題 鉄筋コンクリートはりの応力が計算できる．
15週 前期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 せん断 種々の断面形のせん断応力が計算できる
2週 せん断 はりのせん断応力が計算できる．
3週 せん断 せん断応力によるはりのたわみが計算できる．
4週 ねじり 丸棒のねじりによるせん断応力が計算できる．
5週 ねじり 丸棒のねじれ角と比ねじれ角が計算できる．
6週 ねじり 両端固定の丸棒のせん断応力とねじれ角が計算できる．
7週 演習問題 動力軸のねじりによるせん断応力が計算できる．
8週 後期中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 組合せ応力 モールの応力円を説明できる．
11週 組合せ応力 軸荷重と曲げモーメントを受ける棒の応力が計算できる．
12週 組合せ応力 曲げとねじりを受ける軸の応力が計算できる．

13週 ひずみエネルギー カスティリアノの定理より各種はりのたわみ，反力が計算
できる．

14週 演習問題 カスティリアノの定理より各種はりのたわみ，反力が計算
できる．
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15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 材料学
科目基礎情報
科目番号 0266 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 「初心者のための疲労設計法」（日本材料学会），小原嗣朗著「基礎から学ぶ金属材料」（朝倉書店）
担当教員 西坂 強
到達目標

１．S-N曲線について説明が出来ること。
２．切欠き効果・表面効果について説明が出来ること。
３．疲労設計について説明が出来ること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 S-N曲線について説明が適切に出来
る S-N曲線について説明が出来る S-N曲線について説明が出来ない

評価項目2 切欠き効果・表面効果について説
明が適切に出来る

切欠き効果・表面効果について説
明が出来る

切欠き効果・表面効果について説
明が出来ない

評価項目3 疲労設計について説明が適切に出
来る 疲労設計について説明が出来る 疲労設計について説明が出来ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

材料学（２学年～４学年）では，各種工業用材料の機械的・電気的・化学的特性を理解するとともに，適切な材料設計
能力を有する機械技術者を養成することを目的とする。本講義は，３学年まで学んだ金属材料，鉄鋼材料に関する基礎
知識をもとに，４学年の材料学は実用材料の疲労設計について学習する。本授業は，就職，進学および資格取得に関連
する。
この科目は，企業で材料の研究開発を担当していた教員がその経験を生かし授業を行うものである。

授業の進め方と授業内
容・方法

　本講義では，２～３学年で学んだ材料学を基礎として，鋼やアルミニウム合金の実用材料について習得し、構造材料
として使用される実用金属材料の破壊力学の基礎を学習し疲労強度設計の基礎を習得する。この科目は金属材料の疲労
の形態，特性，最新の疲労設計等について講義形式で授業を行うものである。また学習単位科目のため，事前・事後学
習としてレポートや小テストなどを実施します。

注意点
もの作りには鉄鋼材料に対する理解が必ず必要である。したがって，本科目にある鉄鋼材料に対して理解できない点が
あれば，授業中またはオフィースアワーを利用して個別に質問することが大切である。材料学は科学技術を支える重要
な学問である。このような材料学に興味をもち，実用材料について積極的に学んでもらいたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 講義　疲労研究の歴史と課題 S-N曲線について説明できる
2週 講義　材料強度学と疲労研究 S-N曲線について説明できる
3週 講義　疲労破壊の実例 S-N曲線について説明できる
4週 講義　S-N曲線 S-N曲線について説明できる
5週 講義　S-N曲線 S-N曲線について説明できる
6週 講義　疲労強度 疲労設計について説明ができる
7週 講義　疲労強度 疲労設計について説明ができる
8週 中間試験 S-N曲線，疲労設計について説明ができる
9週 講義　中間試験模範解答 S-N曲線，疲労設計について説明ができる
10週 講義　切り欠き効果 切欠き効果・表面効果について説明ができる
11週 講義　き裂進展 切欠き効果・表面効果について説明ができる
12週 講義　寸法効果，表面効果 切欠き効果・表面効果について説明ができる
13週 講義　き裂の挙動，疲労設計 疲労設計について説明ができる
14週 講義　疲労設計 疲労設計について説明ができる
15週 期末試験 疲労設計について説明ができる
16週 講義　期末試験模範解答 疲労設計について説明ができる

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 40 0 0 0 10 0 50
分野横断的能力 40 0 0 0 10 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 哲学
科目基礎情報
科目番号 0120 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 中本 慶彦
到達目標
１．哲学の基本的な問題の理解
２．哲学の応用的な問題の理解
３．「知る」「為す」「信じる」ということについての問題に挑戦することを通じた，「哲学する」ことの実践
４．表現能力と共感能力の涵養
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 哲学の応用的な問題が理解できる 哲学の基本的な問題が理解できる 哲学の基本的な問題が理解できな
い

評価項目2 「哲学する」ことの実践ができる 「哲学する」ことの実践がある程
度できる

「哲学する」ことの実践ができな
い

評価項目3 表現能力と共感能力を養える 表現能力と共感能力をある程度養
える 表現能力と共感能力を養えない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 哲学者の思想を学ぶことを通じて，哲学の基礎概念を学ぶとともに，「哲学的に考える」姿勢を学ぶ。他者と共生する

上で必要な己の表現能力および共感能力を養う
授業の進め方と授業内
容・方法 講義（適宜資料を配布する）

注意点
哲学は，誰から「教わる」ものでもなく，自ら「考える」ことによって学ぶ学問です。ただ知識を詰め込むのではなく
，自ら考えて学ぶ過程そのものが哲学なのです。時には周りの人と相談しながら，授業中に挙げられた問題について考
えてみてください。皆さんが積極的に「哲学する」ことを期待します。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 哲学とは何か（１） 哲学を学ぶ意味を理解する
2週 哲学とは何か（２） 私たちの生活における哲学的思考の重要性を理解する
3週 私は何を知りうるか（１） ソクラテスの「無知の知」を理解する
4週 私は何を知りうるか（２） デカルトの「方法的懐疑」を理解する
5週 私は何を知りうるか（３） ヒュームの認識論を理解する
6週 私は何を知りうるか（４） カントの認識論を理解する
7週 中間試験
8週 私は何をなすべきか（１） カントの道徳哲学を理解する
9週 私は何をなすべきか（２） 功利主義の思想を理解する
10週 私は何をなすべきか（３） アリストテレスの徳論を理解する
11週 私は何を望みうるか（１） パスカルの「賭け」の考えを理解する

12週 私は何を望みうるか（２） われわれの日常的な態度としての「信じる」態度を理解す
る

13週 私は何を望みうるか（３） 和辻哲郎の信頼論を理解する

14週 人間とは何か これまでの学習をもとにして「人間とは何か」という問い
に挑戦し、自らの考えを持つことができる

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 100 0 0 0 0 0 100
基礎的能力 100 0 0 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ライフサイエンス・アースサ
イエンスＡ

科目基礎情報
科目番号 0121 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 カラー図解でわかる高校生物超入門（SBクリエイティブ）、地学基礎(数研)
担当教員 芦田 嘉之
到達目標
1．地球上の生物の 共通性と多様性、生物進化の 関係について理解し、説明できる。
2．生物に共通する物質について理解し、説明できる。
3．システムとしての生態系とバイオームを理解し、説明できる。
4．システムとして物質の循環とエネルギーの流れを理解し， 説明できる。
5．太陽系を構成する惑星について説明でき， 地球の構造について理解している。
6．プレートテクトニクスを理解し，プレートの動きと地震・火山活動の関係について説明できる。
7．大気圏のと海洋圏を理解し，天気、気候、気象との関係を説明できる。
8．地球環境の歴史と現状を地球システムとして理解し説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
生物の共通性と多様性、生物進化
の 関係について適切に理解し、詳
細に説明できる。

生物の共通性と多様性、生物進化
の 関係について理解し、説明でき
る。

生物の共通性と多様性、生物進化
の 関係について理解できず、説明
できない。

評価項目2
システムとしての生態系とバイオ
ーム、物質の循環とエネルギーの
流れを適切に理解し、詳細に説明
できる。

システムとしての生態系とバイオ
ーム、物質の循環とエネルギーの
流れを理解し、説明できる。

システムとしての生態系とバイオ
ーム、物質の循環とエネルギーの
流れを理解できず、説明できない
。

評価項目3
太陽系を構成する惑星、地球の歴
史と構造について適切に理解し、
詳細に説明できる。

太陽系を構成する惑星、地球の歴
史と構造について理解し、説明で
きる。

太陽系を構成する惑星、地球の歴
史と構造について理解できず、説
明できない。

評価項目4
固体地球圏、大気圏、海洋圏を地
球システムとして適切に理解し、
詳細に説明できる。

固体地球圏、大気圏、海洋圏を地
球システムとして理解し、説明で
きる。

固体地球圏、大気圏、海洋圏を地
球システムとして理解できず、説
明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
ライフサイエンス・アースサイエンスは生物を中心とした地球環境を理解し、人間と自然との関係を統合的に考える力
を養うことを目標とする。これらの知識を得る過程で、科学的な考え方を身につけ、自らの専門分野に関係する課題に
対処できるようにする。

授業の進め方と授業内
容・方法 PowerPointによる講義を基本とし、毎週レポート課題を課す。

注意点 地球環境を論じる上で必要不可欠な生物と地学の基礎を学びます。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 生物の共通性と多様性 生物とは何か
2週 生物の共通する特徴 生体物質、細胞、遺伝
3週 生体のエネルギーと代謝 代謝
4週 生命の起源と生物進化 生物種、細胞の起原、生物進化
5週 生態系とバイオーム システムとしての生態系とバイオーム
6週 中間試験
7週 生態系における物質の循環とエネルギーの流れ 生物圏の理解
8週 宇宙と太陽系 宇宙の構造と太陽系の地球
9週 地球の歴史と構造 地球の誕生と現在の地球
10週 プレートテクトニクス プレートの動きで何がわかるか
11週 火山と地震の理解 マグマの生成と断層
12週 大気圏の理解 天気、気候、気象
13週 海洋圏の理解 地球システムとしての海洋圏
14週 地球４６億年の歴史 生物進化と地球環境の関係
15週 期末試験
16週 まとめ

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 保健･体育
科目基礎情報
科目番号 0122 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 実技 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 丸山 啓史
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．ゴルフを行う上でのエチケットやマナーを理解できる。
3．ピッチングの基本的な打ち方ができる。
4．方向・距離感覚を修得し，ある程度狙ったところに打つことができる。
5．バドミントンの基礎技能をゲームで生かすことができる。
6．バドミントン（ダブルス）の集団的技能をゲームで生かすことができる
7．バドミントンのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 ゴルフの技能を生かすことが適切
にできる

ゴルフの技能を生かすことができ
る

ゴルフの技能を生かすことができ
ない

評価項目3 バドミントンの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

バドミントンの技能をゲームで生
かすことができる

バドミントンの技能をゲームで生
かすことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ，運動能力を高
める自己診断資料とする。生涯にわたってスポーツを親しむという観点からゴルフ，バドミントンを学習する。基本的
な個人技能を高めるともに，効果的な練習方法，エチケットマナー，ゲームの企画や運営方法，審判法などを理解させ
る。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 オリエンテーション・新体力テスト
1．新体カテスト
新体カテストの測定項目を理解し、正しい測定を実施でき
る
自らの得点を集計し、自己評価できる

2週 新体力テスト
3週 新体力テスト

4週 球技大会の種目
２．球技大会種目の練習
球技大会の種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実
施できる

5週 球技大会の種目

6週 バドミントン

3．バドミントン
ルール・班編成・審判方法を理解し、試合を円滑に運営で
きる
基礎技能（ハイクリア，ドロップ，ドライブ，スマッシュ
，ヘアピン．フライトサービス，サーブレシーブ）を修得
し、試合で実践できる

7週 バドミントン
8週 バドミントン
9週 バドミントン
10週 バドミントン
11週 バドミントン
12週 バドミントン

13週 持久走 4．持久走
長距離走の特性を理解し、駅伝大会で実践できる

14週 バドミントン
15週 バドミントン
16週 バドミントン・スキルテスト

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワーク
科目基礎情報
科目番号 0123 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント等
担当教員 林 和彦
到達目標
1. 1年生においては、高専で学ぶ専門科目の概要を把握し、確固とした目標を持ち、技術者像を明確にイメージする。
2. コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について、2年生においては認識し、3年生におい
ては理解し、4,5年生においては活用することができる．
3. 主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力に
ついて、2年生においてはその必要性を認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては必要に応じて発揮できる．
4. 創成能力やエンジニアリングデザイン能力を2年生においては認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては活用することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない

評価項目2

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用が適切にできる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができない

評価項目3
創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用が適切にでき
る

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができる

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点
在学期間中に同じテーマは最長で2年間まで選択できますが、可能な限り多くのテーマに取り組む方が学習効果が上がり
ます。また、テーマによっては1回だけ選択できるテーマもありますので、担当教員に確認して下さい。テーマ内容につ
いては、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。（※）テーマによっては、中間試験および期末試
験および学年末試験を行う．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

2週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

3週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

4週 チーム編成，個別ガイダンス 各テーマごとに分かれて，課題設定と課題解決プロセスを
理解する。

5週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

6週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表

- 144-



14週 レポート作成と活動内容の振り返り レポート作成：発表会後，活動成果としてレポートを作成
する．

15週 期末試験（※）

16週 レポート提出と後期の活動のための計画立案
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

後期

1週 活動内容の目標の確認
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

2週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

3週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

4週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

5週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

6週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

7週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

8週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表

14週 振り返りとレポート作成 レポート作成：後期は1年間の活動内容を総括してレポート
を作成する．

15週 学年末試験（※）
16週 レポート提出

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 20 30 0 50
分野横断的能力 0 0 0 20 30 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語
科目基礎情報
科目番号 0124 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 鈴木佑治『プロジェクト発信型英語 Volume 1』（南雲堂）
担当教員 冨村 憲貴
到達目標
1. 自分の考えを英語でプレゼンテーションできること
2. 英語プレゼンテーションのためのリサーチができること
3. 英語で質疑応答できること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の考えや感情を英語で適切に
表現できる

自分の考えや感情を英語で表現で
きる

自分の考えや感情を英語で表現で
きない

評価項目2 英語プレゼンテーションのための
リサーチが適切に行える

英語プレゼンテーションのための
リサーチが行える

英語プレゼンテーションのための
リサーチが適切に行えない

評価項目3 英語で適切に質疑応答できる 英語で質疑応答できる 英語で適切に質疑応答できない
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 これまでに学習した英語の文法，語彙等をアクティベートするため，英語でプレゼンテーション活動を行う。本授業は

就職と進学に関連し，コミュニケーション力を高めることができる。
授業の進め方と授業内
容・方法 演習を基本とする。

注意点

授業にはテキスト・辞書を必ず持参すること。学生諸君が英語を使う時間が多く取られるので，積極的に取り組み，疑
問点は遠慮無く質問するよう期待する。

【カリキュラムの中での位置づけ】
1～4学年の英語関連科目で学んだ内容および技能を基礎に，さらに英語力を伸ばすための科目。
【先行して理解する必要のある科目】
コミュニケーション英語I，II，英語表現I，II，英語（4年選択科目）
【同時に学ぶ科目】
なし
【ＥＳＤとの関連 （教育目標）】
（ESD1）
テキストの演習を通して，英語でのコミュニケーション能力を高めることで，他文化の人々と協力して行動するための
素養を身につける。
【評価方法と基準】
JABEE合格基準：60%以上
前期中間試験17.5%+前期期末試験17.5%+後期中間試験17.5%+後期期末試験17.5%+ ポートフォリオ
30%=100%(100点)
60％以上を合格とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 Unit 1 学生同士がコミュニケーションする雰囲気を作ることがで
きる

2週 Unit 2 英語で自分の好きなことについて話すことができる
3週 Unit 3 リサーチについて理解できる
4週 Unit 4 ミニ・プロジェクトの切り口を考えることができる

5週 Unit 5 ミニ・プロジェクトの切り口を選んでテーマを決め、リサ
ーチできる

6週 Unit 6, 7 ミニ・プロジェクトのリサーチを進め、中間プレゼンテー
ションのスライドを作ることができる

7週 中間試験
8週 試験結果返却・説明
9週 Unit 10 割り込みと繰り返しを用いた質疑応答ができる
10週 Unit 11 確認と説明を用いた質疑応答ができる
11週 Unit 12 期末プレゼンテーションの概要をまとめることができる
12週 Unit 13 期末プレゼンテーションの原稿を作ることができる
13週 Unit 14 期末プレゼンテーションの原稿を作ることができる
14週 Unit 15 期末プレゼンテーションのスライドを作ることができる
15週 期末試験
16週 試験結果返却・説明

後期

1週 Unit 16 リサーチの構成要素を理解できる
2週 Unit 17 インタビューの原案を作ることができる
3週 Unit 18 アンケートの原案を作ることができる
4週 Unit 19 マルチメディア資料のサマリーを作ることができる
5週 Unit 20 マルチメディア資料のサマリーを発表することができる
6週 Unit 21 中間プレゼンテーションの原稿を作ることができる
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7週 Unit 22 中間プレゼンテーションのスライドを作ることができる
8週 中間試験
9週 試験結果返却・説明

10週 Unit 23 パラグラフリーディングの技術を用いて、パラグラフのメ
インアイデアを取り出すことができる

11週 Unit 24 パラグラフリーディングの技術を用いて、パラグラフのメ
インアイデアを取り出すことができる

12週 Unit 25, 26 パラグラフリーディングの技術を用いて、文章のサマリー
を作成できる

13週 Unit 27 最終プレゼンテーションのアウトラインを作ることができ
る

14週 Unit 27 最終プレゼンテーションの原稿とスライドを作ることがで
きる

15週 学年末試験
16週 試験結果返却・説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ドイツ語
科目基礎情報
科目番号 0125 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 高橋亮介、川名真矢『アプライゼ　伝え合うドイツ語』朝日出版社
担当教員 西谷 明子
到達目標
1. ドイツ語であいさつ、自己紹介ができる。
2. ドイツ語で簡単な日常会話ができる。
3. ドイツ語で簡単な質問をし、答えることができる。
4. 辞書を使って簡単な文を読み、作文することができる。
5. ドイツ語のつづりと発音の法則を理解し、発音したり聞き取ったりできる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 ドイツ語であいさつ，自己紹介が
適切にできる。

ドイツ語であいさつ，自己紹介が
できる。

ドイツ語であいさつ，自己紹介が
できない。

評価項目2 ドイツ語で簡単な日常会話が適切
にできる。

ドイツ語で簡単な日常会話ができ
る。

ドイツ語で簡単な日常会話ができ
ない。

評価項目3 ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることが適切にできる。

ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることができる。

ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることができない。

評価項目4 辞書を使って簡単な文を読み，作
文することが適切にできる。

辞書を使って簡単な文を読み，作
文することができる。 辞書を使うことができない。

評価項目5
ドイツ語のつづりと発音の法則を
適切に理解し、発音したり聞き取
ったりできる。

ドイツ語のつづりと発音の法則を
理解し、発音したり聞き取ったり
できる。

ドイツ語のつづりと発音の法則を
理解していない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 入門的な文法を習得した学生を対象とする。初級ドイツ語文法と簡単な日常会話を習得する。また，ドイツ語圏の歴史

や文化についても理解を深める。
授業の進め方と授業内
容・方法 教科書及び付属のCD、DVDを用いた講義。ペアワークによる会話練習。スマートフォンを用いた小テストを行う。

注意点 授業には毎回必ず辞書を持参すること。授業中でも授業後でも，質問があれば受け付ける。ペアワークへの積極的な参
加を求める。課題、提出物はすべて100点満点で採点し、学期末の成績に含める。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 復習小テスト 4年生の内容の復習（持ち込み不可）
2週 Lektion 5 3・4格支配の前置詞について理解できる

3週 Lektion 5 前置詞の熟語的用法、前置詞と代名詞の融合形が理解でき
る

4週 Lektion 5 接続詞を使うことができる
5週 Lektion 6 話法の助動詞könnenを使うことができる

6週 Lektion 6 話法の助動詞を使って義務や許可、禁止について表現でき
る

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 Lektion 6 未来形を使うことができる
10週 Lektion 6 分離動詞、非分離動詞を使うことができる
11週 Lektion 6 列車の時刻表を見ながら会話ができる
12週 Lektion 7 動詞の過去基本形、過去人称変化が理解できる
13週 Lektion 7 過去のことについて会話できる
14週 まとめと復習 動詞と冠詞の変化が理解できる、発音の規則が理解できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 復習小テスト 前期の内容が理解できている

2週 Lektion 7 過去分詞をつくることができる、現在完了形について理解
できる

3週 Lektion 7 現在完了形を使って会話ができる
4週 Lektion 8 形容詞の格変化が理解できる
5週 Lektion 8 形容詞の付加語的用法を使って会話ができる
6週 Lektion 8 形容詞の比較級・最上級が理解できる
7週 Lektion 8 形容詞の比較級・最上級を使って会話ができる
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 Lektion 9 zu不定詞の用法を理解できる
11週 Lektion 9 zu不定詞を使って会話ができる
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12週 Lektion 9 現在分詞と過去分詞の用法が理解できる
13週 Lektion 9 非人称esの用法が理解できる
14週 まとめと復習
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 10 0 20 0 100
基礎的能力 70 0 10 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 中国語
科目基礎情報
科目番号 0126 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材  相原茂・陳淑梅・飯田敦子「日中いぶこみ交差点」（朝日出版社）
担当教員 香村 慶太
到達目標
１．4年生で学習した内容復習し，そのうえで応用表現を習得することで，会話の幅を広げます。
２．中国の社会・文化に関する様々な話題を取り上げ，中国についての理解を深めます。
３．練習問題を通じて，中国語の読解力や理解力を高めます。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
4年生で学習した内容を復習し
，そのうえで応用表現を習得する
ことで，適切に会話の幅を広け
゙ることができる

4年生で学習した内容を復習し
，そのうえで応用表現を習得する
ことで，会話の幅を広げるこ
とができる

4年生で学習した内容を復習し
，そのうえで応用表現を習得する
ことで，会話の幅を広げるこ
とができない

評価項目2
中国の社会・文化に関する様々な
話題を取り上げ，中国について
適切な理解を深めることができる

中国の社会・文化に関する話題を
取り上げ，中国について理解がで
きる

中国の社会・文化に関する話題を
取り上げ，中国について理解がで
きない

評価項目3
練習問題を通じて，中国語の読解
力や理解力を適切に高めることが
できる

練習問題を通じて，中国語の読解
力や理解力を高めることができる

練習問題を通じて，中国語の読解
力や理解力を高めることができな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 この授業では，基礎となる中国語の文法・会話表現を復習しながら，より高度な表現を習得することで，一定程

度の実力をつけさせる。す。
授業の進め方と授業内
容・方法 発音方法、文型模倣練習法、模倣記憶返複法などを必要に合わせて応用する。

注意点 試験前にまとめて勉強するのではなく，普段の授業を大切に，しっかり知識の基盤を築くことを期待する。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 第１１課-①② 本文・助動詞“要”・主述述語文
2週 第１１課-③④ 比較の言い方・前置詞の“”
3週 第１２課-①② 本文・助動詞“可以”
4週 第１２課-③④⑤ 方向補語・連動文・お金の言い方
5週 第1３課-①② 本文・“怎么”・前置詞の“离”“从”“往”
6週 復習
7週 中間試験
8週 第1３課-③④⑤ 助動詞の“得”・動詞の“在”・動詞のあとの“了”
9週 第1４課-①② 本文・年月日と曜日の言い方・“快～了”
10週 第1４課-③④⑤　 “了”・“跟”・“一～一”
11週 第1５課-①② 本文・時刻の言い方・時間量の言い方
12週 第1５課-③④ 禁止表現“别”・“挺”
13週 第1６課-①② 本文・助動詞の“会”・結果補語
14週 復習
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 第１６課-③④ “不”と“没”・方位詞
2週 第１７課-①② 本文・助動詞の“能”・前置詞の“在”
3週 第１７課-③④ “再”・可能補語
4週 第１８課-①② 本文・態様補語と程度補語・前置詞の“用”
5週 第1８課-③④ “一下”・二重目的語をとる動詞
6週 復習
7週 中間試験
8週 第1９課-① 本文・“有点儿”と“一点儿”
9週 第1９課-②③ 進行の表し方・“是～的”
10週 第１９課-④⑤ “”使役文・“～着”
11週 第２０課-① 本文・“吧”構文
12週 第２０課-② “被”構文
13週 第２０課-③④ 存現文・“祝”祈る言葉
14週 復習
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明
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評価割合
試験 課題 授業参加度 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 10 10 10 0 0 100
基礎的能力 70 10 10 10 ０ 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ハングル
科目基礎情報
科目番号 0127 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 木内明著『基礎から学ぶ韓国語講座（初級）改訂版』国書刊行会、木内明著『基礎から学ぶ韓国語講座（中級）改訂版
』国書刊行会

担当教員 李 政樹
到達目標
１．動詞・形容詞等の活用ができる。
２．簡単な作文ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 動詞・形容詞等の活用が適切にで
きる 動詞・形容詞等の活用ができる 動詞・形容詞等の活用ができない

評価項目2 簡単な作文が適切にできる 簡単な作文ができる 簡単な作文ができない
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 １年間学習した者を対象にする。２年間の学習でハングル能力検定試験５級の合格程度の力をつける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする

注意点 欠席の場合は後日の授業に多大な支障が生じるため，欠席は絶対にしないこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 基礎編(第1課～7課)の内容の復習　　　　　第9課．それ
は1万ウォンです

文字編（子音と母音）の復習 　　　          基本挨拶　　　
　　　　　　　　                  体言＋です、漢数詞の学習

2週 第１課～第3課の復習、　　　　　　　　　    第9課．それ
は1万ウォンです　　　　　　 体言＋です、漢数詞の学習

3週 第4課～第6課の復習、   　　　　　          第10課．今、
何時ですか　 いくつ、固有数詞と時刻の読み方

4週 第7課・第8課復習、   　　　　　　　　      　第10課．今
、何時ですか　　　　　　　　 いくつ、固有数詞と時刻の読み方

5週 第11課．日本語を話されますか 敬語

6週 第12課．そんなに遠くありません            第9課～12課の
復習 用言の否定、～するといい

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 第13課．いつ韓国に来ましたか 用言・敬語の過去形
10週 第14課．民俗村に一緒に行きましょう 勧誘表現、何の～
11週 第15課．パーティーの準備をしています 現在進行形、丁寧な命令形１
12週 第16課．何も食べられませんでした 可能表現、不可能表現
13週 第17課．陶磁器が見たいです 希望表現、丁寧な命令形２
14週 第13課～第17課の復習 既習内容の確認・まとめ
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 第9課～第11課の復習、                           第18課．写真
を撮ってもいいですか 許しの表現、禁止表現

2週 第12課～第14課の復習、                           第18課．写
真を撮ってもいいですか 許しの表現、禁止表現

3週 第15課～第17課の復習、                         第19課．帰国
しなければなりません 義務表現、意志表現

4週 第19課．帰国しなければなりません
第20課．手紙を書きますよ 義務表現、意志表現

5週 第20課．手紙を書きますよ            　     初級内容のまと
め

義務表現、意志表現                            既習内容の確認・
まとめ

6週 『基礎から学ぶ韓国語講座（中級）改訂版』　　　　　　
　　　　　　　　第1課．遅れて申し訳ありません 動作の原因、様態、並列

7週 初級第18課～20課、中級第1課の復習 既習内容の確認・まとめ
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 第2課．この背の高い人がご主人ですか 形容詞の現在連体形

11週 第3課．付き合っている人はいませんでした 動詞、存在詞の現在連体形　　　　　　　  動詞、存在詞の
過去連体形

12週 第4課．通いながらずっと学びましたが　　　 動詞、存在詞の現在連体形　　　　　　　  動詞、存在詞の
過去連体形
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13週 第5課．どこに行くつもりですか 動詞、存在詞の未来連体形　　　　         ～してみる
14週 中級第2課～第５課の復習
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 経営工学
科目基礎情報
科目番号 0128 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 自作テキスト
担当教員 岩本 英久
到達目標
1.経営工学の意義および企業の生産活動を理解すること
2生産活動のとらえ方を理解すること
3.生産方式を理解すること
4.設備の配置方法について理解すること
5.在庫管理に関する手法で計算できること
6.工程分析の概要を理解し，動作経済の原則を理解すること
7.作業分析を理解し，動作分析手法を活用できるようになること
8.作業測定の概要を理解すること
9.品質管理問題を解決するための７つのポイントを理解すること
10.品質管理における7つのデータ整理法を活用できるようになること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
経営工学の意義、企業の生産活動
および生産方式を適切に理解でき
る。

経営工学の意義、企業の生産活動
および生産方式を理解できる。

営工学の意義、企業の生産活動お
よび生産方式を理解できない。

評価項目2 工程計画および日程計画を適切に
理解し、立案できる。

工程計画および日程計画を理解で
きる。

工程計画および日程計画を理解で
きない。

評価項目3
在庫管理問題、品質管理とくに管
理図法について適切に理解し、活
用できる。

在庫管理問題、品質管理とくに管
理図法について理解できる。

在庫管理問題、品質管理とくに管
理図法について理解できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

　労働生産性を維持し、向上させるために、生産方式の改善等の手法や生産方式を理解することは重要である。本講義
では、製品の受注から加工・組立・検査などを経て製品となって発送される全工程における生産活動に関して効率よい
システムを設計するための考え方や手法を学ぶ。また、品質管理等においては管理図法についても解説する。本授業は
就職や就職後の業務に関連する。また、進路や人間力向上に関連するトピックスは適宜、紹介する。経営工学的知識を
養うことで，自分たちが生活する社会が持続的に発展するように貢献できる能力を身につける．

授業の進め方と授業内
容・方法

講義を基本とする。
1.経営工学の概要
2.企業における生産活動
3.工程計画（順序付け問題）
4日程計画（アローダイアグラムとPERT)
5.在庫管理問題（発注点法、定期発注法）
6.品質管理（７つのデータ法及び管理図法）
この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポート・課題などを実施する。

注意点 　分からないところや疑問点を残さないように講義中は言うに及ばず随時教員のところに質問に行き，分からないとこ
ろや疑問点を無くして次の講義に望むこと。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 経営工学の概要および本講義の内容説明 経営工学の概要を理解できる。
2週 企業における生産活動 企業における生産活動を理解できる。
3週 生産管理における生産活動の捉え方 生産管理における生産活動の捉え方を理解できる。
4週 生産方式の区分とその変遷 生産方式の区分とその変遷を理解できる。
5週 設備の配置計画 設備の配置計画を理解し、活用できる。
6週 資材の調達における在庫管理問題 在庫管理問題を理解し、活用できる。
7週 中間試験 60%以上の評価を得る。
8週 答案返却・解答説明 振り返り、不足部分を補完できる。

9週 インダストリアルエンジニアリングの概要 インダストリアルエンジニアリングを理解し、活用できる
。

10週 工程分析と動作経済の原則 動作経済の原則を理解しつつ、工程分析を理解し、活用で
きる。

11週 作業分析，動作分析 作業分析，動作分析を理解し、活用できる。
12週 標準時間のための作業測定 作業測定を理解できる。
13週 品質管理問題解決の７つポイント ７つポイントを理解できる。
14週 品質管理における７つのデータ整理法 ７つのデータ整理法を理解し、活用できる。
15週 期末試験 ６０％以上の評価を得る。
16週 答案返却・解答説明 振り返り、不足部分を補完できる。

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 100 0 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 100 0 0 0 0 0 100
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分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 制御工学
科目基礎情報
科目番号 0129 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 添田,中溝共著 「自動制御の講義と演習」 （日新出版）
担当教員 山田 祐士
到達目標
1.自動制御の定義と種類を説明できる。
2.フィードバック制御の概念と構成要素を説明できる。
3.基本的な関数のラプラス変換と逆ラプラス変換を求めることができる。
4.伝達関数を用いたシステムの出入力ができる。
5.ブロック線図を用いたシステムの表現方法が理解できる。
6.システムの周波数特性について、 ボード線図を用いて説明できる。
7.特性方程式を用いた安定判別法について説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
ラプラス変換を用いてどんな微分
方程式からでも伝達関数を求める
ことができる。

微分方程式から基本的なラプラス
変換を用いて伝達関数を求めるこ
とができる。

ラプラス変換をすること，または
伝達関数を求めることができない
。

評価項目2
動的システム表現の説明を詳しく
することができ，過渡および定常
応答に関する応用計算をすること
ができる

動的システム表現の説明ができ
，過渡および定常応答に関する計
算をすることができる

動的システム表現の説明ができな
い．または，過渡および定常応答
に関する計算をすることができな
い。

評価項目3
周波数応答と安定性について詳し
く説明することができ，関連した
応用計算ができる

周波数応答と安定性について説明
することができ，関連した計算が
できる

周波数応答と安定性について説明
や計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 自動制御の基礎となる事項についてを学ぶ．古典制御理論を用いた制御系の設計のために必要となる数学的手法や伝達

関数など，制御理論の基礎内容を中心にその理解を目的とする．
授業の進め方と授業内
容・方法

講義及び演習を基本とする．この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習として,小テストを実施または,課題レポー
トを課す．

注意点 講義中に生じた分からないところを残して，次の講義へ望むことの無いようにしてください．質問がある場合には，放
課後に教員室まで来てください．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 制御工学概論 自動制御の定義と種類を説明できる。
2週 自動制御の分類 フィードバック制御の概念と構成要素を説明できる。
3週 ラプラス変換 基本的な関数のラプラス変換を求めることができる。
4週 ラプラス逆変換 基本的な関数の逆ラプラス変換を求めることができる。
5週 伝達関数 伝達関数を用いたシステムの出入力ができる。
6週 システムの応答 制御系の様々な応答について説明できる。
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 過渡応答 制御系の過渡特性について説明できる。
10週 ブロック線図 ブロック線図を用いたシステムの表現方法が理解できる。
11週 等価変換 ブロック線図を等価変換により簡略化ができる。
12週 周波数応答 システムの周波数特性について説明できる。
13週 安定性 特性方程式を用いた安定判別法について説明できる。
14週 定常応答 制御系の定常特性について説明できる。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 授業参画 合計

総合評価割合 70 30 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 30 0 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 工学実験
科目基礎情報
科目番号 0130 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 4
教科書/教材 自作テキスト
担当教員 西坂 強,野村 高広,上寺 哲也,國安 美子,高田 一貴,野波 諒太
到達目標
１．機械工学分野における各種試験及び実験法を習得し，得られた結果の解析・考察ができること。
２．自立して各種試験及び実験を計画的に進め，期限内にレポートを提出すること。
３．各種試験及び実験をチームワークで実施し，リーダーシップを発揮すること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
機械工学分野における各種試験及
び実験法をより良く習得し，得ら
れた結果の解析・考察が十分にで
きること。

機械工学分野における各種試験及
び実験法を習得し，得られた結果
の解析・考察ができること。

機械工学分野における各種試験及
び実験法を習得できず，得られた
結果の解析・考察ができない。

評価項目2
自立して各種試験及び実験を計画
的に進め，期限内に良く考察した
レポートを提出すること。

自立して各種試験及び実験を計画
的に進め，期限内にレポートを提
出すること。

自立して各種試験及び実験を計画
的に進めることができず，期限内
にレポートを提出することができ
なし。

評価項目3
各種試験及び実験をチームワーク
で効率的に実施し，リーダーシッ
プ率先して発揮すること。

各種試験及び実験をチームワーク
で実施し，リーダーシップを発揮
すること。

各種試験及び実験を実施できない
。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
種々の機械，試験機および測定器の構造ならびにその取扱い方法を習得するとともに，実験によって得られた結果をも
とにして，その現象の考察を行うなどの一連の作業を学習し，将来，実験・研究を行うことのできる基礎的な能力を養
う。本実習は就職に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法

４つの部門毎に４週にわたって４～５つの実験テーマについて，学生約５～１０名のグループに分けて実験を行い，各
週毎にレポートを課す。

注意点

工学実験は座学で学ぶ物理現象の数少ない体験学習の機会である。積極的に参加して，得られた結果について独自の考
察を加えてほしい。質問がある場合には，放課後やオフィスアワーを利用して積極的に質問にくること。事前に実験の
テキストに目を通し，疑問点を明確にしておく。実験内容を理解する。理解できない点は適宜質問する。実験を行った
その日の内に，関連する課題，考察， データ整理および感想を書く。分からない部分については図書館等で調べ，早め
にレポートを仕上げる。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 金属材料・材料力学に関連する実験（硬度試験・引張試験
・シャルピー衝撃試験・ねじり試験・顕微鏡組織観察）

機械工学分野における各種試験及び実験法を習得し，得ら
れた結果の解析・考察ができること。自立して各種試験及
び実験を計画的に進め，期限内にレポートを提出すること
。各種試験及び実験をチームワークで実施し，リーダーシ
ップを発揮すること。

2週 金属材料・材料力学に関連する実験（硬度試験・引張試験
・シャルピー衝撃試験・ねじり試験・顕微鏡組織観察）

機械工学分野における各種試験及び実験法を習得し，得ら
れた結果の解析・考察ができること。自立して各種試験及
び実験を計画的に進め，期限内にレポートを提出すること
。各種試験及び実験をチームワークで実施し，リーダーシ
ップを発揮すること。

3週 金属材料・材料力学に関連する実験（硬度試験・引張試験
・シャルピー衝撃試験・ねじり試験・顕微鏡組織観察）

機械工学分野における各種試験及び実験法を習得し，得ら
れた結果の解析・考察ができること。自立して各種試験及
び実験を計画的に進め，期限内にレポートを提出すること
。各種試験及び実験をチームワークで実施し，リーダーシ
ップを発揮すること。

4週 金属材料・材料力学に関連する実験（硬度試験・引張試験
・シャルピー衝撃試験・ねじり試験・顕微鏡組織観察）

機械工学分野における各種試験及び実験法を習得し，得ら
れた結果の解析・考察ができること。自立して各種試験及
び実験を計画的に進め，期限内にレポートを提出すること
。各種試験及び実験をチームワークで実施し，リーダーシ
ップを発揮すること。

5週
熱工学に関する実験（自然対流熱伝達）
・浮力による自然対流の発生、現象の把握
・自然対流の評価に用いられる無次元数の理解と実験デー
タの整理

機械工学分野における各種試験及び実験法を習得し，得ら
れた結果の解析・考察ができること。自立して各種試験及
び実験を計画的に進め，期限内にレポートを提出すること
。各種試験及び実験をチームワークで実施し，リーダーシ
ップを発揮すること。

6週
熱工学に関する実験（自然対流熱伝達）
・浮力による自然対流の発生、現象の把握
・自然対流の評価に用いられる無次元数の理解と実験デー
タの整理

機械工学分野における各種試験及び実験法を習得し，得ら
れた結果の解析・考察ができること。自立して各種試験及
び実験を計画的に進め，期限内にレポートを提出すること
。各種試験及び実験をチームワークで実施し，リーダーシ
ップを発揮すること。

7週
熱工学に関する実験（強制対流伝熱）に関連する実験
・自然対流熱伝達との差異
・実験データの整理と評価（ヌセルト数のレイノルズ数依
存性評価）

機械工学分野における各種試験及び実験法を習得し，得ら
れた結果の解析・考察ができること。自立して各種試験及
び実験を計画的に進め，期限内にレポートを提出すること
。各種試験及び実験をチームワークで実施し，リーダーシ
ップを発揮すること。

- 157-



8週
熱工学に関する実験（強制対流伝熱）に関連する実験
・自然対流熱伝達との差異
・実験データの整理と評価（ヌセルト数のレイノルズ数依
存性評価）

機械工学分野における各種試験及び実験法を習得し，得ら
れた結果の解析・考察ができること。自立して各種試験及
び実験を計画的に進め，期限内にレポートを提出すること
。各種試験及び実験をチームワークで実施し，リーダーシ
ップを発揮すること。

9週 流体工学に関連する実験（水力学総合実験，空気力学総合
実験）

機械工学分野における各種試験及び実験法を習得し，得ら
れた結果の解析・考察ができること。自立して各種試験及
び実験を計画的に進め，期限内にレポートを提出すること
。各種試験及び実験をチームワークで実施し，リーダーシ
ップを発揮すること。

10週 流体工学に関連する実験（水力学総合実験，空気力学総合
実験）

機械工学分野における各種試験及び実験法を習得し，得ら
れた結果の解析・考察ができること。自立して各種試験及
び実験を計画的に進め，期限内にレポートを提出すること
。各種試験及び実験をチームワークで実施し，リーダーシ
ップを発揮すること。

11週 流体工学に関連する実験（水力学総合実験，空気力学総合
実験）

機械工学分野における各種試験及び実験法を習得し，得ら
れた結果の解析・考察ができること。自立して各種試験及
び実験を計画的に進め，期限内にレポートを提出すること
。各種試験及び実験をチームワークで実施し，リーダーシ
ップを発揮すること。

12週 流体工学に関連する実験（水力学総合実験，空気力学総合
実験）

機械工学分野における各種試験及び実験法を習得し，得ら
れた結果の解析・考察ができること。自立して各種試験及
び実験を計画的に進め，期限内にレポートを提出すること
。各種試験及び実験をチームワークで実施し，リーダーシ
ップを発揮すること。

13週
機械工作・計測工学に関連する実験（普通旋盤の精度検査
・三次元測定器・三次元造型機・マシニングセンタのNC位
置決め精度検査）

機械工学分野における各種試験及び実験法を習得し，得ら
れた結果の解析・考察ができること。自立して各種試験及
び実験を計画的に進め，期限内にレポートを提出すること
。各種試験及び実験をチームワークで実施し，リーダーシ
ップを発揮すること。

14週
機械工作・計測工学に関連する実験（普通旋盤の精度検査
・三次元測定器・三次元造型機・マシニングセンタのNC位
置決め精度検査）

機械工学分野における各種試験及び実験法を習得し，得ら
れた結果の解析・考察ができること。自立して各種試験及
び実験を計画的に進め，期限内にレポートを提出すること
。各種試験及び実験をチームワークで実施し，リーダーシ
ップを発揮すること。

15週
機械工作・計測工学に関連する実験（普通旋盤の精度検査
・三次元測定器・三次元造型機・マシニングセンタのNC位
置決め精度検査）

機械工学分野における各種試験及び実験法を習得し，得ら
れた結果の解析・考察ができること。自立して各種試験及
び実験を計画的に進め，期限内にレポートを提出すること
。各種試験及び実験をチームワークで実施し，リーダーシ
ップを発揮すること。

16週
機械工作・計測工学に関連する実験（普通旋盤の精度検査
・三次元測定器・三次元造型機・マシニングセンタのNC位
置決め精度検査）

機械工学分野における各種試験及び実験法を習得し，得ら
れた結果の解析・考察ができること。自立して各種試験及
び実験を計画的に進め，期限内にレポートを提出すること
。各種試験及び実験をチームワークで実施し，リーダーシ
ップを発揮すること。

評価割合
期限点 取組点 内容点 合計

総合評価割合 20 30 50 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 20 30 50 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ナノテクノロジー
科目基礎情報
科目番号 0131 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 日本学術振興会（編）　「基礎からわかるナノデバイス」（コロナ社）、及び、自作電子化資料
担当教員 山田 宏
到達目標
１．ｎｍスケール領域における科学技術を、体系的に説明できる。
２．微小マシン（ＭＥＭＳ）技術の原理や特長、デバイスプロセスを説明できる。
３．安全・環境に関わるナノリスクと、その主な対応策を説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
ｎｍスケール領域における科学技
術を、体系的に適切に説明できる
。

ｎｍスケール領域における科学技
術を、体系的に説明できる。

ｎｍスケール領域における科学技
術を、体系的に説明できない。

評価項目2
微小マシン（ＭＥＭＳ）技術の原
理や特長、デバイスプロセスを適
切に説明できる。

微小マシン（ＭＥＭＳ）技術の原
理や特長、デバイスプロセスを説
明できる。

微小マシン（ＭＥＭＳ）技術の原
理や特長、デバイスプロセスを説
明できない。

評価項目3
安全・環境に関わるナノリスクと
、その主な対応策を適切に説明で
きる。

安全・環境に関わるナノリスクと
、その主な対応策を説明できる。

安全・環境に関わるナノリスクと
、その主な対応策を説明できない
。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
ナノテクノロジーに秘められた基本的原理の理解に主眼を置いて学修し、今後の新たな技術開発を主導して行く基礎的
応用能力を養うことを目的とする。
本校の教育基盤である「全科目ＥＳＤ（持続発展教育）」による素養を基に、技術者として実践できる視野を身に付け
させる。

授業の進め方と授業内
容・方法

授業では、主要なナノテクノロジーを詳細に講義するが、特に機械・電気工学の融合領域に相当する微小マシン
（ＭＥＭＳ）関連技術に重点を置くと共に、ナノリスクと称される、ｎｍスケールでの安全環境確保の知識等について
も講義する。
プロジェクターを用いて、内容の視覚的な理解が進むように講義する。
この科目は学習単位科目のため，事前・事後学習としてレポートや小テストなどを実施します。

注意点

担当教員が大学院付置研究所と企業研究開発実用化研究所で本務として来た、化学物理・ナノデバイス・プロセスの研
究開発実用化事例を教材にした、実学も取り入れて講義します。
また、担当教員が連続応募・採択されて来た「高エネ研（ＫＥＫ）大学等連携支援事業（先端工学技術開発を志向した
高度人材育成支援事業）」で開講した、「先端工学」や「先端工学（修養）特講」で充実を図った電子化教材を一部取
り入れ、最先端の工学を教授します。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ナノテクノロジーの概要
ナノ物質（概論） ナノテクノロジーの概要等を理解し説明できる

2週 ナノ構造技術（概論）
（ＭＥＭＳ・ＢｉＣＭＯＳ－ＳＩＭＯＸウェハ実物観照） ナノ構造技術（概論）等を理解し説明できる

3週 ナノテクノロジー応用（概論）
（量子・スピン・光等の応用展開） ナノテクノロジー応用（概論）等を理解し説明できる

4週 ナノ物質(材料)　（グラフェンやフラーレン等、全８項目
）

ナノ物質(材料)　（グラフェンやフラーレン等、全８項目
）等を理解し説明できる

5週 ナノ物質(材料)　（デンドリマー、ナノポーラス材料等、
全７項目）

ナノ物質(材料)　（デンドリマー、ナノポーラス材料等、
全７項目）等を理解し説明できる

6週 ナノ物質(材料)　（メゾスコピック材料、ナノガラス等、
全１０項目）

ナノ物質(材料)　（メゾスコピック材料、ナノガラス等、
全１０項目）等を理解し説明できる

7週 中間試験
8週 中間試験解答説明と補講

9週 ナノ構造技術　（ナノリソグラフィーやナノプロービング
、近接場光学等、全９項目）

ナノ構造技術　（ナノリソグラフィーやナノプロービング
、近接場光学等、全９項目）等を理解し説明できる

10週 ナノ構造技術　（マイクロ・ナノマシンやナノマニピュレ
ータ、ナノシミュレーション等、全１０項目）

ナノ構造技術　（マイクロ・ナノマシンやナノマニピュレ
ータ、ナノシミュレーション等、全１０項目）等を理解し
説明できる

11週 ナノテクノロジー応用　（ナノ・分子デバイスや量子ドッ
ト、スピントロニクス等、全１３項目）

ナノテクノロジー応用　（ナノ・分子デバイスや量子ドッ
ト、スピントロニクス等、全１３項目）等を理解し説明で
きる

12週 ナノテクノロジー応用　（ナノフォトニクスやナノバイオ
テクノロジー等、全１３項目）

ナノテクノロジー応用　（ナノフォトニクスやナノバイオ
テクノロジー等、全１３項目）等を理解し説明できる

13週 ナノテクノロジー応用　（ナノバーコードやナノ光触媒等
、全１１項目）

ナノテクノロジー応用　（ナノバーコードやナノ光触媒等
、全１１項目）等を理解し説明できる

14週 ナノリスクとナノテクノロジーの新展開
期末試験

ナノリスクとナノテクノロジーの新展開等を理解し説明で
きる

15週 期末試験解答説明と補講
16週

評価割合
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試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 50 0 0 0 0 50 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 50 0 0 0 0 50 100
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 システム工学
科目基礎情報
科目番号 0132 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 自作テキスト
担当教員 岩本 英久
到達目標
1.問題定義、問題の分類、問題構造について理解すること
2.クラスタリング手法について理解し，活用できるようになること
3.意味ネットワーク手法について理解し，活用できるようになること
4.有限オートマトン手法について理解し，活用できるようになること
5.故障関連樹，人工生命手法について理解し，活用できるようになること
6.プロダクションルール手法について理解し，活用できるようになること
7.信頼度に関する手法について理解し，活用できるようになること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 問題定義、問題の分類、問題構造
について適切に理解できる

問題定義、問題の分類、問題構造
について理解できる

問題定義、問題の分類、問題構造
について理解していない

評価項目2
クラスタリング手法や有限オート
マトン手法について適切に理解し
，活用できる

クラスタリング手法や有限オート
マトン手法について理解し，活用
できる

クラスタリング手法や有限オート
マトン手法について理解し，活用
できない

評価項目3
故障関連樹や信頼度に関する手法
について適切に理解し，活用でき
る

故障関連樹や信頼度に関する手法
について理解し，活用できる

故障関連樹や信頼度に関する手法
について理解し，活用できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
　システムの内容を最も良く達成するために、対象となるシステムの構成要素、組織構造、情報の流れ、制御機構など
を分析して設計する。おもに、システムのモデリングとその分析に付いて学び、システムの信頼性や最適化の方法論に
付いても学習する。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義を基本とする。
1.問題定義、問題の分類、問題構造について
2.クラスタリング手法について
3.意味ネットワーク手法について
4.有限オートマトン手法について
5.故障関連樹，人工生命手法について
6.プロダクションルール手法について
7.信頼度に関する手法について

注意点 　分からないところや疑問点を残さないように講義中は言うに及ばず随時教員のところに質問に行き，分からないとこ
ろや疑問点を無くして次の講義に望むこと。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 システム工学の概要 システム工学の概要について理解できる
2週 システムの問題定義と問題の分類 システムの問題定義と問題の分類について理解できる

3週 問題の構造，スキーマ，グラフによる表現 問題の構造，スキーマ，グラフによる表現について理解で
きる

4週 クラスタリング クラスタリングについて理解し、活用できる
5週 意味ネットワーク 意味ネットワークについて理解し、活用できる
6週 有限オートマトン 有限オートマトンについて理解し、活用できる
7週 中間試験 ６０％以上の評価を得る
8週 答案返却・解答説明 振り返り、不足部分を補完できる
9週 ニューラルネットワーク クラスタリングについて理解し、活用できる
10週 プロダクションルール クラスタリングについて理解し、活用できる
11週 故障関連樹（FTA）1 クラスタリングについて理解し、活用できる
12週 故障関連樹（FTA）2 クラスタリングについて理解し、活用できる
13週 人工生命 クラスタリングについて理解し、活用できる
14週 システムの信頼度 クラスタリングについて理解し、活用できる
15週 期末試験 ６０％以上の評価を得る
16週 答案返却・解答説明 振り返り、不足部分を補完できる

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 100 0 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 100 0 0 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 材料力学Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0133 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 プリント
担当教員 中迫 正一
到達目標
1.曲がりはりの応力およびたわみが計算できる．
2.円形リング，フック，チェーンリンクなどの応力が計算できる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 曲がりはりの応力およびたわみが
適切に計算できる．

曲がりはりの応力およびたわみが
計算できる．

曲がりはりの応力およびたわみが
計算できない．

評価項目2
円形リング，フック，チェーンリ
ンクなどの応力が適切に計算でき
る．

円形リング，フック，チェーンリ
ンクなどの応力が計算ができる．

円形リング，フック，チェーンリ
ンクなどの応力が計算ができない
．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
機械を構成する機械要素には，円形リング，フック，チェーンリンク，ピストンリングなど軸線が無負荷の状態で曲が
っているものがある．これらの機械要素を安全に設計するためには，曲がりはりの応力およびたわみに関する知識が必
要であり，ここでは，曲がりはりの応力や変形量を求めることを学習する．
本授業は，就職に関連する．

授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする．

注意点 将来，開発・設計分野の業務に就く場合には必須となるので，熱意を持って学習に取り組んでもらいたい．
質問がある場合には，放課後やオフィスアワーを利用して積極的に質問に来ること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 曲がりはり 曲がりはりの断面係数が計算できる．
2週 曲がりはり 曲がりはりの応力が計算できる．
3週 曲がりはり 曲がりはりの応力が計算できる．
4週 曲がりはり 曲がりはりの応力が計算できる．
5週 曲がりはり 曲がりはりのたわみが計算できる．
6週 演習問題 曲がりはりのたわみが計算できる．
7週 後期中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 曲がりはり 薄肉曲がりはりの応力およびたわみが計算できる．

10週 曲がりはり カスティリアノの定理より薄肉曲がりはりのたわみが計算
できる．

11週 機械要素の設計法 円形リングの応力およびたわみが計算できる．
12週 機械要素の設計法 フックの応力が計算ができる．
13週 機械要素の設計法 チェーンリンクの応力が計算ができる．
14週 演習問題 ピストンリングの応力が計算ができる．
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 先端材料学
科目基礎情報
科目番号 0134 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 プリント
担当教員 藤崎 康博
到達目標
１．世の中の材料の分類・特徴について説明が出来ること。
２．素材・材質の新動向について説明が出来ること。
３．研究した新素材・新材料について説明が出来ること。
４．研究した新素材・新材料について説明が出来ること。
５．見学を通し、実際の新材料開発を理解すること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 世の中の材料の分類・特徴につい
て適切に説明できる。

世の中の材料の分類・特徴につい
て説明できる。

世の中の材料の分類・特徴につい
て説明できない。

評価項目2 素材・材質の新動向について適切
に説明できる。

素材・材質の新動向について説明
できる。

素材・材質の新動向について説明
できない。

評価項目3 研究した新素材・新材について適
切に説明できる。

研究した新素材・新材料について
説明できる。

研究した新素材・新材料について
説明できない。

評価項目4 研究した新素材・新材料について
適切に説明できる。

研究した新素材・新材料について
説明できる。

研究した新素材・新材料について
説明できない。

評価項目5 見学を通し、実際の新材料開発に
ついて適切に説明できる。

見学を通し、実際の新材料開発に
ついて説明できる。

見学を通し、実際の新材料開発に
ついて説明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 ２学年～４学年までに学んだ材料学に関する基礎知識をもとに，近年工業材料用に注目されている新素材・新材料につ

いて学習する。本授業は，就職に関連し，新素材・新材料に関する基礎的事項を習得することを目的する。
授業の進め方と授業内
容・方法

講義は輪講方式のプレゼンを基本とし、その討論内容についてレポートを課す。また，より深い理解を得るために、材
料開発や製造工程現場として工業技術センターを訪問し実際の新材料開発を見学する。

注意点
本科目の新素材に関して理解できない点があれば，授業中またはオフィスアワーを利用して個別に質問することが大切
である。本講義を通じて，新素材の特性や製造方法が様々な分野が関与していること理解するとともに，材料をナノレ
ベルからマクロレベルまでを幅広く把握できる能力を養ってもらいたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 設計とは、世の中の材料分類（１） 設計および世の中の材料分類とその特徴を理解する。
2週 素材・材料の新動向 素材・材料の新動向について概要を説明できる。
3週 世の中の材料分類（２） 世の中の材料分類とその特徴について概要を説明できる。

4週 新材料・新素材の研究（１）
新材料・新素材の研究について概要を説明できる。
・受講生の希望する新材料・新素材を取り上げる。
金属材料、高分子材料、セラミックス他

5週 新材料・新素材の研究（２）
新材料・新素材の研究について概要を説明できる。
・受講生の希望する新材料・新素材を取り上げる。
金属材料、高分子材料、セラミックス他

6週 新材料・新素材の研究（３）
新材料・新素材の研究について概要を説明できる。
・受講生の希望する新材料・新素材を取り上げる。
金属材料、高分子材料、セラミックス他

7週 中間試験

8週 答案返却・解答説明，新材料の研究（４）
新材料・新素材の研究について概要を説明できる。
・受講生の希望する新材料・新素材を取り上げる。
金属材料、高分子材料、セラミックス他

9週 新材料・新素材の研究（５）
新材料・新素材の研究について概要を説明できる。
・受講生の希望する新材料・新素材を取り上げる。
金属材料、高分子材料、セラミックス他

10週 新材料・新素材の研究（６）
新材料・新素材の研究について概要を説明できる。
・受講生の希望する新材料・新素材を取り上げる。
金属材料、高分子材料、セラミックス他

11週 新材料・新素材の研究（７）
新材料・新素材の研究について概要を説明できる。
・受講生の希望する新材料・新素材を取り上げる。
金属材料、高分子材料、セラミックス他

12週 新材料・新素材の研究（８）
新材料・新素材の研究について概要を説明できる。
・受講生の希望する新材料・新素材を取り上げる。
金属材料、高分子材料、セラミックス他

13週 新材料・新素材の研究（９）
新材料・新素材の研究について概要を説明できる。
・受講生の希望する新材料・新素材を取り上げる。
金属材料、高分子材料、セラミックス他

14週 工業技術センター見学 工業技術センターで、実際の新材料開発を学ぶ。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合

- 163-



試験 レポート プレゼン 合計
総合評価割合 80 10 10 100
基礎的能力 0 0 0 0
専門的能力 80 10 10 100
分野横断的能力 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 トライボロジー
科目基礎情報
科目番号 0135 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 橋本　巨　：「基礎から学ぶトライボロジー」（森北出版）
担当教員 西坂 強
到達目標
１．トライボロジーの現象を理解し，その分類と意味合いが説明出来ること．
２．固体表面の接触状態が説明できること．
３．摩擦力および摩耗理論を説明出来ること．
４．実際のトライボロジー現象を調査解析し対策案を提案できること．

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
トライボロジーの現象を理解し
，その分類と意味合いの説明が適
切に出来る

トライボロジーの現象を理解し
，その分類と意味合いの説明が出
来る

トライボロジーの現象を理解し
，その分類と意味合いの説明が出
来ない

評価項目2 固体表面の接触状態が適切に説明
できる 固体表面の接触状態が説明できる 固体表面の接触状態が説明できな

い

評価項目3 摩擦力および摩耗理論を適切に説
明出来る

摩擦力および摩耗理論を説明出来
る

摩擦力および摩耗理論を説明出来
ない

評価項目4 実際のトライボロジー現象を調査
解析し対策案を適切に提案できる

実際のトライボロジー現象を調査
解析し対策案を提案できる

実際のトライボロジー現象を調査
解析し対策案を提案できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
　トライボロジーとは，摩擦・摩耗・潤滑に関する諸現象を取り扱う工学の一分野である．本講義では、トライボロジ
ーに関する基礎的事項を修得することを目的とする．
この科目は企業でトライボロジー関連の材料開発を担当していた教員がその経験を生かし，授業を行うものである。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義は輪講方式のプレゼンを基本とし、その討論内容についてレポートを課す。また，より深い理解を得るために、ト
ライボロジーに関する研究テーマを決めて製造メーカーを訪問し、製品造りの現状課題とその対策について、調査レポ
ートとプレゼンを行い、各自の対策の妥当性を討論する。この科目は，トライボロジーに関する基礎的な摩擦・摩耗特
性について，輪講形式にて双方向の授業を行うものである。

注意点
本科目に関して理解できない点があれば，授業中またはオフィスアワーを利用して個別に質問することが大切である。
本講義を通じて，トライボロジー特性が様々な分野に関与していることを理解するとともに，工業材料への適用を幅広
く把握できる能力を養ってもらいたい．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 講義　トライボロジーの意味と役割 トライボロジーの現象を理解し，その分類と意味合いが説
明出来ること

2週 講義　トライボロジーの歴史的背景 トライボロジーの現象を理解し，その分類と意味合いが説
明出来ること

3週 講義　トライボロジー的表面 固体表面の接触状態が説明できること
4週 講義　固体表面の接触 固体表面の接触状態が説明できること
5週 講義　摩擦力 摩擦力および摩耗理論を説明出来ること
6週 講義　摩擦係数 摩擦力および摩耗理論を説明出来ること
7週 講義　摩耗の定義と分類 摩擦力および摩耗理論を説明出来ること

8週 中間試験 トライボロジ現象の理解，摩擦力および摩耗理論を説明出
来ること

9週 講義　中間試験模範解答 トライボロジ現象の理解，摩擦力および摩耗理論を説明出
来ること

10週 講義　摩耗の理論 摩擦力および摩耗理論を説明出来ること
11週 講義　摩耗の理論 摩擦力および摩耗理論を説明出来ること

12週 講義　実際の製造装置でのトライボロジー課題調査 実際のトライボロジー現象を調査解析し対策案を提案でき
ること

13週 講義　実際の製造装置でのトライボロジー課題調査 実際のトライボロジー現象を調査解析し対策案を提案でき
ること

14週 講義　実際の製造装置でのトライボロジー課題調査 実際のトライボロジー現象を調査解析し対策案を提案でき
ること

15週 講義　実際の製造装置でのトライボロジー課題調査発表 実際のトライボロジー現象を調査解析し対策案を提案でき
ること

16週 講義　実際の製造装置でのトライボロジー課題調査解答 実際のトライボロジー現象を調査解析し対策案を提案でき
ること

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 30 0 0 0 70 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 15 0 0 0 35 0 50
分野横断的能力 15 0 0 0 35 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 創造製作
科目基礎情報
科目番号 0136 科目区分 専門 / 選択
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント配布
担当教員 岩本 英久
到達目標
１．製作する機械等の構造を理解する事．
２．目標・改良点を挙げ，設計・製図・製作が出来る事．
３．製作物の考察を行い，発表会で報告が出来る事．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
創造製作を計画的に進め，期限内
にレポートを提出することを適切
に行うことができる．

創造製作を計画的に進め，期限内
にレポートを提出することを行う
ことができる．

創造製作を計画的に進め，期限内
にレポートを提出することを行え
ない．

評価項目2
創造製作をチームワークで実施し
，リーダーシップを発揮すること
を適切に行うことができる．

創造製作をチームワークで実施し
，リーダーシップを発揮すること
を行うことができる．

創造製作をチームワークで実施し
，リーダーシップを発揮すること
を行えない．

評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
単なる設計図面や製品の製作能力だけでなく，３年生までに学んだ機械設計製図，工作実習，図学，加工学等の知識を
総合的に用いて，構想力・計画力および技術者としての問題意識を養う事を目的とする．各自が興味のある機械等の設
計・製作を行う．本実習は就職に関連する．

授業の進め方と授業内
容・方法

設計・製作・発表を基本とし，テスト等は行わない．機械設計製図，工作実習，図学，加工学等の機械工学科の専門科
目全てが基礎となっており，実際の設計・製作を結びつける事で，知識の理解と問題解決能力を育てる事を目標とする
．また，設計・製図・製作を限られた時間内に行う必要があり，その時間配分が重要である．

注意点
指導教員は基本的なアドバイスを与えるが，細かな設計制作方法等は指示しない．それは学生自身が創意と工夫を取り
入れた設計・製図・製作を行う事を望むからである．また，複雑な物を作成する場合はグループに分かれた設計・製作
作業となるため，他グループとのコミュニケーションも大切である．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 目標設定・製作方法の検討 構造の理解と製作方法を検討を行う．
2週 目標設定・製作方法の検討 構造の理解と製作方法を検討を行う．
3週 設計・設計案の報告　等 構造の理解と製作方法を検討を行う．
4週 設計・設計案の報告　等 構造の理解と製作方法を検討を行う．
5週 設計・製図　等 設計と製図を行う．
6週 設計・製図　等 設計と製図を行う．
7週 設計・製図　等 設計と製図を行う．
8週 設計・製図　等 設計と製図を行う．

9週 製作　等 主に実習工場で各部品を製作する．問題点があれば，協議
しながら設計・製図の段階まで戻り，製作する．

10週 製作　等 主に実習工場で各部品を製作する．問題点があれば，協議
しながら設計・製図の段階まで戻り，製作する．

11週 製作　等 主に実習工場で各部品を製作する．問題点があれば，協議
しながら設計・製図の段階まで戻り，製作する．

12週 製作　等 主に実習工場で各部品を製作する．問題点があれば，協議
しながら設計・製図の段階まで戻り，製作する．

13週 製作　等 主に実習工場で各部品を製作する．問題点があれば，協議
しながら設計・製図の段階まで戻り，製作する．

14週 製作　等 主に実習工場で各部品を製作する．問題点があれば，協議
しながら設計・製図の段階まで戻り，製作する．

15週 製作発表会準備　等 発表会までに報告書の作成を行う．発表会では，製作メン
バーによる発表を行い，質疑応答を行う．

16週 製作発表会 発表会までに報告書の作成を行う．発表会では，製作メン
バーによる発表を行い，質疑応答を行う．

評価割合
担当教員評価
（設計・製作状
況）

担当教員評価
（報告書）

担当教員評価
（発表）

機械工学分野教
員（製品に対す
る評価）

機械工学分野教
員（報告書）

機械工学分野教
員（発表） 合計

総合評価割合 30 10 10 10 20 20 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 30 10 10 10 20 20 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 卒業研究
科目基礎情報
科目番号 0137 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 9
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 前期:6 後期:12
教科書/教材 各研究に関連した資料や配布プリント
担当教員 岩本 英久,中迫 正一,尾川 茂,西坂 強,野村 高広,山田 祐士,上寺 哲也,吉川 祐樹,國安 美子,高田 一貴
到達目標
１．各研究分野において自主的に継続して学習しつつ，研究を遂行できること。
２．データを解析・考察し，卒業論文が書けること。
３．発表や討議ができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
各研究分野において自主的に継続
して学習しつつ，研究をより良く
遂行できること。

各研究分野において自主的に継続
して学習しつつ，研究を遂行でき
ること。

各研究分野において自主的に継続
して学習することができず，研究
を遂行できない。

評価項目2 データを解析・考察し，より良い
卒業論文が書けること。

データを解析・考察し，卒業論文
が書けること。

データを解析・考察できず，卒業
論文が書けない。

評価項目3 発表や討議がより良くできること
。 発表や討議ができること。 発表や討議ができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
卒業研究は，高専で学んだ専門的知識や技術の集大成と考えており，自主的な研究能力の育成，研究方法・専門的知識
の習得，技術者としての開発・企画能力の向上を目的としている。また，教員と学生の密接なふれあいによって人間形
成を図ることも大切である。研究テーマとしては，機械工学の各分野の学術的課題，先端技術に関する課題，地域産業
に密着した課題などがある。本授業は，就職および進学の両方に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法

原則として２人１組で，特定の研究テーマについて教員の指導を受けながら研究を進めていく。研究成果は卒業研究論
文にまとめて報告するとともに，卒業研究発表会において講演し，質疑応答を行う。

注意点

卒業研究は科目毎に学んだ知識を総合的に理解する貴重な科目である。したがって，他の科目以上に自ら進んで積極的
に取り組む必要がある。自ら取り組めば大きな学習・教育効果が得られる。早く研究テーマに興味を持つよう心がける
。興味が湧けば自ずから楽しく研究できるようになる。指導教員と相談し，渡された文献を読破し，研究計画を立て
，研究を進める。質問等が生じた場合には指導教員と相談し，解決すること。分からないことを持ち越すと研究が進ま
なくなる。その日にやった研究をノートに付け，疑問点，解決方法，質問事項を整理し，次の研究の準備をしておく。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 安全教育，研究テーマ・指導教員の決定 各研究分野において自主的に継続して学習しつつ，研究を
遂行できること。

2週 指導教員により研究テーマおよび研究内容の提示・研究実
施

各研究分野において自主的に継続して学習しつつ，研究を
遂行できること。

3週 指導教員により研究テーマおよび研究内容の提示・研究実
施

各研究分野において自主的に継続して学習しつつ，研究を
遂行できること。

4週 指導教員により研究テーマおよび研究内容の提示・研究実
施

各研究分野において自主的に継続して学習しつつ，研究を
遂行できること。

5週 指導教員により研究テーマおよび研究内容の提示・研究実
施

各研究分野において自主的に継続して学習しつつ，研究を
遂行できること。

6週 指導教員により研究テーマおよび研究内容の提示・研究実
施

各研究分野において自主的に継続して学習しつつ，研究を
遂行できること。

7週 指導教員により研究テーマおよび研究内容の提示・研究実
施

各研究分野において自主的に継続して学習しつつ，研究を
遂行できること。

8週 指導教員により研究テーマおよび研究内容の提示・研究実
施

各研究分野において自主的に継続して学習しつつ，研究を
遂行できること。

9週 指導教員により研究テーマおよび研究内容の提示・研究実
施

各研究分野において自主的に継続して学習しつつ，研究を
遂行できること。

10週 指導教員により研究テーマおよび研究内容の提示・研究実
施

各研究分野において自主的に継続して学習しつつ，研究を
遂行できること。

11週 指導教員により研究テーマおよび研究内容の提示・研究実
施

各研究分野において自主的に継続して学習しつつ，研究を
遂行できること。

12週 指導教員により研究テーマおよび研究内容の提示・研究実
施

各研究分野において自主的に継続して学習しつつ，研究を
遂行できること。

13週 指導教員により研究テーマおよび研究内容の提示・研究実
施

各研究分野において自主的に継続して学習しつつ，研究を
遂行できること。

14週 指導教員により研究テーマおよび研究内容の提示・研究実
施

各研究分野において自主的に継続して学習しつつ，研究を
遂行できること。

15週 指導教員により研究テーマおよび研究内容の提示・研究実
施

各研究分野において自主的に継続して学習しつつ，研究を
遂行できること。

16週

後期

1週 研究の継続 データを解析・考察し，卒業論文が書けること。
2週 研究の継続 データを解析・考察し，卒業論文が書けること。
3週 研究の継続 データを解析・考察し，卒業論文が書けること。
4週 研究の継続 データを解析・考察し，卒業論文が書けること。
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5週 研究の継続 データを解析・考察し，卒業論文が書けること。
6週 研究の継続 データを解析・考察し，卒業論文が書けること。
7週 研究の継続 データを解析・考察し，卒業論文が書けること。
8週 研究の継続 データを解析・考察し，卒業論文が書けること。
9週 研究の継続 データを解析・考察し，卒業論文が書けること。
10週 研究の継続 データを解析・考察し，卒業論文が書けること。
11週 研究の継続 データを解析・考察し，卒業論文が書けること。
12週 研究の継続 データを解析・考察し，卒業論文が書けること。
13週 研究の継続 データを解析・考察し，卒業論文が書けること。
14週 研究の継続 データを解析・考察し，卒業論文が書けること。
15週 卒業論文の提出と卒業研究発表会 発表や討議ができること。
16週

評価割合
指導教員の総合
評価

指導教員以外の
論文完成度評価

指導教員以外の
卒研発表評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 50 25 25 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 50 25 25 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 168-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 情報処理Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0138 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 内山　章夫　他 4 名　「学生のための C」（東京電機大学出版局）
担当教員 吉川 祐樹
到達目標
１．if 文による選択処理ができること．
２．for 文，while 文による反復処理ができること．
３．配列を用いたデータ処理ができること．
４．関数の作り方が分かること．
５．ポインタの使い方が分かること．
６．ファイル処理が分かること．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
ユーザ関数について理解し，的確
に関数を使いながらCプログラムを
作成できる

ユーザ関数について理解できる ユーザ関数について理解できない

評価項目2
ファイル処理について理解し，的
確にファイル処理を使いながらCプ
ログラムを作成できる

ファイル処理について理解できる ファイル処理について理解できな
い

評価項目3
ポインタについて理解し，的確に
ポインタを使いながらCプログラム
を作成できる

ポインタについて理解できる ポインタについて理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
C言語を用いてプログラミングに必要な知識や技法を学ぶ．C言語を学ぶ上で必要なコンピュータの基礎知識を理解し
，演習を通じてC言語でプログラムが書けるようになることを目的とする．本講義では，就職後も必要となるプログラム
能力を身につけることができる．

授業の進め方と授業内
容・方法

講義および演習を基本とする．
この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポートを実施します．

注意点 演習を行う科目であるため，分からないことはその場で質問し，理解すること．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 関数の作り方 引数のない関数を使ったプログラムを作成できる

2週 関数の作り方 引数のある関数（戻り値あり）を使ったプログラムを作成
できる

3週 関数の作り方 引数のある関数（参照呼び出し）を使ったプログラムを作
成できる

4週 関数の作り方 配列の引き渡しを理解できる
5週 関数の作り方 ユーザー関数を使った課題プログラムを作成できる
6週 関数の作り方 ユーザー関数を使った課題プログラムを作成できる
7週 中間試験 関数に関する問題を解くことができる
8週 ポインタの使い方 ポインタの使い方が理解できる
9週 ポインタの使い方 ポイントを使ったプログラムを作成できる
10週 ファイル処理 ファイル処理が理解できる
11週 ファイル処理 ファイル処理を使ったプログラムを作成できる
12週 総合課題 総合課題のプログラム作成ができる
13週 総合課題 総合課題のプログラム作成ができる
14週 期末試験 総合的な問題を解くことができる
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 ポートフォリオ 相互評価 態度 その他 合計

総合評価割合 80 20 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 20 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0

- 169-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 技術者倫理
科目基礎情報
科目番号 0139 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 参考：北原義典「はじめての技術者倫理」（講談社）、一般社団法人近畿科学協会　工学倫理研究会「技術者による実
践的工学倫理＜第4版＞」（化学同人）、直江清隆・盛永審一郎「理系のための科学技術者倫理」（丸善出版）

担当教員 小倉 亜紗美
到達目標
1．技術者倫理が必要とされる社会的背景や重要性を理解し、社会における技術者の役割と責任を説明できる。
2．説明責任、製造物責任、リスク評価など、技術者の行動に関する基本的事項を理解し、説明できる。
3．科学技術が自然環境に及ぼす影響を理解し、技術者がどのように対処すべきかを考えることができる。
4．技術者が組織の一員として働く上で直面する問題を理解し、その解決のあり方を検討することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目１
社会における技術者の役割と責任
を理解し、現実的な問題に当ては
めて考えることができる。

社会における技術者の役割と責任
を理解し、説明できる。

社会における技術者の役割と責任
を理解し、説明できない。

評価項目２
技術者の行動に関する基本的事項
を理解し、現実的な問題に当ては
めて考えることができる。

技術者の行動に関する基本的事項
を理解し、説明できる。

技術者の行動に関する基本的事項
を理解し、説明できない。

評価項目３
技術者が組織の一員として働く上
で直面する問題を理解し、その解
決のあり方を主体的に検討するこ
とができる。

技術者が組織の一員として働く上
で直面する問題を理解し、説明で
きる。

技術者が組織の一員として働く上
で直面する問題を理解し、説明で
きない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
科学技術の進歩は我々の生活環境や社会に大きな影響を及ぼし、物質的な豊かさをもたらした一方で様々な問題も引き
起こしている。近年科学技術の発展を背景とする様々な事故や不祥事が表面化するにつれ、技術者自身の責任や判断に
対する自覚が求められるようになってきた。そこで、具体的事例をもとに、技術者技術者が直面する倫理的問題につい
て深く理解し、倫理的判断を常に意識し実行することが出来る技術者の育成を目的とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義とディスカッションを基本とする。この科目は学修単位科目のため、事前・事後学習として講義やディスカッショ
ンの内容について、学生自らが考えたこと、この授業を受講する前と後の考えの変化などをレポートにして提出しても
らいます。

注意点 この授業は、講義の内容を理解し、それを元にディスカッションなどを行い、レポートを提出してもらいます。積極的
に講義に参加し、学んでください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 イントロダクション：なぜ技術者倫理を学ぶのか 技術者倫理を学ぶ意義を理解し説明することができる

2週 技術者と倫理 技術者倫理の歴史的背景、技術者としてとるべき行動規範
について理解し説明することができる

3週 組織と技術者倫理 組織としての技術者の役割と、技術者としての判断、内部
告発について理解し説明することができる

4週 国際規格とグローバル化
国際標準化機構（ISO）規格や、グローバル化が社会構造
や技術者に与える影響について理解し説明することができ
る

5週 製造物責任と技術者 製造物責任法や説明責任について理解し説明することがで
きる

6週 技術者としての行動1 技術者として問題に直面した際にどのような倫理的判断を
行うべきか事例をもとに考察する

7週 中間試験
8週 試験の解説、安全とリスク１：リスク評価 リスク評価について理解し、説明することができる

9週 安全とリスク２：設計と技術革新 設計プロセスにおけるリスクマネジメント、技術革新がも
たらすリスクについて理解し説明することができる

10週 安全とリスク３：ヒューマンエラーと集団思考 ヒューマンエラーと集団思考について理解し説明すること
ができる

11週 技術と環境１：公害・環境問題 公害・環境問題の歴史を通じて技術者倫理の重要性につい
て深く理解し説明することができる

12週 技術と環境２：情報技術とバイオテクノロジー 情報技術とバイオテクノロジーがもたらす倫理的問題につ
いて理解し説明することができる

13週 技術と環境３：持続可能な社会の構築 持続可能な社会とは何か、その構築がなぜ必要かを理解し
説明することができる

14週 技術者と法規 知的財産の保護、守秘義務など技術者に深く関わる法規に
ついて理解し説明することができる

15週 後期試験
16週 試験の解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 60 20 0 0 20 0 100
基礎的能力 30 10 0 0 10 0 50
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専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 30 10 0 0 10 0 50

- 171-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 工業英語
科目基礎情報
科目番号 0140 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 工業英検３級対策（日本工業英語協会），および自作のパワポイント，テキストを使用する。
担当教員 尾川 茂
到達目標
１．学術論文の文章構成を理解し、その概要、要点を説明できる。
２．学術論文特有の用語（Technical Term）や参考文献が利用できる。
３．工業英検３～４級レベル，TOEICスコア３５０～４００点レベルが到達の参考目標。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
学術論文の文章構成を理解し、そ
の概要、要点を適切に説明できる
。

学術論文の文章構成を理解し、そ
の概要、要点を説明できる。

学術論文の文章構成を理解し、そ
の概要、要点を説明できない。

評価項目2
学術論文特有の用語（Technical
Term）や参考文献が適切に利用で
きる。

学術論文特有の用語（Technical
Term）や参考文献が利用できる。

学術論文特有の用語（Technical
Term）や参考文献が利用できない
。

評価項目3 工業英検３級，TOEICスコア
４００点レベルの実力がある。

工業英検４級，TOEICスコア
３5０点レベルの実力がある。

工業英検４級，TOEICスコア
３５０点レベルの実力がない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
技術者にとって必要な、的確な英文情報を正確に理解し、当該情報の新規性や長短・得失等を見抜き、そして自身の専
門技術開発に繋げて行く（問題解決）能力を養うことを目的とする。
本校の教育基盤である「全科目ＥＳＤ（持続発展教育）」による素養を基に、技術者として実践できる視野を身に付け
させる。

授業の進め方と授業内
容・方法

工業英語３級レベルとTOEICスコア４００点レベルを身に付けるために，工業英語とTOEICを併用して進める。
すなわち，９０分授業の前半の４５分は工業英語，後半の４５分はTOEICを勉強する。各授業の最初にポイントを説明
し，後半は演習問題を行う。
演習問題の小テストを実施し，学習内容の理解度を高める。

注意点
工業英検３級取得とTOEICスコア４００点以上のレベルは，社会で英語を使って仕事をする上で必要最低限の英語力で
ある。
実社会で活躍できるエンジニアになれるよう卒業までにこの実力をしっかりと身に付けて欲しい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週
①第１章　工業英語の実践文法
　　５文型と自動詞・他動詞
②TOEIC　Part　1　解説と演習

①５文型と自動詞・他動詞理解できる。
②Part　１　が理解できる。

2週
①第１章　工業英語の実践文法
　　現在分詞の形容詞的用法
②TOEIC　Part　1　解説と演習

①前位修飾と後位修飾が理解できる。
②Part　１　が理解できる。

3週
①第１章　工業英語の実践文法
　　過去分詞の形容詞的用法
②TOEIC　Part　2　解説と演習

①前位修飾と後位修飾が理解できる。
②Part　2　が理解できる。

4週

①第２章工業英語の語法と文体

②TOEIC　Part　2　解説と演習 ①一般動詞と専門用語との関係が理解できる。
②Part　2　が理解できる。

5週
①第２章工業英語の語法と文体

②TOEIC　Part　2　解説と演習
①接頭辞と語の関係と意味が理解できる。
②Part　2　が理解できる。

6週
①第２章工業英語の語法と文体

②TOEIC　Part　2　解説と演習

①いろいろな類似語「防～」「耐～」の言い表し方が理解
できる。
②Part　2　が理解できる。

7週
①第２章工業英語の語法と文体

②TOEIC　Part　2　解説と演習

①無生物主語が理解できる。

②Part　2　が理解できる。

8週 中間試験
これまで学習した工業英語とTOEICが理解できていること
。

9週
①第２章工業英語の語法と文体

②TOEIC　Part　5　解説と演習
①語句の重複を避ける用法が理解できる。
②Part　5　が理解できる。

10週
①第２章工業英語の語法と文体

②TOEIC　Part　5　解説と演習
①無駄な語句を省く用法が理解できる。
②Part　5　が理解できる。

11週
①第３章　工業英語の問題研究

②TOEIC　Part　5　解説と演習

①英文和訳ができる。

②Part　5　が理解できる。

12週
①第３章　工業英語の問題研究

②TOEIC　Part　5　解説と演習

①和文英訳ができる。

②Part　5　が理解できる。
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13週
①第３章　工業英語の問題研究

②TOEIC　Part　5　解説と演習

①適語補充問題ができる。

②Part　5　が理解できる。

14週
①第４章　工業英語の練習問題

②TOEIC　Part　6　解説と演習

①総合問題ができる。

②Part　6　が理解できる。

15週
①第４章　工業英語の練習問題

②TOEIC　Part　6　解説と演習

①総合問題ができる。

②Part　6　が理解できる。

16週 期末試験 半期で学習した，工業英語とTOEICができること。

評価割合
試験 レポート 合計

総合評価割合 70 30 100
基礎的能力 70 30 100
専門的能力 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 機械力学
科目基礎情報
科目番号 0141 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 青木　繁著「機械力学」（コロナ社）
担当教員 尾川 茂
到達目標
1．ニュートンの運動の法則に基づいた振動系の運動方程式（微分方程式）の意味が理解できる．
2．１自由度線形系の振動問題が解ける．
3．１自由度振動系の強制振動が理解できる．
4．２自由度線形系（連成振動）の運動方程式が理解できる．
5．２自由度線形系の基本的な問題が解ける．
6．防振技術など，２自由度振動系の簡単な応用が理解できる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
ニュートンの運動の法則に基づい
た振動系の運動方程式（微分方程
式）の意味がより良く理解できる
．

ニュートンの運動の法則に基づい
た振動系の運動方程式（微分方程
式）の意味が理解できる．

ニュートンの運動の法則に基づい
た振動系の運動方程式（微分方程
式）の意味が理解できない．

評価項目2 １自由度線形系の振動の基礎的な
問題が適切に解ける．

１自由度線形系の振動の基礎的な
問題が解ける．

１自由度線形系の振動の基礎的な
問題が解けない．

評価項目3 １自由度振動系の強制振動より良
く理解できる．

１自由度振動系の強制振動が理解
できる．

１自由度振動系の強制振動が理解
できない．

評価項目4 ２自由度線形系（連成振動）の運
動方程式がより良く理解できる．

２自由度線形系（連成振動）の運
動方程式が理解できる．

２自由度線形系（連成振動）の運
動方程式が理解できない．

評価項目5 ２自由度線形系の基本的な問題が
より良く解ける．

２自由度線形系の基本的な問題が
解ける．

２自由度線形系の基本的な問題が
解けない．

評価項目6
防振技術など，２自由度振動系の
簡単な応用がより良く理解できる
．

防振技術など，２自由度振動系の
簡単な応用が理解できる．

防振技術など，２自由度振動系の
簡単な応用が理解できない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
機械力学は機械に関連した動力学の問題，すなわち振動，衝撃，安定性などについて学習する学問で，機械の運転に対
する障害および機械が環境に与える害をいかに除くか，また動力学の問題をいかに利用するかなど，機械の設計に際し
て重要な役割を果たしている．このため，振動についての基本的な事項および代表的な機械の動特性について学習する
．本授業は就職および進学の両方に関連する

授業の進め方と授業内
容・方法

講義を基本とし，適宜課題レポートを課す．この科目は学習単位科目のため，レポートによる課題を課すとともにプレ
ゼンテーションを義務付け，提出物の評価およびプレゼンテーションの内容によって学習状況を確認する。

注意点 質問等は，授業後も積極的に利用してください．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 振動の基礎知識とモデル化 ニュートンの運動の法則に基づいた振動系の運動方程式
（微分方程式）の意味が理解できる．

2週 減衰のない１自由度系の振動（１） １自由度線形系の振動の基礎的な問題が解ける．
3週 減衰のない１自由度系の振動（２） １自由度線形系の振動の基礎的な問題が解ける．
4週 減衰を伴う１自由度系の振動（３） 1自由度系の減衰現象の運動方程式が立案でき理解できる．
5週 減衰を伴うのある１自由度系の振動（４） 過減衰，臨界減衰，減衰振動の違いが理解できる．
6週 １自由度系の振動（演習問題） 過減衰，臨界減衰，減衰振動の違いが理解できる．

7週 中間試験 1自由度系の自由運動の運動方程式が導出でき，固有振動数
を求めることができること．

8週 答案返却・解答説明
演習問題 1自由度の練習問題を解き，応用計算ができ演習を行う．

9週 1自由度系の強制振動 定常振動・過渡振動の違いが理解できる．

10週 1自由度系の強制振動 固有振動数と共振現象の関係が理解でき，それを共振曲線
，位相曲線が描ける．

11週 振動防止 振動絶縁の考え方とその運動方程式が理解できる．
12週 振動防止 振動絶縁の考え方とその運動方程式が理解できる．
13週 2自由度系の振動 ２自由度振動系の運動方程式が導出できる．

14週 ２自由度系の振動 １自由度の強制振動，2自由度系の固有振動数および固有振
動モードが理解できる．

15週 期末試験
１自由度振動系の強制振動の運動方程式が導出でき，共振
曲線，位相曲線が描けること．２自由度系の運動方程式が
導出できること．

16週 答案返却・解答説明 関連した演習問題を行う．
評価割合

定期試験 レポート 合計
総合評価割合 80 20 100
基礎的能力 0 0 0
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専門的能力 80 20 100
分野横断的能力 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 熱工学
科目基礎情報
科目番号 0142 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 平田、田中、羽田、例題でわかる工業熱力学、例題でわかる伝熱工学
担当教員 高田 一貴
到達目標
1．燃焼について説明でき，関連する問題が解けること．
2．伝熱工学に関する基礎事項を説明でき、関連する問題が解けること．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
熱移動をともなう流れや熱移動の
基本法則を十分に理解し、説明で
きる．

熱移動をともなう流れや熱移動の
基本法則を理解し、説明できる．

熱移動をともなう流れや熱移動の
基本法則の一部を理解できる．

評価項目2 熱移動の基本法則に関する応用問
題を解くことができる．

熱移動の基本法則に関する基礎的
な問題を解くことができる．

熱移動の基本法則に関する基礎的
な問題の一部を解くことができる
．

評価項目3
熱移動の基本法則を応用した機器
や現実課題に対する応用計算がで
きる．

熱移動の基本法則を応用した機器
や現実課題に対する基礎的な工学
計算ができる．

熱移動の基本法則を応用した機器
や現実課題に対する平易な工学計
算の一部ができる．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

熱はエネルギーの一種であり，火力発電所，各種エンジン，冷凍機等，その関連する分野はきわめて広い．熱工学は熱
の授受によって引き起こされる物質の諸変化を考究する学問である．本講義では、熱工学の中でも、燃焼工学や伝熱工
学と称する学問・技術体系についての基礎を習得することを目的とする．熱の移動をともなう流れ,燃焼反応および熱移
動の原理について学習し、実際の機器設計へどのように応用されているかを理解することを目的とする．
この科目は企業で熱流体機器の設計を担当していた教員がその経験を活かし，授業を行うものである．

授業の進め方と授業内
容・方法

授業では講義を中心に進め、演習課題を多く取り入れる．具体的な課題に向き合うことで学習内容の理解を深め、実際
問題へ対応できる応用力を身に着けさせる．
この科目は上記内容について，講義形式で授業を行うものである．

注意点 専門科目は授業後の復習が極めて重要である．演習課題も含めて自学自習を励行すること．
この科目は学習単位科目のため，事前・事後学習としてレポートや小テストなどを実施します．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 燃焼と化学反応 燃焼反応式の理解
2週 燃焼と排気ガス 化学量論、空気による燃焼、燃焼ガスの理解
3週 演習 燃焼熱、排気ガス濃度計算方法の習得
4週 伝熱工学 伝熱3形態の理解
5週 伝熱工学　熱伝導 フーリエの熱伝導方程式の理解
6週 伝熱工学　対流熱伝達 ニュートンの冷却法則の理解
7週 中間試験
8週 答案返却　解説
9週 伝熱工学　自然対流熱伝達 物体周りの熱伝達と無次元パラメータの導入
10週 伝熱工学　強制対流熱伝達 平板上と管内流れの熱伝達
11週 伝熱工学　相変化を伴う熱伝達 沸騰、凝縮熱伝達の基礎の理解

12週 伝熱工学　輻射熱伝達 ステファンボルツマン、キルヒホッフ法則の理解と基礎的
な複写熱伝達計算方法の習得

13週 伝熱工学　熱交換器 熱交換器内の流れと対数平均温度差の理解
14週 伝熱工学　熱交換器 熱交換器の伝熱面積の具体的計算方法の習得
15週 期末試験
16週 答案返却、解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 10 5 5 0 0 100
基礎的能力 35 5 5 5 0 0 50
専門的能力 35 5 0 0 0 0 40
分野横断的能力 10 0 0 0 0 0 10
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 熱機関
科目基礎情報
科目番号 0143 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 内燃機関　田坂英紀著　森北出版
担当教員 尾川 茂,高田 一貴
到達目標
1.　エンジンの基本サイクルについて説明することができ，関連した計算ができること。
２．エンジンの出力・効率・燃焼について説明することができ，関連した計算ができること。
３．ガソリンエンジン，ディーゼルエンジンについて，出力性能・燃費性能・低公害性について説明することができ，関連した計算ができるこ
と。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 エンジン効率について説明でき
，関連した応用計算ができる。

エンジン効率について説明でき
，関連した計算ができる。

エンジン効率について説明できな
い。

評価項目2 出力，効率，燃料について説明で
き，関連した応用計算ができる。

出力，効率，燃料について説明で
き，関連した計算ができる。

出力，効率，燃料について説明で
きない。

評価項目3
ガソリンとディーゼルエンジンに
ついて説明でき，関連した応用計
算ができる。

ガソリンとディーゼルエンジンに
ついて説明でき，関連した計算が
できる。

ガソリンとディーゼルエンジンに
ついて説明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
熱機関の基本として，オットサイクルやディーゼルサイクルの理論効率を理解すると共に，ガソリンエンジンとディー
ゼルエンジンに関する燃焼・熱効率のについて学習を深める。
この科目は企業で熱流体機器の設計を担当していた教員がその経験を活かし，授業を行うものである。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義およびレポーとを主体とする。この科目は上記内容について，講義形式で授業を行うものである。

注意点 熱機関について，積極的に知識を身に付けて欲しい。質問がある場合には教員室にくること。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 第1章　総論　Ⅰ 内燃機関の位置付けとエンジンの種類を理解し，説明でき
る。

2週 第1章　総論　Ⅱ エンジンの構造と役割を理解し，説明できる。
3週 第1章　総論　Ⅲ エンジンの作動原理を理解し，説明できる。
4週 第2章　エンジンの熱力学Ⅰ エンジンの熱力学的サイクルを理解し，説明できる。
5週 第2章　エンジンの熱力学　Ⅱ オットーサイクルを理解し，説明できる。
6週 第2章　エンジンの熱力学　Ⅲ ディーゼルサイクルを理解し，説明できる。

7週 第2章　エンジンの熱力学　Ⅳ 燃料空気サイクルおよび実際のサイクルを理解し，説明で
きる。

8週 中間試験 エンジンの構造・機能・作動原理が理解できる。また，各
サイクルの効率が比較できる。

9週 第3章　出力と効率　Ⅰ 出力とトルクを理解し，説明できる。
10週 第3章　出力と効率　Ⅱ エンジンの仕事と出力の表し方を理解し，説明できる。
11週 第3章　出力と効率　Ⅲ 熱効率の表し方を理解し，説明できる。
12週 第3章　出力と効率　Ⅳ 体積効率と充填率を理解し，説明できる。
13週 第4章　燃料Ⅰ 石油系燃料の性質を理解し，説明できる。
14週 第4章　燃料Ⅱ ガソリンエンジン用燃料を理解し，説明できる。
15週 第4章　燃料Ⅲ ディーゼルエンジン用燃料を理解し，説明できる。
16週 期末試験 出力・効率・燃料について理解できていること。

後期

1週 第5章　燃焼Ⅰ 燃焼反応と発熱量を理解し，説明できる。
2週 第5章　燃焼Ⅱ 混合比・理論燃焼温度を理解し，説明できる。
3週 第6章　吸排気Ⅰ 4サイクルエンジンの吸排気を理解し，説明できる。
4週 第6章　吸排気Ⅱ ガス交換の重要性を理解し，説明できる。
5週 第7章　ガソリンエンジンⅠ ガソリンエンジンの燃焼を理解し，説明できる。
6週 第7章　ガソリンエンジンⅡ ガソリンエンジンの燃焼室を理解し，説明できる。
7週 第7章　ガソリンエンジンⅢ 熱効率の向上について理解し，説明できる。

8週 中間試験 燃焼の特性，吸排気，ガソリンエンジンに理解できている
こと。

9週 第８章ディーゼルエンジンⅠ ディーゼルエンジンの燃焼を理解し，説明できる。
10週 第８章ディーゼルエンジンⅡ ディーゼルエンジンの燃焼室を理解し，説明できる。
11週 第9章　冷却と潤滑　Ⅰ エンジンの冷却を理解し，説明できる。
12週 第9章　冷却と潤滑　Ⅱ エンジンの潤滑を理解し，説明できる。
13週 第10章　エンジンの計測と評価Ⅰ エンジンにおける計測を理解し，説明できる。
14週 第10章　エンジンの計測と評価Ⅱ エンジンの評価項目を理解し，説明できる。
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15週 第10章　エンジンの計測と評価Ⅲ エンジンの燃費対策と将来性を理解し，説明できる。

16週 期末試験 ディーゼルエンジンの燃焼，エンジンの計測と評価につい
て，理解できていること。

評価割合
試験 レポート 合計

総合評価割合 80 20 100
基礎的能力 0 0 0
専門的能力 80 20 100
分野横断的能力 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 流体工学
科目基礎情報
科目番号 0144 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 築地・他5名 著 「流体力学」 （実務教育出版）
担当教員 尾川 茂,野村 高広
到達目標
１．運動量理論について説明することができ，関連した計算ができること．
２．管路内の流れと損失について説明することができ，関連した計算ができること．
３．物体まわりの流れについて説明することができ，関連した計算ができること．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
運動量理論について説明すること
ができ，関連した応用計算ができ
ること．

運動量理論について説明すること
ができ，関連した計算ができるこ
と．

運動量理論について説明すること
ができない．

評価項目2
管路内の流れと損失について説明
することができ，関連した応用計
算ができること．

管路内の流れと損失について説明
することができ，関連した計算が
できること．

管路内の流れと損失について説明
することができない．

評価項目3
物体まわりの流れについて説明す
ることができ，関連した応用計算
ができること．

物体まわりの流れについて説明す
ることができ，関連した計算がで
きること．．

物体まわりの流れについて説明が
できない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 　４年の流体工学で学んだことを基礎として，運動量理論，管路内層流･乱流，物体回りの流れなどの考え方へ発展させ

るとともに，ポンプや水車を含んだ管路系の設計などについても学ぶ．本授業は，就職および進学の両方に関連する
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を主体とする．

注意点 質問などがあるときは，教員室に来ること．配管設計などに役立つので十分理解してほしい．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 5章　運動量理論 運動量の法則を理解し、流体が物体に及ぼす力を計算でき
る。

2週 5章　運動量理論 運動量の法則を理解し、流体が物体に及ぼす力を計算でき
る。

3週 5章　運動量理論 運動量の法則を理解し、流体が物体に及ぼす力を計算でき
る。

4週 5章　運動量理論 運動量の法則を理解し、流体が物体に及ぼす力を計算でき
る。

5週 5章　運動量理論 運動量の法則を理解し、流体が物体に及ぼす力を計算でき
る。

6週 5章　運動量理論 運動量の法則を理解し、流体が物体に及ぼす力を計算でき
る。

7週 5章　運動量理論 運動量の法則を理解し、流体が物体に及ぼす力を計算でき
る。

8週 中間試験 運動量理論について説明することができ，関連した計算が
できること．

9週 6章　管路内の流れと損失 層流と乱流の違いを説明できる。
10週 6章　管路内の流れと損失 レイノルズ数と臨界レイノルズ数を説明できる。
11週 6章　管路内の流れと損失 円管内層流および円管内乱流の速度分布を説明できる。
12週 6章　管路内の流れと損失 ハーゲン・ポアズイユの法則を説明できる。

13週 6章　管路内の流れと損失 ダルシー・ワイズバッハの式を用いて管摩擦損失を計算で
きる。

14週 6章　管路内の流れと損失 ダルシー・ワイズバッハの式を用いて管摩擦損失を計算で
きる。

15週 6章　管路内の流れと損失 ムーディー線図を用いて管摩擦係数を求めることができる
。

16週 期末試験 管路内の流れと損失について説明することができ，関連し
た計算ができること．

後期

1週 7章　物体まわりの流れ 境界層、はく離、後流など、流れの中に置かれた物体の周
りで生じる現象を説明できる。

2週 7章　物体まわりの流れ 境界層、はく離、後流など、流れの中に置かれた物体の周
りで生じる現象を説明できる。

3週 7章　物体まわりの流れ 流れの中の物体に作用する抗力および揚力について説明で
きる。

4週 7章　物体まわりの流れ 流れの中の物体に作用する抗力および揚力について説明で
きる。

5週 7章　物体まわりの流れ 抗力係数を用いて抗力を計算できる。
6週 7章　物体まわりの流れ 抗力係数を用いて抗力を計算できる。
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7週 7章　物体まわりの流れ 揚力係数を用いて揚力を計算できる。

8週 中間試験 物体まわりの流れについて説明することができ，関連した
計算ができること．

9週 7章　物体まわりの流れ Navier－Stokes方程式が理解できる。
10週 7章　物体まわりの流れ Poieuille flow 、Couette flowの解析解が導出できる。
11週 7章　物体まわりの流れ 境界層と境界層制御が説明できる。
12週 7章　物体まわりの流れ 平板上の流れと摩擦抵抗が計算ができる。
13週 7章　物体まわりの流れ 相似則に基づく模型実験の条件設定ができる。
14週 7章　物体まわりの流れ 流動励起振動が説明できる。
15週 総合演習問題 流体工学の総合的な計算ができる
16週 学年末試験 流体工学の総合的な計算ができる

評価割合
試験 小テスト 合計

総合評価割合 80 20 100
基礎的能力 0 0 0
専門的能力 80 20 100
分野横断的能力 0 0 0
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【第１学年】 【第３学年】 【第５学年】

現代文Ⅰ 1 現代文 65 哲学 141

現代文Ⅱ 2 現代社会 67 ライフサイエンス・アースサイエンスＡ 142

古典文学Ⅰ 3 地理 69 保健･体育 143

歴史総合Ⅰ 5 線形代数Ⅱ 70 インキュベーションワーク 144

歴史総合Ⅱ 6 微分積分Ⅱ 71 英語 146

英語Ⅰ 7 微分方程式 73 ドイツ語 148

英語Ⅱ 8 化学 74 中国語 150

英語表現Ⅰ 10 体育 75 ハングル 152

英語表現Ⅱ 11 インキュベーションワーク 77 卒業研究 154

保健 12 コミュニケーション英語Ⅱ 79 技術者倫理 156

体育Ⅰ 13 英語表現Ⅱ 81 エネルギ制御工学実験 158

基礎数学ＡⅠ 15 電気回路 83 情報通信工学実験 160

基礎数学ＡⅡ 16 電気情報工学実験 85 エネルギネットワーク工学 162

基礎数学ＢⅠ 17 電気磁気学 87 エネルギ変換工学Ⅱ 164

基礎数学ＢⅡ 18 応用物理 89 エネルギ発生工学 165

基礎数学Ｃ 19 情報処理Ⅲ 91 シーケンス制御 167

物理Ⅰ 20 電気数学 93 電磁界理論 168

物理Ⅱ 22 電気･電子計測 94 超高周波工学 169

化学Ⅰ 24 電気電子材料 95 信号処理 170

化学Ⅱ 25 情報理論 171

ライフサイエンス・アースサイエンス 26 【第４学年】 情報ネットワーク 172

情報リテラシー 27 日本語表現法 96 応用電子回路 173

プロジェクトデザイン入門 28 法学 97 電子デバイス 174

インキュベーションワークⅠ 30 保健･体育 98 パワーエレクトロニクス 175

電気情報概論 31 インキュベーションワーク 99 工業英語 176

電気基礎Ⅰ 32 上級コミュニケーション英語Ａ 101

電気基礎Ⅱ 33 上級コミュニケーション英語Ｂ 103

情報処理Ⅰ 34 英語 105

ものづくり実習 35 ドイツ語 107

中国語 109

【第２学年】 ハングル 111

化学 36 確率統計Ｂ 113

体育 38 電気数学 114

インキュベーションワーク 40 電気回路 115

コミュニケーション英語Ⅱ 42 電気磁気学 117

英語表現Ⅱ 44 電子工学 119

現代文 46 電子回路 121

古典 48 制御工学 123

歴史 49 エネルギ制御工学実験 125

線形代数Ⅰ 51 情報通信工学実験 127

微分積分Ⅰ 53 エネルギ変換工学Ⅰ 129

物理 55 通信工学 131

情報処理Ⅱ 57 ＩＣ設計工学 133

電気数学 59 アルゴリズム 134

電気･電子計測 60 応用数学Ａ 135

電気回路 61 確率統計Ａ 136

電気情報工学実験 63 応用数学Ｂ 137

システム工学 138

校外実習 139

シラバス（電気情報工学科）目次



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代文Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0002 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 『国語総合　現代文編』（東京書籍）『プレミアムカラー　国語便覧』（数研出版）『新版 チャレンジ常用漢字』（第
一学習社）

担当教員 外村 彰
到達目標
１．日本語で書かれた文章を的確に読解すること。
２．さまざまな文章を読解することで思索する力、豊かな感性を涵養すること。
３．作品が書かれた時代（文学史）や作家に関する知識を身につけること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 日本語で書かれた文章を的確に読
解できる

日本語で書かれた文章を読解でき
る

日本語で書かれた文章を読解でき
ない

評価項目2
さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とが的確にできる

さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とができる

さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とができない

評価項目3
作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることが的確に
できる

作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることができる

作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることができな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 日本語で書かれた文章を的確に理解する能力を養うため、小説、評論などの文章を読解する。また、自分の考えをまと

め表現できる思索力と言語能力を身につける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。週に一度を目安に漢字テストを実施する。適宜、課題提出も課す。

注意点
授業態度は常に真摯にとり組む姿勢が基本です。積極的に学び、文章を読むことの楽しさ、奥深さに向き合ってくださ
い。不真面目な態度は相応に減点の対象とします。漢字テストは楷書で丁寧に記すよう、くれぐれも留意しておくこと
。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス
評論「技術が道徳を代行する時」（池内了）

１，自己紹介文を書く。
評論「技術が道徳を代行する時」を読解する。論理の展開
を的確に捉える。筆者の主張を様々な角度から批評、考察
する。

2週 評論「技術が道徳を代行する時」（池内了）
3週 評論「技術が道徳を代行する時」（池内了）

4週 小説「羅生門」（芥川龍之介）
２，小説「羅生門」を読み、鑑賞する。作品の主題・構成
・表現方法を理解する。作者や時代背景に関する知識を身
につけ、より作品の理解を深める。原典との対照によって
作品の主題を考察する。

5週 小説「羅生門」（芥川龍之介）
6週 小説「羅生門」（芥川龍之介）
7週 中間試験

8週 答案返却・解説　
小説「羅生門」（芥川龍之介）

9週 小説「羅生門」（芥川龍之介）

10週 短歌「十五の春」（正岡子規ほか）
３，短歌「十五の春」俳句「白牡丹」を読解・鑑賞する。
詩情のありかを的確に捉える。表現に込められた感性を様
々な角度から読みとる。作者や背景に対する知識を学び、
人生の意味について考える。

11週 短歌「十五の春」（正岡子規ほか）
12週 俳句「白牡丹」（高浜虚子ほか）
13週 俳句「白牡丹」（高浜虚子ほか）
14週 短歌と俳句（創作ほか）
15週 期末試験
16週 答案返却・解説　諸課題

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 5 0 5 5 5 100
基礎的能力 80 5 0 5 5 5 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代文Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0003 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 『国語総合　現代文編』（東京書籍）『プレミアムカラー　国語便覧』（数研出版）『新版 チャレンジ常用漢字』（第
一学習社）

担当教員 外村 彰
到達目標
１．日本語で書かれた文章を的確に読解すること。
２．さまざまな文章を読解することで思索する力、豊かな感性を涵養すること。
３．作品が書かれた時代（文学史）や作家に関する知識を身につけること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 日本語で書かれた文章を的確に読
解できる

日本語で書かれた文章を読解でき
る

日本語で書かれた文章を読解でき
ない

評価項目2
さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とが的確にできる

さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とができる

さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とができない

評価項目3
作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることが的確に
できる

作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることができる

作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることができな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 日本語で書かれた文章を的確に理解する能力を養うため、小説、評論などの文章を読解する。また、自分の考えをまと

め表現できる思索力と言語能力を身につける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。週に一度を目安に漢字テストを実施する。適宜、課題提出も課す。

注意点
授業態度は常に真摯にとり組む姿勢が基本です。積極的に学び、文章を読むことの楽しさ、奥深さに向き合ってくださ
い。不真面目な態度は相応に減点の対象とします。漢字テストは楷書で丁寧に記すよう、くれぐれも留意しておくこと
。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 随想「少女たちの『ひろしま』」（梯久美子）
１，随想「少女たちの『ひろしま』」を読解する。表現を
的確に捉え、筆者の伝えたかったことを様々な角度から考
察し、平和の尊さについて思いをめぐらせる。

2週 随想「少女たちの『ひろしま』」（梯久美子）
3週 随想「少女たちの『ひろしま』」（梯久美子）

4週 評論「生物の多様性とは何か」（福岡伸一）
２，評論「生物の多様性とは何か」を読解する。論理の展
開を的確に捉える。キーワードに留意しながら、筆者の主
張を多角的に批評、考察する。

5週 評論「生物の多様性とは何か」（福岡伸一）
6週 評論「生物の多様性とは何か」（福岡伸一）
7週 中間試験

8週 答案返却・解説　
評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）

9週 評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）
３，評論「映像文化の変貌」を読解する。表象文化論の論
理展開を的確に捉える。筆者の主張を様々な角度から批評
、考察する。

10週 評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）
11週 評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）

12週 詩「小景異情」ほか（室生犀星ほか）
４，詩「小景異情」ほかを読解・鑑賞する。詩情のありか
を的確に捉える。表現に込められた感性を様々な角度から
読みとる。作者や背景に対する知識を学び、人生の意味に
ついて考える。

13週 詩「小景異情」ほか（室生犀星ほか）
14週 詩「小景異情」ほか（室生犀星ほか）

15週 期末試験

16週 答案返却・解説　諸課題
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 80 5 0 5 5 5 100
基礎的能力 80 5 0 5 5 5 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 古典文学Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0004 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 『国語総合　古典編』 （東京書籍）
担当教員 上芝 令子
到達目標
1．古文と現代文の違いを知り、古文を読む際の基礎的知識を学ぶ。
2．古文、漢文の語彙や表現を学び、日本語表現の多様性を理解する。
3．漢文訓読の基礎的知識を学習し、簡単な漢文が読めるようになる。
4．古典を通じて古人のものの見方、思想様式を学び、今日に活用しうる発想を知る
5．古文、漢文の語彙の表現を学び、日本語表現の多様性を理解する。
6．漢文訓読の知識を用いて、初歩的な漢文の文章が読めるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
古文と現代文の違いを知り、古文
を読む際の基礎的知識を学ぶこと
が的確にできる

古文と現代文の違いを知り、古文
を読む際の基礎的知識を学ぶこと
ができる

古文と現代文の違いを知り、古文
を読む際の基礎的知識を学ぶこと
ができない

評価項目2
古文、漢文の語彙や表現を学び、
日本語表現の多様性を的確に理解
できる

古文、漢文の語彙や表現を学び、
日本語表現の多様性を理解できる

古文、漢文の語彙や表現を学び、
日本語表現の多様性を理解できな
い

評価項目3
漢文訓読の基礎的知識を学習し、
簡単な漢文を読むことが的確にで
きる

漢文訓読の基礎的知識を学習し、
簡単な漢文を読むことができる

漢文訓読の基礎的知識を学習し、
簡単な漢文を読むことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
中学校での古典学習をふまえ、古典入門の授業とする。古文、漢文を理解するための基礎学力を身につけ、古人の思索
を理解することで豊かな教養を涵養する。日本語日本文化および東アジアの文化に対する深い見識を養うことを目的と
する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。適宜、課題提出も課す。

注意点
グローバル化が叫ばれる現代だからこそ、自らが立脚する日本語日本文化に対する幅広い知識、理解を持つことが肝要
となる。異文化に対する柔らかい享受の姿勢は日本古典文学の世界が培ってきた伝統である。ぜひ真摯かつ積極的に学
んでほしい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス

2週 古文入門「絵仏師良秀」（「宇治拾遺物語」）

1，古文入門
古文と現代文の違いを知る。
仮名遣い・文法・語彙を学習し、古文の骨格を理解する
品詞について学習する。
文学史的知識を身につける。

3週 古文入門「絵仏師良秀」（「宇治拾遺物語」）
4週 「絵仏師良秀」（「宇治拾遺物語」）

5週 漢文入門「訓読に親しむ（一）、（二）」
2，漢文入門
漢文を読む際に必要な知識を学ぶ。
訓読のきまり、書き下し文を学ぶ。
人口に膾炙した格言、成句に対する知識を深める。

6週 再読文字・助字・演習
7週 中間試験
8週 答案返却・解説

9週 「芥川」（「伊勢物語」）

1，古文基礎編その1
物語作品を読み、内容を理解し、鑑賞する。
文法・語彙を学習し、古典の作品世界を理解する。
用言の活用について学習する。
文学史的知識を身につける。

10週 「芥川」（「伊勢物語」）

11週 「つれづれなるままに」（「徒然草」）
2，古文基礎編その2
古典三大随筆を知り、その一端を鑑賞する。
文法・詩彙を学習し、古典世界に親しむ。
文学史的知識を身につける。

12週 故事成語「助長」

3，漢文「助長」「推敲」を読解する。
訓読のきまりに従い、正確な暮き下し文に改めることがで
きる
初歩的な漢文の内容理解ができる。
故事成語について学習する。

13週 故事成語「推敲」
14週 故事成語「推敲」
15週 期末試験
16週 答案返却・解説

評価割合
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試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 歴史総合Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0005 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 伊藤純郎ほか「高等学校日本史Ｂ」（清水書院）
担当教員 藤本 義彦
到達目標
・日本近代の外交を把握する
・ペリー来航から明治維新までの過程を把握する
・日清戦争の過程、結果について把握する
・日露戦争の過程、結果について把握する
・日本の古代中世の外交の特徴を把握する

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 日本の古代から近代の外交の特徴
を詳細に把握することができる

日本の古代から近代の外交の特徴
を把握することができる

日本の古代から近代の外交の特徴
を把握することができない

評価項目2 ペリー来航から明治時代への変遷
を詳細に理解することができる

ペリー来航から明治時代への変遷
を理解することができる

ペリー来航から明治時代への変遷
を理解することができない

評価項目3 条約改正の過程を詳細に把握する
ことができる

条約改正の過程を把握することが
できる

条約改正の過程を把握することが
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 日本近代の歴史を政治・外交の面に力点をおきながら学習する。また、重要な問題については古代・中世に遡って学習

し理解を深める。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義中心。参考にビデオ視聴する。

注意点 日頃から本や新聞などを読んで、社会問題・時事問題に興味をもつようにしてください。「歴史」は暗記科目ではあり
ません。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 呉の歴史１（戦艦大和） 地元呉に関る歴史について学ぶ
2週 呉の歴史２（戦艦大和） 戦艦大和建造の意味について理解する
3週 古代・中世の外交（１） 古代中世の外交で主に中国との関係を理解する
4週 古代・中世の外交（２） 古代中世の外交で主にアジアの国々との関係を理解する
5週 古代・中世の外交（３） 古代中世の外交で主に欧州の国々との関係を理解する
6週 鎖国 江戸時代の初期の外交・鎖国について理解する
7週 中間試験
8週 外国船の来航 江戸時代後期の外国船の来航や蘭学について理解する
9週 ペリー来航（１） 幕末の米国の日本接近について理解する
10週 ペリー来航（２） 開国の結果、影響について理解する
11週 条約改正 条約改正について理解する
12週 近代以前の戦争 近代以前の戦いについて理解する
13週 日清戦争 日清戦争の原因、経過、結果について理解する
14週 日露戦争 日露戦争の原因、経過、結果について理解する
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 75 20 0 5 0 0 100
基礎的能力 75 20 0 5 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 歴史総合Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0006 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 伊藤純郎ほか「高等学校日本史Ｂ」（清水書院）
担当教員 藤本 義彦
到達目標
・１９～２０世紀の世界の情勢について理解する
・第１次大戦から第２次大戦の過程を把握する
・２０世紀人々の生活・文化の特徴を把握する
・民族問題について把握する
・冷戦構造の特徴を把握する
・植民地独立の過程を把握する
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 帝国主義の時代を詳細に把握する
ことができる

帝国主義の時代を把握することが
できる

帝国主義の時代を把握することが
できない

評価項目2
第１次大戦から第２次大戦の時代
への変遷を詳細に理解することが
できる

第１次大戦から第２次大戦の時代
への変遷を理解することができる

第１次大戦から第２次大戦の時代
への変遷を理解することができな
い

評価項目3 第２次大戦後の世界の情勢を詳細
に把握することができる

第２次大戦後の世界の情勢を把握
することができる

第２次大戦後の世界の情勢を把握
することができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 １９世紀から２０世紀の歴史を政治・社会・文化の面に力点をおきながら学習する。また、現代にも通じる問題につい

ては教科書にとらわれることなく、より詳しく論じる。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義中心。参考にビデオ視聴する。

注意点 日頃から本や新聞などを読んで、社会問題・時事問題に興味をもつようにしてください。「歴史」は暗記科目ではあり
ません。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 第１次世界大戦（１） 第１次大戦の原因、経過について理解する
2週 第１次世界大戦（２） 第１次世界大戦の結果について理解する
3週 １９２０年代のアメリカ 第１次大戦後のアメリカの状況について知る
4週 世界恐慌 世界恐慌の原因、経過、結果について理解する

5週 ナチスとヒトラー（１） 世界恐慌後のドイツの状況、ナチスの台頭について理解す
る

6週 ナチスとヒトラー（２） 第２次大戦中のドイツの動向について理解する
7週 中間試験
8週 ユダヤ人 ユダヤ人の迫害、イスラエルの誕生について学ぶ
9週 大正デモクラシー 日本の政党政治について理解する

10週 満州事変 満州事変から満州国の成立、日本の孤立化について理解す
る

11週 太平洋戦争（１） 太平洋戦争に至る過程、真珠湾攻撃について学ぶ
12週 太平洋戦争（２） ミッドウェー海戦から日本の敗戦に至る過程を理解する
13週 植民地の独立 インドの独立とガンディーについて学ぶ
14週 冷戦 第２次大戦後の米ソの対立について理解する
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 75 20 0 5 0 0 100
基礎的能力 75 20 0 5 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0007 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 PRO-VISION English Communication Ⅰ New Edition（桐原書店），PRO-VISION English CommunicationⅠ New
Edition Workbook（桐原書店），MEW Exercise Book Core 500（いいずな書店）他

担当教員 大森 誠
到達目標
１．教科書の内容を理解し，新出語句や重要表現を覚え，使うことができる。
２．初見の英文でも，未知語の推測や文法・構文の知識を駆使して内容を理解することができる。
３．英語で聴いた内容を理解し，正確かつ適切に応答することができる。
４．副教材（『MEW Exercise Book Core 500』）の語句を覚え，正確かつ適切に使うことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
教科書の内容を正確に理解し，新
出語句や重要語句を正確に覚え
，適切に使うことができる。

教科書の内容をおおむね理解する
ことができ，新出語句や重要語句
を覚え，使うことができる。

教科書の内容を理解でできず，新
出語句や重要表現を覚えず，使う
こともできない。

評価項目2
初見の英文でも，未知語の推測や
文法・構文の知識を駆使して内容
を適切に理解することができる。

初見の英文でも，未知語の推測や
文法・構文の知識を駆使して内容
の概要を理解することができる。

初見の英文で，未知語の推測や文
法・構文の知識を駆使できず，内
容を理解することがでない。

評価項目3
英語で聴いた内容を理解し，正確
かつ適切に応答することができる
。

英語で聴いた内容を理解し，正確
もしくは適切に応答することがで
きる。

英語で聴いた内容を理解し，正確
かつ適切に応答することができな
い。

評価項目4
副教材（『MEW Exercise Book
Core 500』）の語句を覚え，正確
かつ適切に使うことができる。

副教材（『MEW Exercise Book
Core 500』）の語句を覚え，使う
ことができる。

副教材（『MEW Exercise Book
Core 500』）の語句を覚え，使う
ことができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 言語運用の４技能（読む・書く・聞く・話す）のうち，特に「読む」および「聞く」を重点的に向上させることを目的

とする。テキストの音読と精読を通して読解力の育成を図るとともに，語彙や表現を身につけることを目的とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

単語テストを毎回実施する。
各Lessonが終わったら，単元末テストを行う。
リスニング演習，速読演習を毎回の授業で行う。

注意点 テキストだけでなく辞書も必ず持参して活用すること。毎回必ず予習をして授業の臨むこと。
６月に行う英語統一試験で所定のレベル以上の得点であった場合，後期の英語Ⅱで加点を行う。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概要説明 リスニング演習，速読演習
2週 LESSON 1 The Power of Vision and Hard Work 単語テスト，リスニング演習，速読演習
3週 LESSON 1 The Power of Vision and Hard Work 単語テスト，リスニング演習，速読演習
4週 LESSON 2 Oh Bento! 単語テスト，リスニング演習，速読演習
5週  LESSON 2 Oh Bento! 単語テスト，リスニング演習，速読演習
6週  LESSON 2 Oh Bento! リスニング演習，速読演習
7週 中間試験

8週 試験返却，解説
LESSON 3 The Sky’s Your Only Limit 単語テスト，リスニング演習，速読演習

9週 LESSON 3 The Sky’s Your Only Limit 単語テスト，リスニング演習，速読演習
10週 LESSON 3 The Sky’s Your Only Limit 単語テスト，リスニング演習，速読演習
11週 LESSON 3 The Sky’s Your Only Limit 単語テスト，リスニング演習，速読演習
12週 LESSON 4 Beavers, Engineers of the Forest 単語テスト，リスニング演習，速読演習
13週 LESSON 4 Beavers, Engineers of the Forest 単語テスト，リスニング演習，速読演習
14週 LESSON 4 Beavers, Engineers of the Forest リスニング演習，速読演習
15週 期末試験
16週 成績返却，解説

評価割合
試験 単語テスト 単元末テスト 提出物 出席 その他 合計

総合評価割合 50 30 10 5 5 0 100
基礎的能力 50 30 10 5 5 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0008 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 PRO-VISION English Communication Ⅰ New Edition（桐原書店），PRO-VISION English CommunicationⅠ New
Edition Workbook（桐原書店），MEW Exercise Book Days 1200（いいずな書店）他

担当教員 大森 誠
到達目標
１．教科書の内容を理解し，新出語句や重要表現を覚え，使うことができる。
２．初見の英文でも，未知語の推測や文法・構文の知識を駆使して内容を理解することができる。
３．英語で聴いた内容を理解し，正確かつ適切に応答することができる。
４．副教材（『MEW Exercise Book Days 1200』）の語句を覚え，正確かつ適切に使うことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
教科書の内容を正確に理解し，新
出語句や重要語句を覚え，適切に
使うことができる

教科書の内容を理解し，新出語句
や重要語句を覚え，使うことがで
きる。

教科書の内容を理解できず，新出
語句や重要語句を覚えることがで
きず，使うこともできない。

評価項目2
初見の英文で，未知語の推測や文
法・構文の知識を駆使して内容を
正確に理解することができる。

初見の英文で，未知語の推測や文
法・構文の知識を駆使して概要を
理解することができる。

初見の英文で，未知語の推測や文
法・構文の知識を駆使できず，概
要を理解することができない。

評価項目3
英語で聴いた内容を理解し，正確
かつ適切に応答することができる
。

英語で聴いた内容を理解し，正確
もしくは適切に応答することがで
きる。

英語で聴いた内容を理解し，正確
かつ適切に応答することができな
い。

評価項目4
副教材（『MEW Exercise Book
Days 1200』）の語句を覚え，正
確かつ適切に使うことができる。

副教材（『MEW Exercise Book
Days 1200』）の語句を覚え，使
うことができる。

副教材（『MEW Exercise Book
Days 1200』）の語句を覚え，使
うことができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 言語運用の４技能（読む・書く・聞く・話す）のうち，特に「読む」および「聞く」を重点的に向上させることを目的

とする。テキストの音読と精読を通して読解力の育成を図るとともに，語彙や表現を身につけることを目的とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

単語テストを毎回実施する。
各Lessonが終わったら，単元末テストを行う。
リスニング演習，速読演習を毎回行う。

注意点 教科書だけでなく辞書も必ず持参して活用すること。毎回必ず予習をして授業の臨むこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週
夏休み明け課題試験
LESSON 5 Chocolate: A Story of Dark and Light
単語テスト

2週 LESSON 5 Chocolate: A Story of Dark and Light
単語テスト

3週 LESSON 5 Chocolate: A Story of Dark and Light
単語テスト

4週 LESSON 6 The Power of Music to Change Young Lives
単語テスト

5週 LESSON 6 The Power of Music to Change Young Lives
単語テスト

6週 LESSON 6 The Power of Music to Change Young Lives
単語テスト

7週 中間試験

8週
試験返却，解説
LESSON 7 Talking Plants
単語テスト

9週 LESSON 7 Talking Plants
単語テスト

10週 LESSON 7 Talking Plants
単語テスト

11週 LESSON 8 One Pen Can Change the World
単語テスト

12週 LESSON 8 One Pen Can Change the World
単語テスト

13週 LESSON 8 One Pen Can Change the World
単語テスト

14週 LESSON 8 One Pen Can Change the World
単語テスト

15週 期末試験
16週 成績返却，解説

評価割合
試験 単語テスト 単元末テスト 提出物 出席 その他 合計
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総合評価割合 50 30 10 5 5 0 100
基礎的能力 50 30 10 5 5 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語表現Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0009 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材
『総合英語 Evergreen』，『総合英語Evergreen English Grammar 23 Lessons』，『総合英語Evergreen English
Grammar 23 Lessons Workbook』(いいずな書店），即戦ゼミ11 大学入試 ベストポイント 英語頻出問題 740［最新
三訂版］（桐原書店）

担当教員 大森 誠
到達目標
講義や演習を通じて，英文法の基本的特性を正確に理解し，適切に表現することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 新出語句・表現を覚え，英文の中
で適切に使うことができる。

新出語句・表現を覚え，英文の中
で使うことができる。

新出語句・表現を覚え，英文の中
で使うことができない。

評価項目2
英文法の基本的特性を正確に理解
し，適切に表現することができる
。

英文法の基本的特性を理解し，表
現することができる。

英文法の基本的特性を理解できず
，表現することができない。

評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 中学校で学習した英文法内容を基盤とし，講義や演習をとおして，基礎的な英語表現力を身につける。

授業の進め方と授業内
容・方法

毎回，課題プリント（宿題）を課す。
前時学習した範囲での小テストを課す。
１つの文法項目が終わるごとに，ベストポイント740をもとに単元末テストを行う。

注意点

英文法の授業について：
予習では，文法書（Evergreen）を読み，概要を理解しておくこと。
復習は，教科書問題，課題プリントおよび Workbookに取り組むこと。
授業での疑問点や不明な点があれば，積極的に教員室に来て質問をすること。
定期試験後の成績は，評価割合に基づいた累積の評価点を提示する。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
授業の概要説明
Intro 1 文の成り立ち
Intro 2 文の種類（１）
Intro 3 文の種類（２）

2週 Intro 4 動詞と文型（１）
Intro 5 動詞と文型（２） 小テスト

3週 Lesson 1　動詞と時制（１）
Lesson 2　動詞と時制（２） 小テスト

4週 Lesson 3　動詞と時制（３） 小テスト

5週 Lesson 4　完了形（１）
Plus　完了形 小テスト

6週 Lesson 5　完了形（２） 小テスト
7週 中間試験 Workbookの提出

8週 答案返却，解説
Lesson 6　助動詞（１）

小テスト
ベストポイント740テスト（第２章）

9週 Lesson 7　助動詞（２）
Plus 助動詞 小テスト

10週 Lesson 8　態（１）
Lesson 9　態（２）

小テスト
ベストポイント740テスト（第３章）

11週 Plus 態 小テスト

12週 Lesson 10　不定詞（１）
Lesson 11　不定詞（２）

小テスト
ベストポイント740テスト（第７章）

13週 Lesson 12　不定詞（３）
Plus 不定詞① 小テスト

14週 Plus 不定詞② 小テスト
15週 期末試験 Workbookの提出

16週 答案返却・解答説明
夏休み課題の指示

小テスト
ベストポイント740テスト（第４章）

評価割合
試験 小テスト 単元末テスト 提出物 出席 その他 合計

総合評価割合 60 20 10 5 5 0 100
基礎的能力 60 20 10 5 5 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語表現Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0010 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材
『総合英語 Evergreen』，『総合英語Evergreen English Grammar 23 Lessons』，『総合英語Evergreen English
Grammar 23 Lessons Workbook』(いいずな書店），即戦ゼミ11 大学入試 ベストポイント 英語頻出問題 740［最新
三訂版］（桐原書店）

担当教員 大森 誠
到達目標
講義や演習を通じて，英文法の基本的特性を正確に理解し，適切に表現することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 新出語句・表現を覚え，英文の中
で適切に使うことができる。

新出語句・表現を覚え，英文の中
で使うことができる。

新出語句・表現を覚え，英文の中
で使うことができない。

評価項目2
英文法の基本的特性を正確に理解
し，適切に表現することができる
。

英文法の基本的特性を理解し，表
現することができる。

英文法の基本的特性を理解できず
，表現することができない。

評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 中学校で学習した英文法内容を基盤とし，講義や演習をとおして，基礎的な英語表現力を身につける。

授業の進め方と授業内
容・方法

毎回，課題プリント（宿題）を課す。
前時学習した範囲での小テストを課す。
１つの文法項目が終わるごとに，ベストポイント740をもとに単元末テストを行う。

注意点

英文法の授業について：
予習では，文法書（Evergreen）を読み，概要を理解しておくこと。
復習は，教科書問題，課題プリントおよび Workbookに取り組むこと。
授業での疑問点や不明な点があれば，積極的に教員室に来て質問をすること。
定期試験後の成績は，評価割合に基づいた累積の評価点を提示する。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週
夏休み明け課題試験
Lesson 13　動名詞
Plus 動名詞

2週 Plus 動名詞と不定詞 小テスト

3週 Lesson 14　分詞（１）
Lesson 15　分詞（２）

小テスト
ベストポイント740テスト（第５章）

4週 Lesson 16 分詞（３） 小テスト
5週 Plus 分詞 小テスト

6週 Lesson 17　比較（１）
Lesson 18　比較（２）

小テスト
ベストポイント740テスト（第６章）

7週 Plus 比較 小テスト
8週 中間試験 Workbookの提出

9週 答案返却，解説
Lesson 19　関係詞（１）

小テスト
ベストポイント740テスト（第10章）

10週 Lesson 20　関係詞（２） 小テスト

11週 Lesson 21　関係詞（３）
Plus 関係詞 小テスト

12週 第22章　仮定法（１） 小テスト
ベストポイント740テスト（第11章）

13週 第23章　仮定法（２） 小テスト
14週 Plus 仮定法 小テスト
15週 期末試験 Workbookの提出

16週 答案返却・解答説明
春休み課題の指示

小テスト
ベストポイント740テスト（第12章）

評価割合
試験 小テスト 単元末テスト 提出物 出席 その他 合計

総合評価割合 60 20 10 5 5 0 100
基礎的能力 60 20 10 5 5 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 保健
科目基礎情報
科目番号 0011 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 和唐正勝ほか『最新高等保健体育』（大修館書店）
担当教員 丸山 啓史
到達目標
1．現代の健康のとらえ方について理解でき，自らの健康にかかわる意志決定・行動選択ができる。
2．生活習慣病の予防について理解できる
3．喫煙・飲酒が健康に及ぼす影響とその要因・対策について理解できる。
4．薬物の種類とその健康への影響について理解できる。
5．エイズ・性感染症の現状の理解とその予防をすることができる。
6．応急手当の意義やその基本，心肺蘇生法の理論を理解し．実践することができる。
7．思春期における性意識を理解し，適切な性行動を選択することができる。
8．妊娠・出産のメカニズムについて理解できる。
9．避妊法と人工妊娠絶について理解できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
現代の健康のとらえ方について理
解でき，自らの健康にかかわる意
志決定・行動選択が適切にできる

現代の健康のとらえ方について理
解でき，自らの健康にかかわる意
志決定・行動選択ができる

現代の健康のとらえ方について理
解でき，自らの健康にかかわる意
志決定・行動選択ができない

評価項目2 生活習慣病の予防について適切に
理解できる

生活習慣病の予防について理解で
きる

生活習慣病の予防について理解で
きない

評価項目3
喫煙・飲酒が健康に及ぼす影響と
その要因・対策について適切に理
解できる

喫煙・飲酒が健康に及ぼす影響と
その要因・対策について理解でき
る

喫煙・飲酒が健康に及ぼす影響と
その要因・対策について理解でき
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるようにし，生涯を通じて自らの健康を適切に管理し，改善

していくための資質や能力を育てる。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする

注意点
現在及び将来の生活を健康で安全に暮らしていくための大切な授業です。質問がある場合には，放課後やオフィスアワ
ーを利用して積極的に質問に来てください。予習としては．事前に教科書に目を通し，疑問点を明確にしておくことで
す。授業では，講義内容や板書の内容を理解し，理解できない点は随時質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション
2週 現代社会と健康 健康の考え方と成り立ち
3週 現代社会と健康 私たちの健康のすがた
4週 現代社会と健康 生活習慣病とその予防

5週 現代社会と健康
応急手当の意義とその基本
日常的な応急手当
心肺蘇生法の原理とおこない方

6週 現代社会と健康 喫煙と健康
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 現代社会と健康 飲酒と健康
10週 現代社会と健康 薬物乱用と健康
11週 生涯を通じる健康 感染症とその予防，性感染症・エイズ予防
12週 生涯を通じる健康 思春期と健康
13週 生涯を通じる健康 性への関心・欲求と性行動

14週 生涯を通じる健康 妊娠・出産と健康
避妊法と人工妊娠中絶

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 体育Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0012 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 丸山 啓史
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．バレーボールの個人的技能をゲームで生かすことができる。
3．バレーボールの集団的技能をゲームで生かすことができる。
4．バレーボールのゲームを企画・運営ができる。
5．バスケットボールの個人的技能をゲームで生かすことができる。
6．バスケットボールの集団的技能をゲームで生かすことができる
7．バスケットボールのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 バレーボールの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

バレーボールの技能をゲームで生
かすことができる

バレーボールの技能をゲームで生
かすことができない

評価項目3 バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことが適切にできる

バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことができる

バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ．運動能力を高
める自己診断資料とする。協調性と安全・確実・敏速に行動ができるような態度を養う。ゲームに必要な個人的技能や
集団的技能を高め，技能の程度に応じた作戦を工夫してゲームができるようにするとともに，得点や勝敗を競う過程や
結果に喜びや楽しさを味わう。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション・新体カテスト
1．新体カテスト
新体カテストの測定項目を理解し、正しい測定を実施でき
る
自らの得点を集計し、自己評価できる

2週 新体カテスト
3週 新体カテスト

4週 集団行動・体育祭の種目
2．体育祭種目
体育祭種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実施で
きる

5週 集団行動・体育祭の種目

6週 バレーボール

3．バレーボール
バレーボールの技術・ルールを理解し、学習した審判法を
基準に体育で実践するバレーボール試合の審判ができる
サーブ、オーバーハンドレシーブ、アンダーハンドレシー
ブ、スパイクを代表とする個人技能を修得し、試合で実践
できる。

7週 バレーボール
8週 バレーボール
9週 バレーボール
10週 バレーボール
11週 バレーボール
12週 バレーボール
13週 バレーボール
14週 バレーボール・スキルテスト
15週 バレーボール・スキルテスト
16週 バレーボール・スキルテスト

後期
1週 球技大会の種目

4．球技大会種目の練習
球技大会の種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実
施できる

2週 球技大会の種目
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3週 バスケットボール

5バスケットボール
バスケットボールの技術・ルールを理解し、学習した審判
法を基準に体育で実践するバスケットボール試合の審判が
できる
ゴール下シュート、レイアップ、セットシュート、ドリブ
ル、チェストパスを代表とする個人技能を修得し、試合で
実践できる。

4週 バスケットボール
5週 バスケットボール
6週 バスケットボール
7週 バスケットボール
8週 バスケットボール
9週 バスケットボール
10週 バスケットボール
11週 バスケットボール
12週 バスケットボール

13週 持久走 6．持久走
長距離走の特性を理解し、駅伝大会で実践できる

14週 バスケットボール・スキルテスト
15週 バスケットボール・スキルテスト
16週 バスケットボール・スキルテスト

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学ＡⅠ
科目基礎情報
科目番号 0013 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 4
教科書/教材 新井一道　他著「新基礎数学」（大日本図書）
担当教員 影山 優
到達目標
１．いろいろな数と式について四則計算ができること
２．いろいろな方程式，不等式が解け，また証明ができる
３．２次関数の性質を理解し，グラフがかけること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 いろいろな数と式について四則計
算が適切にできる

いろいろな数と式について四則計
算ができる

いろいろな数と式について四則計
算ができない

評価項目2 方程式，不等式が解け，証明が適
切にできる

方程式，不等式が解け，証明がで
きる

方程式，不等式が解けず，証明が
できない

評価項目3 ２次関数の性質を理解し，グラフ
が適切に描くことができる。

２次関数の性質を理解し，グラフ
が描くことができる。

２次関数の性質を理解できず，グ
ラフが描けない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
中学校の数学をもとにして，高専数学のための基礎づくりを目的としています。整式の計算から入り，方程式や不等式
，2次関数などを学習し，数学的な考え方や計算技術などの習得を目指します。就職・進学に必ず必要となる基礎学力を
身につけるものです。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点

これから学んでいく数学および専門科目の基礎中の基礎なので，分からないところを残しておくと進級が難しくなりま
す。基本的なことから始めて授業を進める予定です。数学の学習は授業内容を復習し，実際に自分で手を動かして問題
を解いてみることが大事です。もし，授業を聴いてわからないところはどんどん質問してください。随時質問は受け付
けます。
中学校の数学から引き続き勉強する広い数学の世界を楽しんで行ってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 整式の計算 整式の加減乗除の計算や、式の展開ができる。
2週 因数分解 整式の因数分解ができる。

3週 剰余の定理と因数定理 因数定理等を利用して、4次までの簡単な整式の因数分解が
できる。

4週 分数式、複素数 分数式の加減乗除の計算ができ、また実数、平方根、複素
数の基本的な計算ができる。

5週 ２次方程式 解の公式等を利用して、2次方程式を解くことができる。

6週 いろいろな方程式
因数定理等を利用して、基本的な高次方程式を解くことが
でき、また簡単な連立方程式、無理方程式・分数方程式を
解くことができる。

7週 中間試験

8週 恒等式 恒等式と方程式の違いを区別でき、部分分数への分解等が
できる。

9週 等式の証明 等式の証明ができる。
10週 不等式 1次不等式や2次不等式を解くことができる。
11週 集合・命題 集合と命題について理解できる。

12週 命題の証明 必要条件、十分条件について理解し、背理法を用いた証明
ができる。

13週 ２次関数のグラフ, 2次関数と２次方程式 2次関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、最大値
・最小値を求めることができる。

14週 ２次不等式 2次関数の性質を理解し、グラフを利用し2次不等式を求め
ることができる。

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学ＡⅡ
科目基礎情報
科目番号 0014 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 新井一道　他著「新基礎数学」（大日本図書）
担当教員 影山 優
到達目標
１．べき関数，分数関数，無理関数などのグラフがかけること。
２．指数関数，対数関数の性質を理解し，グラフがかけること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
べき関数，分数関数，無理関数な
どのグラフをかくことが適切にで
きる

べき関数，分数関数，無理関数な
どのグラフをかくことができる

べき関数，分数関数，無理関数な
どのグラフをかくことができない

評価項目2
指数関数，対数関数の性質を理解
し，グラフをかくことが適切にで
きる

指数関数，対数関数の性質を理解
し，グラフをかくことができる

指数関数，対数関数の性質を理解
できず，グラフをかくことができ
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 基礎数学AⅠに続き，高専数学のための基礎づくりを目的としている。べき関数，分数関数，無理関数，逆関数，指数関

数，対数関数などを学習し，数学的な考え方や計算技術などの習得を目指す。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点

これから学んでいく数学および専門科目の基礎中の基礎なので，分からないところを残しておくと進級が難しくなりま
す。基本的なことから始めて授業を進める予定です。数学の学習は授業内容を復習し，実際に自分で手を動かして問題
を解いてみることが大事です。もし，授業を聴いてわからないところはどんどん質問してください。随時質問は受け付
けます。
基礎数学AⅠから引き続き勉強する広い数学の世界を楽しんで行ってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 いろいろな関数 べき関数や分数関数の性質を理解し、グラフをかくことが
できる。

2週 いろいろな関数 べき関数や分数関数の性質を理解し、グラフをかくことが
できる。

3週 いろいろな関数 べき関数や分数関数や無理関数の性質を理解し、グラフを
かくことができる。

4週 いろいろな関数 べき関数や分数関数や無理関数の性質を理解し、グラフを
かくことができる。

5週 いろいろな関数 簡単な場合について、関数の逆関数を求め、そのグラフを
かくことができる。

6週 いろいろな関数 簡単な場合について、関数の逆関数を求め、そのグラフを
かくことができる。

7週 指数関数・対数関数 指数関数の定義・基本性質を理解できる。
対数の意味を理解し、定義・基本性質を理解できる。

8週 中間試験

9週 指数関数・対数関数 指数関数のグラフをかくことができ、指数関数を含む簡単
な方程式を解くことができる。

10週 指数関数・対数関数 指数関数のグラフをかくことができ、指数関数を含む簡単
な方程式を解くことができる。

11週 指数関数・対数関数 対数の意味を理解し、対数を利用した計算ができる。

12週 指数関数・対数関数 対数の意味を理解し、底の変換公式などを用いて対数の計
算ができる。

13週 指数関数・対数関数 対数関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、対数
関数を含む簡単な方程式を解くことができる。

14週 指数関数・対数関数
対数関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、対数
関数を含む簡単な方程式を解くことができ、
常用対数表を利用できる。

15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学ＢⅠ
科目基礎情報
科目番号 0015 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 新井一道　他著「新基礎数学」（大日本図書）
担当教員 小林 正和
到達目標
１．座標平面における点と直線，2直線の関係を理解し，問題が解ける。
２．２次曲線の問題が解ける。不等式の表す領域が図示できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
座標平面における点と直線，2直線
の関係を理解し，問題を解くこと
が適切にできる

座標平面における点と直線，2直線
の関係を理解し，問題を解くこと
ができる

座標平面における点と直線，2直線
の関係を理解せず，問題を解くこ
とができない

評価項目2 ２次曲線，不等式の問題が適切に
解ける ２次曲線，不等式の問題が解ける ２次曲線，不等式の問題が解けな

い
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 中学校で学んだ数学に続いて平面図形（直線や２次曲線）の方程式を学ぶ。就職・進学に必ず必要となる基礎学力を身

につける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点
これから学んでいく数学および工学の基礎なので，分からないところを残しておくと進級してから大変苦労します。答
えが正しいというだけでは駄目で，答えを出すまでを正しく記述することが大切です。授業をしっかり聞き，「なぜこ
うなるか」を自分の頭で考え，自分で問題を解くようにしましょう。わからない場合は積極的に質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 点と直線 ２点間の距離を求めることができる
2週 直線の方程式 直線の方程式を求めることができる
3週 直線の方程式 直線の方程式を求めることができる
4週 ２直線の関係 ２直線の関係を求めることができる
5週 ２直線の関係 ２直線の関係を求めることができる
6週 円 円の方程式を求めることができる
7週 中間試験
8週 楕円 楕円の方程式を求めることができる
9週 双曲線 双曲線の方程式を求めることができる
10週 放物線 放物線の方程式を求めることができる
11週 ２次曲線と直線 ２次曲線の接線を求めることができる
12週 ２次曲線と直線 ２次曲線の接線を求めることができる
13週 不等式と領域 不等式が表す領域を求めることができる
14週 不等式と領域 不等式が表す領域を求めることができる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学ＢⅡ
科目基礎情報
科目番号 0016 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 新井一道　他著「新基礎数学」（大日本図書）
担当教員 小林 正和
到達目標
１．場合の数が計算できる
２．数列の一般項，和が計算できる。およびそれらに関係することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1 場合の数が適切に計算できる 場合の数が計算できる 場合の数が計算できない

評価項目2 数列の一般項，和が適切に計算で
きる 数列の一般項，和が計算できる 数列の一般項，和が計算できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 前期で学んだ基礎数学BIに続き，場合の数，数列に関することなどを学ぶ。就職・進学に必ず必要となる基礎学力を身

につける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点
これから学んでいく数学および工学の基礎なので，分からないところを残しておくと進級してから大変苦労します。答
えが正しいというだけでは駄目で，答えを出すまでを正しく記述することが大切です。授業をしっかり聞き，「なぜこ
うなるか」を自分の頭で考え，自分で問題を解くようにしましょう。わからない場合は積極的に質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 場合の数 積の法則，和の法則の違いを説明できる
2週 順列 順列の計算ができる
3週 組み合わせ 組み合わせの計算ができる
4週 いろいろな順列 いろいろな順列の計算ができる
5週 いろいろな順列 いろいろな順列の計算ができる
6週 二項定理 二項定理の計算ができる
7週 二項定理 二項定理の計算ができる
8週 中間試験

9週 数列・等差数列 数列とは何か説明できる・等差数列の一般項やその和を求
めることができる

10週 等比数列 等比数列の一般項やその和を求めることができる
11週 数列の和 数列の和を求めることができる
12週 数列の和 数列の和を求めることができる
13週 漸化式と数学的帰納法 漸化式と数学的帰納法を用いることができる
14週 漸化式と数学的帰納法 漸化式と数学的帰納法を用いることができる
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学C
科目基礎情報
科目番号 0017 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 新井一道　他著「新基礎数学」（大日本図書）および　高遠節夫他「新線形代数」（大日本図書）
担当教員 平松 直哉
到達目標
1. 三角比を理解し、その応用ができること
2. ベクトル定義を理解し、ベクトルの基本的な計算ができること
3. ベクトルの平行・垂直条件を利用することができること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 三角比を理解し、その応用が適切
にできる

三角比を理解し、その応用ができ
ること

三角比を理解できず、その応用が
できない

評価項目2 ベクトルの演算が適切にできる ベクトルの演算ができる ベクトルの演算ができない
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 基礎数学AⅠに続き，高専数学のための基礎づくりを目的としている。三角比、力学などで重要なベクトルなどを学習し

，数学的な考え方や計算技術などの習得を目指す。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点
これから学んでいく数学および専門科目の基礎的な内容を学習します。分からないところを残しておくと進級が難しく
なります。基本的なことから始めて授業を進める予定です。数学の学習は授業内容を復習し，実際に自分で手を動かし
て問題を解いてみることが大事です。もし，授業を聴いてわからないところはどんどん質問してください。随時質問は
受け付けます。基礎数学AⅠから引き続き勉強する広い数学の世界を楽しんで行ってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 三角比とその応用 三角比を理解し、鋭角の場合について、三角比を求めるこ
とができる。

2週 三角比とその応用 三角比を理解し、鈍角の場合について、三角比を求めるこ
とができる。

3週 三角比とその応用
4週 三角比とその応用 正弦定理、余弦定理を用いた計算ができる。
5週 三角比とその応用
6週 三角比とその応用 三角形への応用ができる
7週 三角比とその応用
8週 中間試験
9週 平面ベクトル 有向線分による表示
10週 平面ベクトル ベクトルの和・差，実数倍
11週 平面ベクトル 内積
12週 平面ベクトル 内分点のベクトル表示
13週 平面ベクトル 直線の円のベクトル方程式
14週 平面ベクトル
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 物理Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0018 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 改訂版 総合物理Ⅰ (数研出版)，2019 セミナー基礎物理＋物理（第一学習社），フォローアップドリル物理基礎「運動
の表し方・力・運動方程式」

担当教員 小林 正和
到達目標
全ての学習項目について，知識を身につけ関係する計算ができるようになる。
全ての学習項目について，現象・式を理解して説明ができるようになる。
全ての学習項目について，物理に関する知識・理解を他の場面で使えるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
全ての学習項目について，広い知
識を身につけ関係する計算ができ
る

全ての学習項目について，知識を
身につけ関係する計算ができる

一部または全ての学習項目につい
て，知識を身につけ関係する計算
ができない

評価項目2
全ての学習項目について，より広
く・深く現象・式を理解して，よ
りよく説明ができるようになる

全ての学習項目について，現象・
式を理解して，説明ができるよう
になる

一部または全ての学習項目につい
て，現象・式を十分に理解してお
らず，十分な説明ができない

評価項目3
全ての学習項目について，物理に
関する知識・理解を，他のより広
い場面で使うことができる

全ての学習項目について，物理に
関する知識・理解を，他の場面で
使うことができる

一部または全ての学習項目につい
て，物理に関する知識・理解を
，他の場面で使うことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物理は「今起こっていることを説明する」のが目的の学問です。この科目では，高専で学ぶ物理分野のうち，力学に
ついて扱います。力学に関係する基本的な概念および法則を理解し，自然界のさまざまな物理現象と基本的な概念を結
びつけ，自分で考えられるようになることを目的とします。

授業の進め方と授業内
容・方法 　講義および演習を基本とします。適宜，小テストや課題を課す他，実験を行います。

注意点

　これから学んでいく物理および専門科目の基礎となる科目です。最初は，これまで学習してきた科目との勉強方法や
考え方の違いに戸惑うことでしょう。だからといって分からないところをそのままにしておくと，進級が難しくなるか
，進級できても専門科目の授業についていけなくなります。この違いを乗り越えるには，授業をただ聞いているだけで
は足りないということを，まずは理解しましょう。
　授業では自分で学習するための基本事項を説明しますが，物理の学習は授業内容を復習する他，実際に自分で手を動
かして問題を解くことで理解の確認と定着を進めることが極めて重要です。授業を聞いていて分からないところは，授
業中でもどんどん質問してください。自宅学習で分からないところがあった場合には，教員室に質問に来てください。
　必要な既学習内容を理解していない場合には，補習等をおこなう場合があります。
　自然界のさまざまな物理現象を理解する考え方を学ぶことで，専門科目を勉強するハードルが大きく下がるだけでな
く，世界の見え方がガラリと変わります。物理の学習を通じて，これらを楽しんでいってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 授業説明・物理の学習 物理の授業の進め方・学習方法について理解できる
2週 速さと等速直線運動・変位 速さと等直線運動，変位について説明できる

3週 速度・平均の速度と瞬間の速度・速度の合成 速度と平均・瞬間の速度について説明できる
合成速度を求めることができる

4週 相対速度・加速度 相対速度を求めることができる
加速度について説明できる

5週 等加速度直線運動
等加速度直線運動について説明できる
等加速度直線運動の公式を用いて，物体の変位や速度等に
関する計算ができる

6週 自由落下・鉛直投射
重力加速度について説明できる
自由落下および鉛直投射された物体の変位や速度等に関す
る計算ができる

7週 中間試験

8週 水平投射・斜方投射 水平投射および斜方投射された物体の変位や速度等に関す
る計算ができる

9週 力・いろいろな力
力について説明できる
重力・張力・垂直抗力・弾性力について説明できる
フックの法則を用いて，弾性力の大きさを求めることがで
きる

10週 力の合成・分解・力のつりあい
物体に作用する力を図示することができる
力の合成と分解をすることができる
質点にはたらく力のつりあいの問題を解くことができる

11週 作用と反作用 作用と反作用の関係について，具体例を挙げて説明できる
12週 慣性の法則・運動の法則 慣性の法則および運動の法則について説明できる

13週 運動方程式・重さと質量 運動の法則を運動方程式で表すことができる
重さと質量の違いについて説明できる

14週 運動方程式の応用 １物体および２物体の運動方程式を用いた計算ができる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
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定期試験 ポートフォリオ 合計
総合評価割合 80 20 100
基礎的能力 80 20 100
専門的能力 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 物理Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0019 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 改訂版 総合物理Ⅰ (数研出版)，2019 セミナー基礎物理＋物理（第一学習社），フォローアップドリル物理基礎「仕事
とエネルギー・熱」

担当教員 小林 正和
到達目標
全ての学習項目について、知識を身につけ関係する計算ができるようになる。
全ての学習項目について、現象・式を理解して、説明ができるようになる。
全ての学習項目について、物理に関する知識・理解を、他の場面で使えるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
全ての学習項目について、広い知
識を身につけ関係する計算ができ
る

全ての学習項目について、知識を
身につけ関係する計算ができる

一部または全ての学習項目につい
て、知識を身につけ関係する計算
ができない

評価項目2
全ての学習項目について、より広
く・深く現象・式を理解して、よ
りよく説明ができるようになる。

全ての学習項目について、現象・
式を理解して、説明ができるよう
になる。

一部または全ての学習項目につい
て、現象・式を十分に理解してお
らず、十分な説明ができない。

評価項目3
全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他のより広
い場面で使うことができる。

全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他の場面で
使うことができる。

一部または全ての学習項目につい
て、物理に関する知識・理解を、
他の場面で使うことができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物理は「今起こっていることを説明する」のが目的の学問です。この科目では，物理Ⅰ に引き続き，高専で学ぶ物理
分野のうち力学について扱います。力学に関係する基本的な概念および法則を理解し，自然界のさまざまな物理現象と
基本的な概念を結びつけ，自分で考えられるようになることを目的とします。

授業の進め方と授業内
容・方法 　講義および演習を基本とします。適宜，小テストや課題を課す他，実験を行います。

注意点

　これから学んでいく物理および専門科目の基礎となる科目です。最初は，これまで学習してきた科目との勉強方法や
考え方の違いに戸惑うことでしょう。だからといって分からないところをそのままにしておくと，進級が難しくなるか
，進級できても専門科目の授業についていけなくなります。この違いを乗り越えるには，授業をただ聞いているだけで
は足りないということを，まずは理解しましょう。
　授業では自分で学習するための基本事項を説明しますが，物理の学習は授業内容を復習する他，実際に自分で手を動
かして問題を解くことで理解の確認と定着を進めることが極めて重要です。授業を聞いていて分からないところは，授
業中でもどんどん質問してください。自宅学習で分からないところがあった場合には，教員室に質問に来てください。
　必要な既学習内容を理解していない場合には，補習等をおこなう場合があります。
　自然界のさまざまな物理現象を理解する考え方を学ぶことで，専門科目を勉強するハードルが大きく下がるだけでな
く，世界の見え方がガラリと変わります。物理の学習を通じて，これらを楽しんでいってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 摩擦を受ける運動 静止摩擦力と最大摩擦力，動摩擦力について説明できる
摩擦を受ける運動に関する計算ができる

2週 液体や気体から受ける力 圧力，浮力，空気の抵抗について説明できる

3週 剛体にはたらく力・力のモーメント・剛体のつりあい
剛体とその運動について説明できる
力のモーメントを求めることができる
剛体における力のつりあいに関する計算ができる

4週 剛体にはたらく力の合力・偶力・重心・転倒しない条件
剛体にはたらく力の合力および剛体が転倒しない条件を求
めることができる
重心に関する計算ができる

5週 仕事 仕事と仕事の原理，仕事率について説明できる
仕事と仕事率に関する計算ができる

6週 運動エネルギー エネルギーと運動エネルギーについて説明できる
物体の運動エネルギーに関する計算ができる

7週 位置エネルギー 重力および弾性力による位置エネルギーに関する計算がで
きる

8週 中間試験

9週 力学的エネルギーの保存 力学的エネルギー保存則について理解し，様々な物理量の
計算に利用できる

10週 運動に関する公式のまとめ これまでに学んだ運動に関する様々な公式や法則の関係に
ついて説明できる

11週 運動量と力積
運動量と力積について説明できる
物体の質量と速度から運動量を求めることができる
運動量の差が力積に等しいことを利用して，様々な物理量
の計算ができる

12週 直線運動および平面運動における運動量保存則 運動量保存則について説明できる
運動量保存則を様々な物理量の計算に利用できる

13週 物体の分裂・床との衝突 物体の分裂および床との衝突に関する計算ができる
反発係数や弾性衝突，非弾性衝突について説明できる

14週 直線上の２物体の衝突・床との斜め衝突・運動量と力学的
エネルギー

床との斜め衝突および２物体の衝突に関する様々な計算が
できる

15週 学年末試験
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16週 答案返却・解答説明
評価割合

定期試験 ポートフォリオ 合計
総合評価割合 80 20 100
基礎的能力 80 20 100
専門的能力 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 化学Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0020 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 竹内敬人他「 改訂　化学基礎」（東京書籍）、竹内敬人他「ダイナミックワイド 図説化学」（東京書籍）
担当教員 田中 慎一
到達目標
1. 物質の構造、性質及びその変化を理解すること。
2. 化学の基本的な計算ができること。
3. 溶液調整や実験器具の使い方など基本的な実験操作を習得すること。
4. 化学反応式の意味を理解し、計算ができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を適切に
理解できる

物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を理解で
きる

物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を理解で
きない

評価項目2
溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を適切に習得で
きる

溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を習得できる

溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を習得できない

評価項目3
化学式や化学結合について理解し
、物質や結晶の性質について適切
に説明できる

化学式や化学結合について理解し
、物質や結晶の性質について説明
ができる

化学式や化学結合について理解し
、物質や結晶の性質について説明
ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物理量の概念、計算方法等化学の基礎を理解させる。また、物質の性質はその組成と構造によって決まることから化
学結合を理解し、日常で起こる様々な化学変化や現象を物質の性質から考える。本授業は進学等に関連し、学力向上を
身につけることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 講議及び演習を基本とし、学習内容に沿った実験を行う。実験は個人あるいはグループ実験を行う。

注意点 教科書の問や演習問題は必ず自分で解くこと。わからないことは溜め込まないで、すぐに解決しておくこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 物質の構造

１. 物質の構成
　　物質の構成と分離・精製
　　物質の構成元素
　　原子の構造
　　電子配置とイオンの形成
　　元素の周期律

2週 物質の構造
3週 物質の構造
4週 物質の構造
5週 物質の構造
6週 物質の構造
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明,　物質の構造

9週 物質の構造

２. 物質と化学結合
　　化学式と化学結合（イオンとイオン化エネルギー）
　　化学式と化学結合（電子親和力とイオン結合）
　　化学式と化学結合（イオン結晶と共有結合）
　　電子式と構造式
　　分子間力と分子結晶
　　共有結晶
　　金属と金属結晶

10週 物質の構造
11週 物質の構造
12週 物質の構造
13週 物質の構造
14週 物質の構造
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 化学Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0021 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 竹内敬人他「 改訂　化学基礎」（東京書籍）、竹内敬人他「ダイナミックワイド 図説化学」（東京書籍）
担当教員 田中 慎一
到達目標
1. 物質の構造、性質及びその変化を理解すること。
2. 化学の基本的な計算ができること。
3. 溶液調整や実験器具の使い方など基本的な実験操作を習得すること。
4. 化学反応式の意味を理解し、計算ができること。
5. 酸・塩基の性質及び反応を理解すること。
6. 水素イオン濃度及び水素イオン指数の計算ができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を適切に
理解できる

物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を理解で
きる

物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を理解で
きない

評価項目2
溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を適切に習得で
きる

溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を習得できる

溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を習得できない

評価項目3
化学反応式， 酸・塩基のの性質
，水素イオン濃度及び水素イオン
指数を理解し、計算が適切にでき
る

化学反応式， 酸・塩基のの性質
，水素イオン濃度及び水素イオン
指数を理解し、計算ができる

化学反応式， 酸・塩基のの性質
，水素イオン濃度及び水素イオン
指数を理解し、計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物理量の概念、計算方法等化学の基礎を理解させる。また、物質の性質はその組成と構造によって決まることから化
学結合を理解し、日常で起こる様々な化学変化や現象を物質の性質から考える。本授業は進学等に関連し、学力向上を
身につけることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 講議及び演習を基本とし、学習内容に沿った実験を行う。実験は個人あるいはグループ実験を行う。

注意点 教科書の問や演習問題は必ず自分で解くこと。わからないことは溜め込まないで、すぐに解決しておくこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 物質の構造

３.物質量
　　原子量・分子量・式量・モルの概念と計算方法
　　溶液の濃度（表し方と計算）
　　化学反応式と量的関係
　　化学変化における諸法則

2週 物質量と化学変化
3週 物質量と化学変化
4週 物質量と化学変化
5週 物質量と化学変化
6週 物質量と化学変化
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 酸・塩基

４.酸と塩基
　　酸と塩基の性質と定義
　　水素イオン濃度・水素イオン指数の計算
　　中和反応の量的な関係
　　中和滴定による濃度計算
　　逆滴定と酸化物

10週 酸・塩基
11週 酸・塩基
12週 酸・塩基
13週 酸・塩基
14週 酸・塩基
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ライフサイエンス・アースサ
イエンス

科目基礎情報
科目番号 0022 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 カラー図解でわかる高校生物超入門（SBクリエイティブ）、地学基礎(数研)
担当教員 木村 光佑,平野 彩
到達目標
1 地球環境と生命科学の基礎
2 地球の歴史と生物進化の基礎
3 生態系と地球環境の理解
4 現代社会における生物と地学の理解
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 地球環境と生命科学の基礎につい
て詳細に理解できる

地球環境と生命科学の基礎につい
て理解できる

地球環境と生命科学の基礎につい
て理解できない

評価項目2 地球の歴史と生物進化の基礎につ
いて詳細に理解できる

地球の歴史と生物進化の基礎につ
いて理解できる

地球の歴史と生物進化の基礎につ
いて理解できない

評価項目3 生態系と地球環境を詳細に理解で
きる 生態系と地球環境の理解ができる 生態系と地球環境の理解ができな

い

評価項目4 現代社会における生物と地学を詳
細に理解できる

現代社会における生物と地学の理
解ができる

現代社会における生物と地学の理
解ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
ライフサイエンス・アースサイエンスでは、生物を中心とした地球環境を理解し、人間と自然との関係を統合的に考え
る力を養うことを目標とする。これらの知識を得る過程で、科学的な考え方や人間社会を快適にする技術への応用につ
いて考え、自らの専門分野に関係する課題に対処できるようにする。

授業の進め方と授業内
容・方法 PowerPointを使った講議中心。課題は配付した課題用ノートで毎回提出。

注意点 担当教員は非常勤講師のため、授業の前後しかいない。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 授業計画と授業概要　宇宙と地球 ４６億年規模で地球環境と生物多様性を考える
2週 生物の共通性と多様性の基礎 DNA、タンパク質、細胞、代謝、自己複製
3週 生命の起源と生物進化 種とは何か　化学進化　遺伝子頻度の変化　自然選択
4週 地球の歴史　プレートテクトニクス 地球の起原と地球の構造　プルームテクトニクス
5週 火山と地震の理解 マグマの生成と断層
6週 地球４６億年の歴史　課題解説 地球上で多様な生物がどのようにして生じたのか？
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明　システム論 システム（系）とは何だろうか？
9週 生態系とバイオーム システムとしての生態系とバイオーム
10週 生物圏の物質の循環とエネルギー収支 地球のエネルギー収支
11週 大気圏と海洋圏の理解 地球システムで気象と気候を考える
12週 地球温暖化問題とは何か 地球温暖化は何が問題なのか？
13週 ヒトのシステム 科学的に考えるとは？
14週 全体のまとめと課題解説 バイオテクノロジー、生命科学と医療、食料
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 情報リテラシー
科目基礎情報
科目番号 0023 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 速水謙 他 「新情報技術基礎」（実教出版）,プリントなど
担当教員 井上 浩孝
到達目標
１．文書作成，表計算，プレゼンテーションソフトを使用できる
２．コンピュータの基礎知識の基礎を説明できる
３．プログラミングの基礎を説明できる

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 文書作成，表計算，プレゼンテー
ションソフトを適切に使用できる

文書作成，表計算，プレゼンテー
ションソフトを使用できる

文書作成，表計算，プレゼンテー
ションソフトを使用できない

評価項目2 コンピュータの基礎知識の基礎を
適切に説明できる

コンピュータの基礎知識の基礎を
説明できる

コンピュータの基礎知識の基礎を
説明できない

評価項目3 プログラミングの基礎を適切に説
明できる

プログラミングの基礎を説明でき
る

プログラミングの基礎を説明でき
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
現代社会においてパソコンを使用しての文書作成や表計算，インターネットや電子メールを使う能力は必要不可欠であ
る．本授業ではパソコンを操作するために必要な基礎知識およびワープロ等の操作を学習する．また情報を処理･活用す
る上で重要な情報倫理･セキュリティも学ぶ．本授業は進学と就職に関連する．

授業の進め方と授業内
容・方法 配布プリントに従って演習を中心に進める．

注意点
情報処理は今後の講義や演習のレポート作成，卒業研究論文，企業でのレポート作成など必ず必要となる技術である
．その基礎として，ワープロ，表計算，プレゼンテーション資料作成の基礎を最低限身につけること．この科目は，教
室での講義と電気情報工学科棟１階にある情報処理演習室での演習とを必要に応じて行う。連絡事項を確認し，次の授
業がどちらの場所で行われるか把握しておくこと．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 高専でのPCの使い方，windows環境 情報処理の基礎知識
2週 情報マナー，情報セキュリティ，インターネット 情報倫理・インターネットの基礎知識

3週 Wordの使い方 文書作成ソフト,ソフトの基本的な使い方，文章作成，図表
の作成

4週 Wordの使い方 文書作成ソフト,ソフトの基本的な使い方，文章作成，図表
の作成

5週 Wordを使った演習課題 文書作成ソフト,ソフトの基本的な使い方，文章作成，図表
の作成

6週 Wordを使った演習課題 文書作成ソフト,ソフトの基本的な使い方，文章作成，図表
の作成

7週 中間試験

8週 Excelの使い方 表計算ソフト,ソフトの基本的な使い方，表計算，グラフ作
成

9週 Excelの使い方 表計算ソフト,ソフトの基本的な使い方，表計算，グラフ作
成

10週 Excelの使い方 表計算ソフト,ソフトの基本的な使い方，表計算，グラフ作
成

11週 Excelを使った演習課題 表計算ソフト,ソフトの基本的な使い方，表計算，グラフ作
成

12週 Word,Excelを使った演習課題 文書作成ソフト,表計算ソフト

13週 PowerPointの使い方，資料作成 プレゼンテーションソフト,ソフトの基本的な使い方，発表
資料の作成，発表会

14週 PowerPointの使い方，資料作成 プレゼンテーションソフト,ソフトの基本的な使い方，発表
資料の作成，発表会

15週 答案返却・解答説明,発表会,情報倫理のWebテスト プレゼンテーションソフト,ソフトの基本的な使い方，発表
資料の作成，発表会

16週
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 30 0 0 20 50 0 100
基礎的能力 30 0 0 20 50 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 プロジェクトデザイン入門
科目基礎情報
科目番号 0024 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 4
教科書/教材 配布プリントなど
担当教員 林 和彦,野波 諒太,井上 浩孝,外谷 昭洋,三村 陽一,仁保 裕,松野 一成,大和 義昭
到達目標
１．高専で学ぶ専門科目の概要と特徴を理解する。
２．コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力を必要とする取り組みを経験し、その必要性を
認識する。
３．自己に対する向き不向き、好き嫌い、得手不得手を考える取り組みを経験し、その必要性を認識する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 高専で学ぶ専門科目の概要と特徴
を理解する。

高専で学ぶ専門科目の概要と特徴
を知る。

高専で学ぶ専門科目の概要と特徴
を理解できない。

評価項目2

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない。

評価項目3
自己に対する向き不向き、好き嫌
い、得手不得手を考える取り組み
を経験し、その必要性を認識する
。

自己に対する向き不向き、好き嫌
い、得手不得手を考える取り組み
を経験し、その必要性を知る。

自己に対する向き不向き、好き嫌
い、得手不得手を考える取り組み
を経験しない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等
概要 グループワークを中心に、他人とコミュニケーション取りながら、自己に関することを表現する体験を行う。また、実

験・実習によって、所属学科および他学科の特徴を学ぶ。
授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点 他人とコミュニケーションを取るように心がけて下さい。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーションと専門に関する実験・実習 授業の内容と全体の目標を理解する。

2週 自己分析についてのワークショップと専門に関する実験・
実習

自己について理解を深めることと専門に関する実験・実習
を完遂する。

3週 自己分析についてのワークショップと専門に関する実験・
実習

自己について理解を深めることと専門に関する実験・実習
を完遂する。

4週 自己分析についてのワークショップと専門に関する実験・
実習

自己について理解を深めることと専門に関する実験・実習
を完遂する。

5週 自己分析についてのワークショップの発表と専門に関する
実験・実習

自己について理解を深めることと専門に関する実験・実習
を完遂する。

6週 国際関係と技術者の関係のワークショップと専門に関する
実験・実習

国際関係と技術者の関係のワークショップと専門に関する
実験・実習を完遂する。

7週 国際関係と技術者の関係のラークショップと専門に関する
実験・実習

国際関係と技術者の関係のワークショップと専門に関する
実験・実習を完遂する。

8週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

9週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

10週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

11週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

12週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

13週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

14週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

15週 他人と協働して自己を表現するワークショップの発表と専
門に関する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

16週 活動した内容の振返り 振り返りのワークを完成する。
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 20 30 0 50
専門的能力 0 0 0 10 15 0 25
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分野横断的能力 0 0 0 10 15 0 25
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワークⅠ
科目基礎情報
科目番号 0025 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 各テーマに応じて準備する
担当教員 林 和彦
到達目標
１．コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について認識している。
２．主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力
について認識している。
３．創成能力やエンジニアリングデザイン能力について認識している。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
コミュニケーションスキル、合意
形成、情報収集・活用・発信力、
課題発見、論理的思考力について
適切に認識している。

コミュニケーションスキル、合意
形成、情報収集・活用・発信力、
課題発見、論理的思考力のについ
て知っている。

コミュニケーションスキル、合意
形成、情報収集・活用・発信力、
課題発見、論理的思考力を知らな
い。

評価項目2

主体性、自己管理能力、責任感、
チームワーク力、リーダーシップ
、倫理観（独創性の尊重、公共心
）、未来志向性、キャリアデザイ
ン力について適切に認識している
。

主体性、自己管理能力、責任感、
チームワーク力、リーダーシップ
、倫理観（独創性の尊重、公共心
）、未来志向性、キャリアデザイ
ン力について認識している。

主体性、自己管理能力、責任感、
チームワーク力、リーダーシップ
、倫理観（独創性の尊重、公共心
）、未来志向性、キャリアデザイ
ン力について知らない。

評価項目3
創成能力やエンジニアリングデザ
イン能力について適切に認識して
いる。

創成能力やエンジニアリングデザ
イン能力について認識している。

創成能力やエンジニアリングデザ
イン能力について知らない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点 テーマ内容については、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス 授業内容の確認する。
2週 課題検討 課題探求のための情報収集をする。
3週 課題検討 課題探求のための情報収集をする。
4週 課題検討 課題を検討する。
5週 課題設定、チームビルディング 課題を決定し、チームを編成する。

6週 調査活動・実践活動 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 進捗確認 課題内容、解決策の立案内容、実行計画の進捗を確認する
。

9週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
10週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
11週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
12週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
13週 進捗確認 実践活動の進捗を確認する。
14週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
15週 発表準備 発表の準備をする。
16週 発表 発表

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 40 60 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気情報概論
科目基礎情報
科目番号 0026 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 プリント等の資料を配布
担当教員 平野 旭
到達目標
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
電気系エンジニアを目指す上で常
識となる数値や基本知識について
適切に回答できる

電気系エンジニアを目指す上で常
識となる数値や基本知識について
回答できる

電気系エンジニアを目指す上で常
識となる数値や基本知識について
回答できない

評価項目2 電気系エンジニアを目指す上で常
識となる装置が適切に取り扱える

電気系エンジニアを目指す上で常
識となる装置が取り扱える

電気系エンジニアを目指す上で常
識となる装置が取り扱えない

評価項目3
情報系エンジニアを目指す上で常
識となる基本知識について適切に
回答できる

情報系エンジニアを目指す上で常
識となる基本知識について回答で
きる

情報系エンジニアを目指す上で常
識となる基本知識について回答で
きない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
電気情報系のエンジニアを目指すにあたり、高専入学直後に習得が好ましい専門知識および技能について、可能な限り
実習形式で体験学習する。具体的には、旧「電気製図」の科目内容や、電気一般知識、計測機器の使い方や基本原理に
ついて学習する。また、機械学習やAIなど、最新のトピックスについて体験形式で学習する。

授業の進め方と授業内
容・方法 プリントなどの配布する資料をもとに、座学形式や集団形式により学習を行う。

注意点 何度も繰り返して学習することで、専門知識および用語、および機器操作に「慣れる」こと。
気づきや注意事項、自分のミスポイントについては、細かくメモをとること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 本科目を学習する意義について説明できる

2週 電気入門（一般） 発電・送電・変圧などのキーワードと、その一般的な数値
について説明できる

3週 電気入門（一般） テスターなど、身の回りの電気量を計測する基本装置の使
い方がわかる

4週 電気入門（電気製図） 製図の基本ルールがわかる

5週 電気入門（電気製図） 電気部品と電気図記号の対応がわかり、簡単な電気回路図
面がかける

6週 電気入門（実践技術） 屋内配線図面の基本要素を理解し、実際の配線を作成する
ことができる

7週 中間試験

8週 情報入門（一般）
情報処理技術の最新の動向について説明できる
パソコンやマイコンにおける数値データの取り扱いについ
て説明できる

9週 情報入門（一般） 数値解析ソフト（MATLAB）の基本操作ができる

10週 情報入門（実践） 数値解析ソフト（MATLAB）を用いて、簡単な数値計算や
データ分析ができる

11週 情報入門（実践） 資料に従ってディープラーニングの基礎プログラムを動作
させることができ、おおよその動作原理が説明できる

12週 マイコン入門（一般） マイコンの役目や利用場面について説明できる
13週 マイコン入門（弱電図面） 電子部品と回路図記号の対応がとれる

14週 マイコン入門（弱電図面・実践） 回路図に従って、マイコンボードとセンサを組み合わせた
回路を組むことができる

15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 60 0 0 10 30 0 100
基礎的能力 60 0 0 10 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気基礎Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0027 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 西巻、森、荒井　「電気回路の基礎　第３版」（森北出版）
担当教員 外谷 昭洋
到達目標
１．電気工学に用いる指数計算や単位を理解する。
２．電気回路と基礎電気量を理解する。
３．回路要素の基本的性質について学ぶ。
４．直流回路の基本について理解する。
５．直流回路網について理解する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 電気に関する指数表記の計算と単
位を説明できる

電気に関する指数表記の計算と単
位を理解している

電気に関する指数表記の計算と単
位を理解していない

評価項目2 直流回路網に関する応用的計算が
できる 直流回路網に関する計算ができる 直流回路網に関する計算ができな

い

評価項目3 直流回路網の定理に関する応用的
計算ができる

直流回路網の定理に関する計算が
できる

直流回路網の定理に関する計算が
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
電気工学の概論を扱う基礎科目である。この科目を通じて電気の基礎概念を理解し，数学や物理学が電気工学のどこに
使われているかを習得する。ここでは電気回路における基礎的事項と直流回路について学習する。本授業は進学と就職
に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし、授業内で小テストを実施する。また、適宜課題レポートを課す。

注意点 電気工学の基礎となりこれからの専門科目につながる授業なので，十分勉強すること。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 授業概要の説明
2週 電気工学基礎 指数、仮数、基数
3週 電気工学基礎 浮動小数点演算、電気工学で用いる単位
4週 電気回路と基礎電気量 電荷と電流 、電圧、電力、電力量

5週 回路要素の基本的性質 直流と交流、抵抗、短絡と開放、インダクタンスとキャパ
シタンス

6週 問題演習 問題演習
7週 中間試験 中間試験
8週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明
9週 回路要素の基本的性質
10週 直流回路の基本 オームの法則、直列抵抗、分圧
11週 直流回路の基本 並列抵抗、分流、抵抗の合成
12週 直流回路網 直並列回路
13週 直流回路網 直並列回路、ΔｰY、Y-Δ変換、ブリッジ回路
14週 問題演習 問題演習
15週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 50 0 0 0 20 0 70
専門的能力 20 0 0 0 10 0 30
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気基礎Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0028 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 西巻、森、荒井　「電気回路の基礎　第３版」（森北出版）
担当教員 外谷 昭洋
到達目標
１．直流回路網について理解する。
２．直流回路網の基本定理について理解する。
３．直流回路網の諸定理について理解する。
４．電磁界の諸定理について理解する
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 直流回路網に関する応用的計算が
できる 直流回路網に関する計算ができる 直流回路網に関する計算ができな

い

評価項目2 直流回路網の定理に関する応用的
計算ができる

直流回路網の定理に関する計算が
できる

直流回路網の定理に関する計算が
できない

評価項目3 電磁界に関する応用的計算ができ
る 電磁界に関する計算ができる 電磁界に関する計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
電気工学の概論を扱う基礎科目である。この科目を通じて電気の基礎概念を理解し，数学や物理学が電気工学のどこに
使われているかを習得する。ここでは直流回路，静電気学，静磁気および電流の作る磁気について学習する。本授業は
進学と就職に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし、授業内で小テストを実施する。また、適宜レポートを課す。

注意点 電気工学の基礎となりこれからの専門科目につながる授業なので，十分勉強すること。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 直流回路網の基本定理 キルヒホッフの法則を用いて、直流回路の立式ができる。
2週 直流回路網の基本定理 キルヒホッフの法則を用いて、直流回路の立式ができる。

3週 直流回路網の基本定理 網目電流法および節点電位法を用いて回路の計算ができる
。

4週 直流回路網の基本定理 重ねの理を用いて、回路の計算ができる。

5週 直流回路網の諸定理 鳳・テブナンの定理およびノートンの定理を用いて、回路
の計算ができる。

6週 問題演習 問題演習
7週 中間試験 中間試験
8週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明

9週 電磁気学の諸定理 導体(抵抗体)や並行平板コンデンサ、ソレノイドインダク
タについて計算ができる。

10週 電磁気学の諸定理 電荷及びクーロンの法則を説明でき、点電荷に働く力、点
電荷によって発生する電界、電位等を計算できる。

11週 電磁気学の諸定理 電界、電位、電気力線、電束を説明でき、これらを用いた
計算ができる。

12週 電磁気学の諸定理 電流が作る磁界をアンペールの法則を用いて計算できる。

13週 電磁気学の諸定理 磁界中の電流に作用する力を説明できる。
磁界中の電流に作用する力を説明できる。

14週 問題演習 問題演習
15週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 50 0 0 0 20 0 70
専門的能力 20 0 0 0 10 0 30
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 情報処理Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0029 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 速水謙 他 「新情報技術基礎」（実教出版）,プリントなど
担当教員 井上 浩孝
到達目標
１．文書作成，表計算，プレゼンテーションソフトを使用できる
２．コンピュータの基礎知識の基礎を説明できる
３．プログラミングの基礎を説明できる

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 文書作成，表計算，プレゼンテー
ションソフトを適切に使用できる

文書作成，表計算，プレゼンテー
ションソフトを使用できる

文書作成，表計算，プレゼンテー
ションソフトを使用できない

評価項目2 コンピュータの基礎知識の基礎を
適切に説明できる

コンピュータの基礎知識の基礎を
説明できる

コンピュータの基礎知識の基礎を
説明できない

評価項目3 プログラミングの基礎を適切に説
明できる

プログラミングの基礎を説明でき
る

プログラミングの基礎を説明でき
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
現代社会においてパソコンを使用しての文書作成や表計算，インターネットや電子メールを使う能力は必要不可欠であ
る．本授業ではパソコンを操作するために必要な基礎知識およびワープロ等の操作を学習する．また情報を処理･活用す
る上で重要な情報倫理･セキュリティも学ぶ．本授業は進学と就職に関連する．

授業の進め方と授業内
容・方法 配布プリントに従って演習を中心に進める．

注意点
情報処理は今後の講義や演習のレポート作成，卒業研究論文，企業でのレポート作成など必ず必要となる技術である
．その基礎として，ワープロ，表計算，プレゼンテーション資料作成の基礎を最低限身につけること．この科目は，教
室での講義と電気情報工学科棟１階にある情報処理演習室での演習とを必要に応じて行う。連絡事項を確認し，次の授
業がどちらの場所で行われるか把握しておくこと．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 コンピュータと情報化社会 コンピュータと情報化社会
2週 コンピュータの基礎知識 ハードウェアの基本機能（５大機能）

3週 ソフトウェアの基礎知識 基本ソフトウェアの構成，オペレーティングシステム，制
御プログラム

4週 ネットワークの基礎知識 ネットワークの基礎知識

5週 計算機内部の数字 ２進数，１０進数，１６進数への変換，負の表現，少数の
表現

6週 論理回路 論理回路
7週 論理回路 論理回路
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明，プログラミング入門 プログラミングの基礎知識
10週 プログラミングの基礎知識 プログラミングの基礎知識
11週 プログラミングの基礎知識 プログラミングの基礎知識
12週 プログラミングの基礎知識 プログラミングの基礎知識
13週 フローチャートの書き方 フローチャート
14週 プログラミングのまとめ プログラミングの基礎知識
15週 答案返却・解答説明,発表会,情報倫理のWebテスト プログラミングの基礎知識
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 30 0 0 20 50 0 100
基礎的能力 30 0 0 20 50 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ものづくり実習
科目基礎情報
科目番号 0030 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 実習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 プリント
担当教員 田中 誠,外谷 昭洋
到達目標
1.基本的な電子工作を行うことができる。
2.回路図を正しく理解することができる。
3.電子工作に必要なソフトウェアを扱うことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 基本的な電子工作を適切に行うこ
とができる

基本的な電子工作を行うことがで
きる

基本的な電子工作を行うことがで
きない

評価項目2 回路図を正しく理解することが適
切にできる

回路図を正しく理解することがで
きる

回路図を正しく理解することがで
きない

評価項目3 電子工作に必要なソフトウェアを
扱うことが適切にできる

電子工作に必要なソフトウェアを
扱うことができる

電子工作に必要なソフトウェアを
扱うことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 ものづくりに関する基礎的な実習を体験することで，電気情報工学の技術に対する興味・関心を高め，今後の学習に意

欲的となることを目的とする。本実験実習は就職および進学，人間力形成に関連する。
授業の進め方と授業内
容・方法 配布テキストにしたがって実験実習を行う。

注意点 回路図，電子部品，製作法をしっかりと身につけるように。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス 実験に関する諸注意
2週 １．電源をつくる 電源回路が作成できる
3週 ２．増幅回路をつくる 増幅回路が作成できる
4週 ３．モータ制御回路をつくる タイマICを用いてモータを制御できる
5週 ４．ディジタル回路をつくる 基本論理素子を知ることができる
6週 ５．オーディオパワーアンプをつくる ハンダ付けで回路を作成できる
7週 試験前演習 演習
8週 特別演習 演習
9週 ６．エフェクターをつくる ブレッドボードで回路を試作できる
10週 ７．micro:bitを使う Pythonブロックエディタでプログラミングができる
11週 ８．マイコンをつかう Arduinoで簡単なプログラミングができる
12週 ９．Fritzingをつかう 回路図エディタを使うことができる
13週 １０．プレゼン プレゼン
14週 試験前演習 演習
15週 特別演習 演習
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 40 40 0 80
専門的能力 0 0 0 0 20 0 20
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 化学
科目基礎情報
科目番号 0213 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 竹内敬人他「 化学基礎」（東京書籍）、竹内敬人他「 化学」（東京書籍）、竹内敬人他「ダイナミックワイド 図説化
学」（東京書籍）

担当教員 田中 慎一
到達目標
1. 固体の溶解度の計算ができること。
2. 希薄溶液の性質を理解し，計算ができること。
3. 酸化還元を電子の授受から理解すること。
4. 酸化還元反応の応用と電池の仕組みについて理解すること。
5. 酸化還元の電気分解への応用ができる。
6. 化学反応における熱の出入りについて理解し、熱化学方程式について計算できること。
7. 化学結合における電子の役割の違いおよび簡単な結晶構造を理解すること
8. 無機物質の単体と化合物の性質について理解すること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 固体の溶解度や希薄溶液の性質を
理解し，適切に計算ができる

固体の溶解度や希薄溶液の性質を
理解し，計算ができる

固体の溶解度や希薄溶液の性質を
理解し，計算ができない

評価項目2 酸化還元反応の応用ついて適切に
理解できる

 酸化還元反応の応用ついて理解で
きる

酸化還元反応の応用ついて理解で
きない

評価項目3 熱化学方程式について適切に計算
できる 熱化学方程式について計算できる 熱化学方程式について計算できな

い
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物質の性質や構造を考える際に、原子間の電子の動きが重要な意味を持っている。電子の動きに注目して化学結合や
物質間の反応を理解することを目的とする。本授業は，様々な材料に関する基礎的知識とそれを生かすことのできる能
力を養うと共に，進学等に関連し，学力向上を身につけることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 講議及び演習を基本とし、学習内容に沿った実験を行う。実験は個人あるいはグループ実験を行う。

注意点 教科書の問や演習問題は必ず自分で解くこと。わからないことは溜め込まないで、すぐに解決しておくこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 物質の三態変化 １.物質の三態とその変化
   飽和蒸気圧と蒸気圧曲線

2週 物質の三態変化
3週 溶液の性質 ２.固体の溶解度

4週 溶液の性質
３.希薄溶液の性質
　　沸点上昇と凝固点降下
　　浸透圧

5週 溶液の性質
6週 溶液の性質
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 酸化と還元
４.酸化還元反応
　　酸化数の求め方
　　酸化還元滴定
   金属のイオン化傾向

10週 酸化と還元
11週 酸化と還元
12週 酸化と還元

13週 電池 ５.電池・電気分解
　　電池の種類と構造

14週 電池
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 電池
　　電極での化学反応
　　電気分解の応用
　　ファラデーの法則

2週 電気分解
3週 電気分解

4週 物質とエネルギー
６.反応熱と熱化学方程式
　　化学変化とエネルギー
　　ヘスの法則

5週 物質とエネルギー
6週 物質とエネルギー
7週 中間試験
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8週 答案返却・解答説明

9週 化学結合と結晶
７.化学結合と結晶
　　結晶構造と金属結晶の格子定数及び充填率の計算
　　分子間力　

10週 化学結合と結晶
11週 化学結合と結晶

12週 　無機物質
８.無機物質　
　　非金属元素
　　典型金属元素

13週 　無機物質
14週 　無機物質
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 体育
科目基礎情報
科目番号 0214 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 実技 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 佐賀野 健
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．バレーボールの個人的技能をゲームで生かすことができる。
3．バレーボールの集団的技能をゲームで生かすことができる。
4．バレーボールのゲームを企画・運営ができる。
5．バスケットボールの個人的技能をゲームで生かすことができる。
6．バスケットボールの集団的技能をゲームで生かすことができる
7．バスケットボールのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 バレーボールの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

バレーボールの技能をゲームで生
かすことができる

バレーボールの技能をゲームで生
かすことができない

評価項目3 バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことが適切にできる

バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことができる

バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ．運動能力を高
める自己診断資料とする。協調性と安全・確実・敏速に行動ができるような態度を養う。ゲームに必要な個人的技能や
集団的技能を高め，技能の程度に応じた作戦を工夫してゲームができるようにするとともに，得点や勝敗を競う過程や
結果に喜びや楽しさを味わう。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション・新体カテスト
1．新体カテスト
新体カテストの測定項目を理解し、正しい測定を実施でき
る
自らの得点を集計し、自己評価できる

2週 新体カテスト
3週 新体カテスト

4週 集団行動・体育祭の種目
2．体育祭種目
体育祭種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実施で
きる

5週 集団行動・体育祭の種目

6週 バレーボール

3．バレーボール
バレーボールの技術・ルールを理解し、学習した審判法を
基準に体育で実践するバレーボール試合の審判ができる
サーブ、オーバーハンドレシーブ、アンダーハンドレシー
ブ、スパイクを代表とする個人技能を修得し、試合で実践
できる。
ローテーション、三段攻撃を代表とする集団技能を修得し
、試合で実践できる

7週 バレーボール
8週 バレーボール
9週 バレーボール
10週 バレーボール
11週 バレーボール
12週 バレーボール
13週 バレーボール
14週 バレーボール・スキルテスト
15週 バレーボール・スキルテスト
16週 バレーボール・スキルテスト

後期
1週 球技大会の種目

4．球技大会種目の練習
球技大会の種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実
施できる

2週 球技大会の種目
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3週 バスケットボール

5バスケットボール
バスケットボールの技術・ルールを理解し、学習した審判
法を基準に体育で実践するバスケットボール試合の審判が
できる
ゴール下シュート、レイアップ、セットシュート、ドリブ
ル、チェストパスを代表とする個人技能を修得し、試合で
実践できる。
マンツーマン、ゾーンディフェンス、リバウンドを代表と
する集団技能を修得し、試合で実践できる

4週 バスケットボール
5週 バスケットボール
6週 バスケットボール
7週 バスケットボール
8週 バスケットボール
9週 バスケットボール
10週 バスケットボール
11週 バスケットボール
12週 バスケットボール

13週 持久走 6．持久走
長距離走の特性を理解し、駅伝大会で実践できる

14週 バスケットボール・スキルテスト
15週 バスケットボール・スキルテスト
16週 バスケットボール・スキルテスト

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワーク
科目基礎情報
科目番号 0215 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント等
担当教員 林 和彦
到達目標
1. 1年生においては、高専で学ぶ専門科目の概要を把握し、確固とした目標を持ち、技術者像を明確にイメージする。
2. コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について、2年生においては認識し、3年生におい
ては理解し、4,5年生においては活用することができる．
3. 主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力に
ついて、2年生においてはその必要性を認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては必要に応じて発揮できる．
4. 創成能力やエンジニアリングデザイン能力を2年生においては認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては活用することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない

評価項目2

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用が適切にできる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができない

評価項目3
創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用が適切にでき
る

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができる

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点
在学期間中に同じテーマは最長で2年間まで選択できますが、可能な限り多くのテーマに取り組む方が学習効果が上がり
ます。また、テーマによっては1回だけ選択できるテーマもありますので、担当教員に確認して下さい。テーマ内容につ
いては、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。（※）テーマによっては、中間試験および期末試
験および学年末試験を行う．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

2週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

3週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

4週 チーム編成，個別ガイダンス 各テーマごとに分かれて，課題設定と課題解決プロセスを
理解する。

5週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

6週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表
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14週 レポート作成と活動内容の振り返り レポート作成：発表会後，活動成果としてレポートを作成
する．

15週 期末試験（※）

16週 レポート提出と後期の活動のための計画立案
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

後期

1週 活動内容の目標の確認
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

2週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

3週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

4週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

5週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

6週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

7週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

8週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表

14週 振り返りとレポート作成 レポート作成：後期は1年間の活動内容を総括してレポート
を作成する．

15週 学年末試験（※）
16週 レポート提出

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 20 30 0 50
分野横断的能力 0 0 0 20 30 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 コミュニケーション英語Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0216 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 電気情報工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3

教科書/教材 Power On II（東京書籍）, Power On II Workbook（東京書籍）, 速読英単語　入門編（Z会出版）, 英語速読演習
Mileage Reader 4（いいずな書店）他

担当教員 蒲地 祐子
到達目標
1. 「英文の構造」「段落の構成」「英文の論理展開」などを意識的に学習することで，まとまった英文を整理して理解することができる。
2. 速読演習やリスニング演習を通し，「読む」「聞く」ことの処理速度を上げ，能力を向上させることができる。
3. 教科書や単語帳の単語，イディオム表現を覚え，正確かつ適切に使用することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
「英文の構造」「段落の構成」「
英文の論理展開」などを意識しな
がら，まとまった英文を整理して
理解することができる。

まとまった英文を理解することが
できる。

「英文の構造」「段落の構成」「
英文の論理展開」などを意識的に
学習することなく，まとまった英
文を整理して理解することができ
ない。

評価項目2
速読演習やリスニング練習を通し
，「読む」「聞く」ことの処理速
度を上げ，能力を向上させること
ができる。

速読演習やリスニング練習を通し
，「読む」「聞く」ことの処理速
度を上げることができる。

速読演習やリスニング練習を通し
，「読む」「聞く」ことの処理速
度を上げられず，能力を向上させ
ることができない。

評価項目3
教科書や単語帳の単語，イディオ
ム表現を覚え，正確かつ適切に使
用することができる。

教科書や単語帳の単語，イディオ
ム表現を覚えることができる。

教科書や単語帳の単語，イディオ
ム表現を覚えることができず，正
確かつ適切に使用することができ
ない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要

英語４技能のうち，本授業では特に「読む」「聞く」を向上させる。
「読む」については，教科書の音読と精読を通して読解力の育成をはかるとともに，「英文の構造」「段落の構成」「
英文の論理展開」などを意識しながら教科書内容に関連した語彙や表現を習得することを目的とする。また速読演習を
通して，スキミング（文章全体を素早く読み通してその趣旨をつかむこと）およびスキャニング（ある特定の情報を探
しながら文章を読むこと）の能力を向上させる。
「聞く」については，リスニング演習を通し，理解する処理速度を高めるとともに，背景知識や文法知識を利用して聞
き取れなかった部分を正しく推測して補完できる能力の育成を目指す。

授業の進め方と授業内
容・方法

・毎回の授業
単語テスト（速読英単語　入門編），速読演習（Mileage Reader 4），教科書の音読および精読
・各単元が終了した次時の授業
単元末テスト，Workbookの提出

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概要説明, Lesson 1 Take a Shot or Not
2週 Lesson 1 Take a Shot or Not
3週 Lesson 1 Take a Shot or Not
4週 Lesson 2 Ethical Fashion
5週 Lesson 2 Ethical Fashion
6週 Lesson 2 Ethical Fashion
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 Lesson 3 Landfill Harmonic
10週 Lesson 3 Landfill Harmonic
11週 Lesson 3 Landfill Harmonic
12週 Lesson 4 Icons of Scotland
13週 Lesson 4 Icons of Scotland
14週 Lesson 4 Icons of Scotland
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 Lesson 5 Japan’s Secret Health Food
2週 Lesson 5 Japan’s Secret Health Food
3週 Lesson 5 Japan’s Secret Health Food
4週 Lesson 6 Vegetable Factories
5週 Lesson 6 Vegetable Factories
6週 Lesson 6 Vegetable Factories
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 Lesson 7 The Power of Color
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10週 Lesson 7 The Power of Color
11週 Lesson 7 The Power of Color

12週 Lesson 8 Miu and Mima, Friendly but Tough
Competitors

13週 Lesson 8 Miu and Mima, Friendly but Tough
Competitors

14週 Lesson 8 Miu and Mima, Friendly but Tough
Competitors

15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
定期試験 単語テスト 単元末テスト 提出物 出席 合計

総合評価割合 60 20 10 10 0 100
基礎的能力 60 20 10 10 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語表現Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0217 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材  Evergreen English Grammar 23 Lessons,  ALC Net Academy2（e-learning教材, 多読用図書（第2パソコン演習室
），その他

担当教員 上杉 裕子
到達目標
１．1年時に理解した英文法項目を文法問題の中で適切に運用し、総復習し定着させる。
２．自分に適した多読用教材を選択し，その概要に把握しながら速読力および未知語の意味推測能力を向上させる。
３．ネイティブスピーカーによる英会話指導により、英語表現力、リスニング力を養う。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
理解した英文法項目を文法問題の
中で適切に運用することができる
。

理解した英文法項目を文法問題の
中で運用することができる。

理解した英文法項目を文法問題の
中で運用することができない。

評価項目2 理解した英文法を用いてリスニン
グ能力を大いに向上させる。

理解した英文法を用いてリスニン
グ能力を向上させる。

理解した英文法を用いてリスニン
グ能力を向上させることができな
い。

評価項目3
自分に適した多読用教材を選択し
，その概要に把握しながら速読力
および未知語の意味推測能力を向
上させる。

自分に適した多読用教材を選択し
，その概要に把握しながら速読力
もしくは未知語の意味推測能力を
向上させる。

多読用教材の概要に把握すること
ができない。速読力を向上させる
ことができない。未知語の意味を
正しく推測することができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要

１年「英語表現１」で学習した文法内容をもとに，問題演習をとおして，文法知識の運用能力向上を図る。
１年「英語表現１」で学習していない発展的な文法内容について，問題演習をとおして学習する。
１年「英語表現１」で学習した文法内容や１年「コミュニケーション英語１」で学習した語彙，語法を活用しながら
，ネイティブスピーカーの指導よりリスニング、スピーキングにかかわる諸活動を行う。
e-learningにより文法復習を行う。
自らに適した多読図書を選択し，興味や関心を持って多読活動を行うとともに，速読力の向上や未知語の意味推測能力
向上を図る。

授業の進め方と授業内
容・方法

演習を基本とするため，授業への積極的な参加を要求する。
毎回の授業の進め方は以下のとおりである。
・昨年の英語表現の授業で学習した内容を定着させるための確認小テスト（Evergreen English Grammra 23より出題
）　　
・文法演習ALC Net Academy 2（前期のみ）　　
・多読活動　
・ネイティブスピーカーによるスピーキング、リスニング活動

注意点
オールイングリッシュで行う授業である。小テストにより1年時の文法事項を定着させる。e-learningにより文法復習を
する。多読を通して、英文に触れ、リーディング力を向上させる。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概要説明 1年間の授業形態、小テスト予定、学習の心構えについて説
明する。

2週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

3週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

4週
小テスト
多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

5週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

6週
小テスト
多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

7週 中間試験

8週
答案返却・解答説明
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

9週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

10週
小テスト
多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動
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11週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

12週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

13週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

14週
小テスト
多読活動
リスニング・スピーキング活動

15週 期末試験

16週 答案返却，解説
リスニング・スピーキング活動

後期

1週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

2週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

3週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

4週 小テスト
リスニング・スピーキング活動

5週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

6週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

7週
小テスト
多読活動
リスニング・スピーキング活動

8週 中間試験

9週 答案返却・解説
リスニング・スピーキング活動

10週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

11週
小テスト
多読活動
リスニング・スピーキング活動

12週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

13週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

14週
小テスト
多読活動
リスニング・スピーキング活動

15週 学年末試験

16週 答案返却，解説
リスニング・スピーキング活動

評価割合
定期試験 小テスト 多読 クラス貢献度 英会話 合計

総合評価割合 40 20 10 10 20 100
基礎的能力 40 20 10 10 20 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代文
科目基礎情報
科目番号 0218 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材  『現代文B』（教育出版）『プレミアムカラー　国語便覧』（数研出版）『新版 チャレンジ常用漢字』（第一学習社）
担当教員 外村 彰
到達目標
1．日本語で書かれた文章類（小説，評論。詩歌）を正しく読解すること。
2．さまざまな文章にふれ、思索できる力や感性などを身につけること。
3．作品が書かれた時代、作家に関する知識を身につける。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
日本語で書かれた文章類（小説
，評論。詩歌）を正しく読解する
ことができる

日本語で書かれた文章類（小説
，評論。詩歌）を読解することが
できる

日本語で書かれた文章類（小説
，評論。詩歌）を読解することが
できない

評価項目2
さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
が適切にできる

さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
ができる

さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
ができない

評価項目3
作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることが適切に
できる

作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることができる

作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることができな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 １年次での「国語総合（現代文）」に引き続き、国語を的確に理解し、適切に表現できる基礎学力、日本語日本文化に

関する見識を身につけるために、現代日本の思想や文化を代表する評論・小説・詩などを学習する。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。適宜漢字テストや創作など、課題提出も課す。

注意点 授業に対する真摯な態度が何より基本である。作品を理解し、自らの頭でしっかり考える力を積極的に養おうとする姿
勢が重要である。発想の幅を広げ、自由にものを見る思考のレッスンにより、教養の幅を広げていってもらいたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス、随想「大人への丸太　たじろがず渡ってみよ
う」（姜尚中）

１，随想「大人への丸太　たじろがず渡ってみよう」を読
解する。表現を的確に捉え、筆者の伝えたかったことを様
々な角度から考察し、今後の人生行路について各人が思い
をめぐらせる。
今日に生きている伝統的な美意識について各自で思考をめ
ぐらす。

2週 随想「大人への丸太　たじろがず渡ってみよう」（姜尚中
）

3週 小説「山月記」（中島敦）

２，小説「山月記」を読み、鑑賞する。独特の文体に親し
みながら主題・構成・表現方法を理解する。作者・時代・
舞台などの背景に関する知識を身につけ、より作品の理解
を深める。人生における不条理をめぐり作品の主題を考察
する。

4週 小説「山月記」（中島敦）
5週 小説「山月記」（中島敦）
6週 小説「山月記」（中島敦）
7週 中間試験
8週 小説「山月記」（中島敦）
9週 小説「山月記」（中島敦）

10週 評論「わからない絵の魅力」（岡本太郎）
３，評論「わからない絵の魅力」を読解する。論理の展開
を的確に捉える。現代芸術のありようについて思いをめく
らせながら、筆者の主張を多角的に批評、考察する。

11週 評論「わからない絵の魅力」（岡本太郎）

12週 評論「わからない絵の魅力」（岡本太郎）

13週 詩「永訣の朝」（宮沢賢治）
現代の俳句・現代の短歌

４，詩「永訣の朝」、現代の俳句・短歌を読解かつ鑑賞す
る。詩情のありかを的確に捉える。表現に込められた感性
を様々な角度から読みとる。作者や背景に対する知識を学
び、人生の意味について考える。

14週 詩「永訣の朝」（宮沢賢治）
現代の俳句・現代の短歌

15週 期末試験

16週 期末試験
答案返却・解説　諸課題

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 5 0 5 5 5 100
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基礎的能力 80 5 0 5 5 5 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 古典
科目基礎情報
科目番号 0219 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 『国語総合　 古典編』 （東京書籍）（1年次から継続使用）
担当教員 石本 百合子
到達目標
1．随筆の古典的名作を読むことで、日本語日本文化の教養を身につける。
2．古典の文学史的知識を深め、人生上の教養とする。
3．韻文の古典的名作を読むことで、日本語日本文化の教養を身につける。
4．漢文の文法・通釈に習熟し、日本語習熟能力の礎とする。
5．長く読み継がれてきた古典の持つ人生の知恵を体得し、人間力を涵養する
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
随筆の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることが適切にできる

随筆の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることができる

随筆の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることができない

評価項目2
古典の文学史的知識を深め、人生
上の教養を身につけることが適切
にできる

古典の文学史的知識を深め、人生
上の教養を身につけることができ
る

古典の文学史的知識を深め、人生
上の教養を身につけることができ
ない

評価項目3
韻文の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることが適切にできる

韻文の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることができる

韻文の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
古典の授業を通して、日本語日本文化および東アジアの文化に対する教養や深い見識を身につける。各作品の読解によ
り、古人の思索を想像しつつ追体験して、豊かな教養を修める。本授業は、読む力を通した多様な人間認識、人間力形
成のために必要である。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。適宜課題提出も課す。

注意点
授業態度を重視する。態度不良者はその都度減点対象とし、単位不認定に至ることがある。積極的な授業参加により、
語彙力、読解力、感受性を養い、人間として多様な価値観を持って生きることの大切さ、また東洋文化の基底を解する
ことで、多様な価値観ある人間力を自ら育成し、各人の教養の幅を広げていってもらいたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス

2週 中世の文学史、「徒然草」（「つれづれなるままに」）

1．随筆「徒然草」
文学史的知識を身につけ、「徒然草」の批評眼を学び、人
生の智慧を体得できる能力を涵養する。
文中の語彙、表現を解し、通釈能力を高める。
文法，文学史的知識を身につける。

3週 「徒然草」（「ある人、弓射ることを習ふに」）
2．古典文学史
上代・中古一近世の代表的作品の概要を知る。
文学的知識を教養として身につける

4週 「徒然草」（「ある人、弓射ることを習ふに」）

5週 漢文訓読の基本「塞翁馬」 3.漢文の文法と訓読に習熟し、ことわざの語源について学
ぶ。

6週 「塞翁馬」
7週 中間試験
8週 答案返却、解説

9週 「平家物語」「木曽の最期」
４、口承文芸の古典的名作を読むことで、想像力を身に付
け、言語感覚を磨く。中世の歴史上の人物に対して思いを
はせる。鑑賞を通して、当時の人間観、自己観照のあり方
を読みとる感性、また文法・文学史的知識を身につける。

10週 「平家物語」「木曽の最期」
11週 「奥の細道」「木曽の最期」
12週 「奥の細道」「漂白の思い」
13週 「奥の細道」「漂白の思い」
14週 「奥の細道」「漂白の思い」
15週 期末試験
16週 答案返却・解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 歴史
科目基礎情報
科目番号 0220 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 伊藤純郎ほか編『高等学校日本史Ｂ』清水書院
担当教員 木原 滋哉
到達目標
1.江戸時代との政治構造（朝廷・寺社・武士との関係）を理解する。
2.江戸時代の対外関係およびその前提となる世界状況を理解する。
3.江戸時代の産業・社会・文化を理解する。
4.明治維新の目的と、そのために何が行われたかを理解する。
5.大日本帝国憲法の特徴を理解する。
6.日清・日露戦争が日本にとってどのような意味を持っていたか理解する。
7.大正から昭和初期にかけて、どのように政党政治が展開したかを理解する。
8.第一次世界大戦前後の国際情勢と日本の国際的な立場を理解する。
9.日本が日中戦争、アジア・太平洋戦争に至る経緯を理解する。
10.敗戦後、日本占領がどのようになされたかを理解する。
11.戦後における日米の関係を理解する。
12.現在の日本がかかえている問題について考えることが出来る。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 江戸時代との政治構造や産業・社
会・文化などを詳細に理解できる

江戸時代との政治構造や産業・社
会・文化などを理解できる

江戸時代との政治構造や産業・社
会・文化などを理解できない

評価項目2
明治維新の目的と、そのために何
が行われたか，大日本帝国憲法の
特徴を詳細に理解できる

明治維新の目的と、そのために何
が行われたか，大日本帝国憲法の
特徴を理解できる

明治維新の目的と、そのために何
が行われたか，大日本帝国憲法の
特徴を理解できない

評価項目3
大正から昭和にかけての政治，国
際情勢，戦争，現在の日本がかか
えている問題について詳細に理解
できる

大正から昭和にかけての政治，国
際情勢，戦争，現在の日本がかか
えている問題について理解できる

大正から昭和にかけての政治，国
際情勢，戦争，現在の日本がかか
えている問題について理解できな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 日本近世から近現代の歴史を学習する。江戸時代（近世）・明治・大正昭和（戦前）・戦後という大きな時代的枠組を

意識しつつ、各時代の政治・社会・文化をそれぞれ学習する。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義形式を中心とする。参考にビデオを視聴する。

注意点 単語や年代の暗記も重要ですが、時代的枠組みや歴史的展開といったものに重点を置いていきたいと思います。積極的
に発言してもらえると助かります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 江戸時代とはどのような時代か 江戸時代がどのような時代であったかを理解する。

2週 江戸幕府の政治構造 江戸時代の政治構造（朝廷・寺社・武士との関係）を理解
する。

3週 江戸時代の対外関係 江戸時代の対外関係およびその前提となる世界状況を理解
する。

4週 江戸時代の産業・経済 江戸時代の産業・経済の状況を理解する。
5週 江戸時代の社会構造 江戸時代の社会構造を理解する。
6週 江戸時代の文化・学問 江戸時代の文化・学問を理解する。
7週 中間試験
8週 幕末・明治の世界状況 幕末・明治の日本をとりまく世界状況を理解する。
9週 幕末 幕末の政治状況がどのように展開したか理解する。

10週 明治新政府の構想と展開 明治維新の目的と、そのために何が行われたかを理解する
。

11週 国会開設と憲法制定に向けて 国会開設と憲法制定に至る政治過程を理解する。
12週 憲法と初期議会 大日本帝国憲法の特徴を理解する。
13週 日清戦争 日清戦争の意義を理解する。
14週 日露戦争 日露戦争の意義を理解する。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 国際状況の変化 第一次世界大戦前の世界状況を理解する。
2週 政党政治の展開 政党政治がどのように展開したかを理解する。
3週 第一次世界大戦と日本 第一次世界大戦で被害が大きくなった理由を理解する。
4週 国際協調の時代 第一次世界大戦後の世界状況と日本の立場を理解する。
5週 社会問題と社会主義運動 この時期の社会問題と社会主義運動について理解する。
6週 二大政党と世界恐慌 政党政治から軍国主義への変化の過程を理解する。

7週 日中戦争・アジア・太平洋戦争 日中戦争およびアジア・太平洋戦争の原因と経緯を理解す
る。

8週 中間試験
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9週 占領下の日本 日本占領がどのように行われたかを理解する。
10週 日本国憲法 日本国憲法について理解する。
11週 日本の独立と５５年体制の成立 55年体制の成立と性格を理解する。
12週 高度経済成長の光と影 55年体制下の日本の動きを理解する。

13週 国際状況の変化と模索する日本 70年代の国際状況の変化とそれによる日本への影響を理解
する。

14週 ５５年体制の終焉から政権交代へ 55年体制の崩壊から政権交代までの流れを理解する。
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 0 20 100
基礎的能力 80 0 0 0 0 20 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 線形代数Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0221 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 電気情報工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 高遠節夫他「新線形代数」（大日本図書）
担当教員 平松 直哉
到達目標
１．ベクトル定義を理解し、ベクトルの基本的な計算ができること
２．ベクトルの平行・垂直条件を利用することができること
３．空間内の直線・平面・球のベクトル方程式が求めることができること
４．行列の定義を理解し、行列の基本的な演算ができること
５．連立一次方程式が解くことできること
６．逆行列の定義を理解し、逆行列を求めることができること
７．行列式の定義および性質を理解し、基本的な行列式の値を求めることができること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1 ベクトルの演算が適切にできる ベクトルの演算ができる ベクトルの演算ができない
評価項目2 行列の演算が適切にできる 行列の演算ができる 行列の演算ができない

評価項目3 逆行列・行列式の計算が適切にで
きる 逆行列・行列式の計算ができる 逆行列・行列式の計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 比例の考え方を拡張したものが線形性があるといえるが、線形変換が行列で表されるということを根底に、力学などで

重要なベクトルや、連立一次方程式を解くときの新しい視点としての行列・行列式に関することを学ぶ。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜、小テストや課題レポートを課す。

注意点
例えば構造計算やコンピュータグラフィックスの基礎は線形代数にあるように、工学や科学を学ぶ上で重要な科目です
。授業は集中して聞くことはもちろんですが、実際に自分で解いてみることが大切です。疑問点は早めに質問して、分
からないところを残さないように努力しましょう。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 平面ベクトル 有向線分による表示
2週 平面ベクトル ベクトルの和・差，実数倍
3週 平面ベクトル ベクトルの成分表示
4週 平面ベクトル 内積
5週 平面ベクトル 内分点のベクトル表示
6週 平面ベクトル 直線の円のベクトル方程式
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明・空間ベクトル 空間座標
9週 空間ベクトル 有向線分による表示，成分表示
10週 空間ベクトル 内積
11週 空間ベクトル 空間における直線の方程式
12週 空間ベクトル 平面の方程式
13週 空間ベクトル 球の方程式
14週 空間ベクトル
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 行列 行列の計算
2週 行列 2次正方行列の逆行列
3週 行列
4週 行列
5週 連立１次方程式と行列 行基本変形と連立一次方程式
6週 連立１次方程式と行列 行基本変形と逆行列
7週 連立１次方程式と行列 行列の階数
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明，行列式 2次，３次の行列式（サラスの方法）
10週 行列式 行列式の定義と性質
11週 行列式 行列式の展開
12週 行列式の応用 逆行列の公式と余因子行列
13週 行列式の応用 連立一次方程式と逆行列
14週 行列式の応用 行列式の図形的意味
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明
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評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 微分積分Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0222 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 電気情報工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 高遠節夫他「新微分積分」（大日本図書）
担当教員 赤池 祐次
到達目標
１．微分法の概念を理解し，極限や導関数が求められること
２．微分法の応用として，接線，不定形の極限，関数の極値，変曲点などが計算できること
３．積分法の概念を理解し，不定積分，定積分が計算できること
４．積分の応用として，面積，長さ，体積などが計算できること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1 微分の計算が適切にできる 微分の計算ができる 微分の計算ができない
評価項目2 積分の計算が適切にできる 積分の計算ができる 積分の計算ができない
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 １変数関数について微分法と積分法の基本的概念を明確にし，いろいろな関数の導関数および積分の計算を学習する。

また，応用問題としての極値や面積を求める。本授業は学力の向上に必要である。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし，プリント課題などを実施する

注意点
微分積分学は自然科学・工学の基礎となる科目ですから，十分理解するよう努力してください。そのため，自分で実際
に数多くの問題を解いて基本的な計算力を身につけることが重要です。また，分からないところは放置せずに積極的に
質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 関数の極限と導関数 関数の極限，連続性が理解できる。
2週 関数の極限と導関数 微分係数，導関数，導関数の公式が理解できる。
3週 関数の極限と導関数 微分係数，導関数，導関数の公式が理解できる。
4週 いろいろな関数の導関数 三角関数，逆三角関数の導関数が理解できる。
5週 いろいろな関数の導関数 三角関数，逆三角関数の導関数が理解できる。
6週 いろいろな関数の導関数 指数関数，対数関数の導関数が理解できる。
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明，関数の変動 指数関数，対数関数の導関数が理解できる。
9週 いろいろな関数の導関数 指数関数，対数関数の導関数が理解できる。
10週 いろいろな関数の導関数
11週 いろいろな関数の導関数
12週 いろいろな関数の導関数

13週 微分法の応用 関数の増減，極値，最大・最小，グラフの接線が理解でき
る。

14週 微分法の応用 不定形の極限が理解できる。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 微分法の応用 高次導関数，曲線の凹凸が理解できる。
2週 微分法の応用 媒介変数表示の微分法，速度と加速度が理解できる。
3週 定積分と不定積分 定積分・不定積分の定義と関係が理解できる。
4週 定積分と不定積分 定積分・不定積分の定義と関係が理解できる。
5週 積分の計算 不定積分の計算が理解できる。
6週 積分の計算 不定積分の計算が理解できる。
7週 積分の計算 定積分の計算が理解できる。
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明，面積 定積分の計算が理解できる。
10週 置換積分，部分積分 置換積分，部分積分が理解できる。
11週 置換積分，部分積分 置換積分，部分積分が理解できる。
12週 置換積分，部分積分 置換積分，部分積分が理解できる。
13週 積分法の応用 面積，曲線の長さ，立体の体積が理解できる。
14週 積分法の応用 面積，曲線の長さ，立体の体積が理解できる。
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
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総合評価割合 75 0 0 0 25 0 100
基礎的能力 75 0 0 0 25 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 物理
科目基礎情報
科目番号 0223 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 電気情報工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3

教科書/教材 改訂版 総合物理Ⅰ 力と運動・熱・改訂版 総合物理Ⅱ 波・電気と磁気 （数研出版），セミナー基礎物理・物理（第一学
習社）

担当教員 笠井 聖二
到達目標
全ての学習項目について、知識を身につけ関係する計算ができるようになる。
全ての学習項目について、現象・式を理解して、説明ができるようになる。
全ての学習項目について、物理に関する知識・理解を、他の場面で使えるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
全ての学習項目について、広い知
識を身につけ関係する計算ができ
る

全ての学習項目について、知識を
身につけ関係する計算ができる

一部または全ての学習項目につい
て、知識を身につけ関係する計算
ができない

評価項目2
全ての学習項目について、より広
く・深く現象・式を理解して、よ
りよく説明ができるようになる。

全ての学習項目について、現象・
式を理解して、説明ができるよう
になる。

一部または全ての学習項目につい
て、現象・式を十分に理解してお
らず、十分な説明ができない。

評価項目3
全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他のより広
い場面で使うことができる。

全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他の場面で
使うことができる。

一部または全ての学習項目につい
て、物理に関する知識・理解を、
他の場面で使うことができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
力学・波・電気に関係する基本的な概念及び法則を理解し、自然のまざまな物理現象と基本的な概念を結びつけ自分で
考えられるようになる。

授業の進め方と授業内
容・方法

学生の主体的な「学び合い」を基本として授業を進める。授業までに内容の事前学習を前提とする。授業時間では、事
前に学習した内容の確認や課題等を学生達でおこなう。授業の最後に、学習内容の確認テストを実施する。

注意点

単位の認定は、授業態度が良好であり、課題・宿題を全て提出し、内容がすべて良好であることが前提です。定期試験
を70点、小テストなどの定期試験以外を30点で評価し、合計点が60点以上で単位を認定する。定期試験において、前期
期末は前期全範囲、学年末は1年間の全範囲とする。
　自宅学習で、理解の確認と定着を進めることが必要です。必要な既学習内容を理解していない場合には、補習等をお
こなう場合があります。「問題を解ける」とは、単に公式を覚え計算できることということではなく、学習した考え方
や概念を使い、問題を正しく理解し、その結果として解答できるということです。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス
2週 力学（等速円運動）
3週 力学（慣性力・遠心力）
4週 力学（単振動）
5週 力学（復元力）
6週 5週目までの内容の総復習
7週 中間試験

8週 答案返却・解答説明
万有引力

9週 力学（万有引力）
10週 波動（波という現象とその特徴）
11週 波動（波による現象）
12週 波動（音と音に関係する現象）
13週 波動（共鳴・共振）
14週 波動（ドップラー効果）
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 定着度試験
2週 波動（光）
3週 波動（レンズ）
4週 波動（光の干渉）
5週 電気（静電気力）
6週 電気（電場と電位）
7週 第6週までの復習
8週 中間試験

9週 答案返却・解答説明
電気（コンデンサー）

10週 電気（コンデンサー）
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11週 電気（抵抗と電流）
12週 電気（直流回路）
13週 電気（直流回路・半導体）
14週 第13周までに復習
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
定期試験 定期試験以外 合計

総合評価割合 70 30 100
前期中間 14 0 14
前期期末 21 0 21
後期中間 14 0 14
学年末 21 0 21
課題・小テストなど 0 30 30
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 情報処理Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0208 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 長谷川聡，「よくわかるＣ言語」（近代科学社）
担当教員 横瀬 義雄
到達目標
1．文字の入出力と簡単な数値計算のプログラムを作成できる
２．条件分岐と繰り返しを用いたプログラムを作成できる
３．多重繰り返しを使った応用プログラミング法を身につける
４．配列の利用方法を理解する
５．数学関数の利用方法を理解する
6．配列を用いたプログラムを作成できる
7．組み込み関数の使い方や関数の作り方を理解する
8．ポインタについて知り、使い方や受け渡しにつて理解する
9．ファイルを用いたデータの入出力が行える
10．構造体・共用体を理解する
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 数値計算のプログラムを作成でき
る

簡単な数値計算のプログラムを作
成できる

簡単な数値計算のプログラムを作
成できない

評価項目2 条件分岐と繰り返しを用いたプロ
グラムを適切に作成できる

条件分岐と繰り返しを用いたプロ
グラムを作成できる

条件分岐と繰り返しを用いたプロ
グラムを作成できない

評価項目3 学習した知識を使いプログラムを
適切に作成できる

学習した知識を使いプログラムを
作成できる

学習した知識を使いプログラムを
作成できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 C言語によるプログラミング技術を身につける。
授業の進め方と授業内
容・方法 座学を中心に行い，演習を行いながら理解を深める。

注意点 プログラミングは慣れと経験が重要です。時間の許す限りなるべく多くの訓練をしてください。課題を持ち帰るために
USBメモリを持ってくるようにしてください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス，C言語の基礎 ガイダンス，C言語の基礎
2週 基本入出力 ソフトウエア開発とプログラミング
3週 基本入出力 変数と値，データ型，演算と演算子
4週 条件分岐 制御構造
5週 条件分岐 制御構造
6週 条件分岐 制御構造
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 繰り返し処理 制御構造
10週 繰り返し処理 制御構造
11週 繰り返し処理 制御構造
12週 繰り返し処理 制御構造
13週 関数の定義 関数を作って使う
14週 関数の定義 関数を作って使う
15週 答案返却・解答説明
16週

後期

1週 配列の使い方 配列の宣言と利用
2週 配列の使い方 配列の宣言と利用
3週 文字と文字列 配列の宣言と利用
4週 文字と文字列 配列の宣言と利用
5週 関数 組み込み関数の利用
6週 関数 組み込み関数の利用
7週 関数 組み込み関数の利用
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 アドレスとポインタ アドレスとポインタ
11週 アドレスとポインタ アドレスとポインタ
12週 構造体とデータ構造 構造体とデータ構造
13週 構造体とデータ構造 構造体とデータ構造
14週 ファイル操作 ファイル操作
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15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 40 0 0 0 30 0 70
専門的能力 30 0 0 0 0 0 30
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気数学
科目基礎情報
科目番号 0209 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 プリント
担当教員 田中 誠
到達目標
１．複素数の基本的な計算ができる。
２．ド・モアブルの定理やオイラーの公式を理解し，指数関数と三角関数の関係を理解する。
３．W平面の写像を求めることができる。
４．指数関数，対数関数，三角関数，双曲線関数，逆三角関数，ベキ乗を理解する。
５．Matlabを用いて簡単な複素数の計算や，w平面の写像の２Dプロットができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 複素数に関する基本的な計算が適
切にできる

複素数に関する基本的な計算がで
きる

複素数に関する基本的な計算がで
きない

評価項目2
指数関数，対数関数，三角関数
，双曲線関数，逆三角関数，ベキ
乗を詳しく説明できる

指数関数，対数関数，三角関数
，双曲線関数，逆三角関数，ベキ
乗を説明できる

指数関数，対数関数，三角関数
，双曲線関数，逆三角関数，ベキ
乗を説明できない

評価項目3
複素平面での直線や円の方程式や
W平面の写像について理解し、詳
しく説明できる。

複素平面での直線や円の方程式や
W平面の写像について理解し、説
明できる。

複素平面での直線や円の方程式や
W平面の写像について理解し、説
明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
電気情報工学は工学の諸分野の中でもとりわけ数学を利用することの多い分野である。本講義では3年次以上の電気情報
工学の内容を理解するために必要な数学，複素数の基礎と複素関数について学習する。また数値計算ソフトウェア
Scilabの利用方法も取り扱う。本授業は学力向上に必要であり，進学と就職に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 ほぼ毎回小テストを講義の最後に実施する。

注意点 多くの問題を解いて計算や導出に慣れましょう。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 複素数の四則演算と絶対値 複素数の四則演算，絶対値，共役複素数の計算ができる
2週 極形式 極形式（絶対値，偏角），極形式の積や商の計算ができる

3週 ド･モアブルの定理と指数法則 ド・モアブルの定理，指数法則，１のｎ乗根の計算ができ
る

4週 オイラーの公式 オイラーの公式を理解し，三角関数と指数関数，双曲線関
数の計算ができる

5週 w平面の写像 複素変数とその関数，z平面とw平面，リーマン球面が理解
できる

6週 演習
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 Matlabによる２Dプロット Matlabで各関数の写像を描けるようになる
10週 １次関数 多項式と一次関数の計算ができる
11週 指数関数と対数関数 複素数の指数関数，対数関数の計算ができる
12週 三角関数と双曲線関数 複素数の三角関数，双曲線関数の計算ができる
13週 逆三角関数とべき乗 複素数の逆三角関数，逆双曲線関数，べき乗が計算できる
14週 演習
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 40 0 0 0 10 0 50
専門的能力 40 0 0 0 10 0 50
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気･電子計測
科目基礎情報
科目番号 0210 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 岩崎 俊 著、「電磁気計測」、電子情報通信学会
担当教員 板東 能生
到達目標
1.計測の流れが説明でき、計測法の分類が説明できる
2.単位、標準、誤差について説明でき、関連する計算ができる
3.直流測定について説明でき、関連する計算ができる
4.交流測定について説明でき、関連する計算ができる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 .計測の流れが説明でき、計測法の
分類を詳しく説明できる

.計測の流れが説明でき、計測法の
分類が説明できる

.計測の流れが説明でき、計測法の
分類が説明でない

評価項目2 単位、標準、誤差について説明で
き、関連する計算が適切にできる

単位、標準、誤差について説明で
き、関連する計算ができる

単位、標準、誤差について説明で
き、関連する計算ができない

評価項目3 直流・交流測定について説明でき
、関連する計算が適切にできる

直流・交流測定について説明でき
、関連する計算ができる

直流・交流測定について説明でき
、関連する計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
電気現象を観測できるようにするのが電気計測で、正確な計測には測定原理の知識が不可欠です。計測の基本について
概説し、電気および磁気量測定に使用される各種計器について説明し、測定時の注意事項についても学習する。本授業
は学力向上に必要である。

授業の進め方と授業内
容・方法 教科書に従って講義する、実験結果を参照して計測理論と実験技術の関係についての理解を深める

注意点 計測器の動作原理をこの科目で学習し、実際に実験で使用することによりその動作原理を理解しよう
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス/計測の基礎 計測の基礎的事項について説明できる
2週 誤差と統計処理 誤差と統計処理について説明できる
3週 単位と標準 SI単位系における基本単位と組立単位について説明できる
4週 単位と標準 計測標準とトレーサビリティの関係について説明できる
5週 直流の測定 直流の測定について説明できる
6週 直流の測定 直流の測定について説明できる
7週 直流の測定 直流の測定について説明できる
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 抵抗の測定 抵抗の測定について説明できる
11週 抵抗の測定 抵抗の測定について説明できる
12週 交流の測定 交流の測定について説明できる
13週 交流の測定 交流の測定について説明できる
14週 交流の測定 交流の測定について説明できる
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 35 0 0 0 30 0 65
専門的能力 35 0 0 0 0 0 35
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気回路
科目基礎情報
科目番号 0211 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 西巻正郎，「電気回路の基礎」（森北出版）
担当教員 外谷 昭洋
到達目標
1.正弦波交流の特徴を説明し、周波数や位相、平均値、実効値の計算ができる。
2.正弦波交流の複素数およびフェーザ表示を説明できる。
3.R,L,C素子における正弦波交流電圧と電流の関係を説明できる。
4.インピーダンスとアドミッタンスを説明し、これらを計算できる。
5.瞬時値やフェーザ、複素数表示を用いて、簡単な交流回路の計算ができる。
6.交流回路の電力について説明し、計算ができる。
7.キルヒホッフの法則、重ね合わせの理やテブナンの定理を説明し、交流回路の計算ができる。
8.網目電流法や接点電位法を用いて交流回路の計算ができる。
9.電磁誘導を説明し、電磁誘導結合回路の計算ができる。
10.理想変圧器を説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 正弦波交流の複素数およびフェー
ザ表示を適切に説明できる

正弦波交流の複素数およびフェー
ザ表示を説明できる

正弦波交流の複素数およびフェー
ザ表示を説明できない

評価項目2 交流回路網の諸定理を用いて交流
回路の計算が適切にできる

交流回路網の諸定理を用いて交流
回路の計算ができる

交流回路網の諸定理を用いて交流
回路の計算ができない

評価項目3 電磁誘導を説明し、電磁誘導結合
回路の計算が適切にできる

電磁誘導を説明し、電磁誘導結合
回路の計算ができる

電磁誘導を説明し、電磁誘導結合
回路の計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 電気工学のあらゆる分野の基礎となる科目である。正弦波交流の基本を説明し、複素数やベクトルを用いた回路計算法

に習熟させるため、交流回路の電圧、電流、電力の計算法等を例題・演習問題を中心に授業を進める。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし、定期テスト以外に小テスト、課題レポートを課す。

注意点 正弦波交流を扱う上で基礎となる事項を扱います。多くの問題を解くことで、実力をつけていきましょう。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンスと直流回路の復習 ガイダンスと直流回路の復習

2週 正弦波交流について
正弦波交流の特徴を説明し、周波数や位相などを計算でき
る。
平均値と実効値を説明し、これらを計算できる。

3週 フェーザと複素数について 正弦波交流のフェーザ表示と複素数表示を説明できる。
4週 交流における回路要素 R、L素子における正弦波電圧と電流の関係を説明できる。
5週 交流における回路要素 C素子における正弦波電圧と電流の関係を説明できる。
6週 問題演習
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 回路要素の直列接続
インピーダンスとアドミタンスを説明し、これらを計算で
きる。
複素数表示とフェーザ表示を用いて、直列接続された回路
要素の計算ができる。

10週 回路要素の並列接続 複素数表示とフェーザ表示を用いて、並列接続された回路
要素の計算ができる。

11週 二端子回路の直列接続 複素数表示とフェーザ表示を用いて、直列接続された二端
子回路の計算ができる。

12週 二端子回路の直列接続 複素数表示とフェーザ表示を用いて、並列接続された二端
子回路の計算ができる。

13週 交流の電力 交流電力と力率を説明し、これらを計算できる。
14週 問題演習
15週 答案返却・解答説明
16週

後期

1週 交流回路網の解析 キルヒホッフの法則を用いて、交流回路の立式ができる。
2週 交流回路網の解析 キルヒホッフの法則を用いて、交流回路の計算ができる。

3週 交流回路網の解析 網目電流法および節点電位法を用いて、交流回路の計算が
できる。

4週 交流回路網の諸定理 重ね合わせの理を用いて、交流回路の計算ができる。
5週 交流回路網の諸定理 鳳・テブナンの定理を用いて、交流回路の計算ができる。
6週 交流回路網の諸定理 ノートンの定理を用いて、交流回路の計算ができる。
7週 問題演習
8週 中間試験
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9週 答案返却・解答説明
10週 電磁誘導結合回路 相互誘導回路について理解ができる。
11週 電磁誘導結合回路 相互誘導を説明し、相互誘導回路の計算ができる。
12週 変圧器結合回路 変圧器結合回路について理解ができる。
13週 変圧器結合回路 変圧器結合回路について計算ができる。
14週 問題演習
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 40 0 0 0 20 0 60
専門的能力 30 0 0 0 10 0 40
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 62-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気情報工学実験
科目基礎情報
科目番号 0212 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 電気情報工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材
担当教員 平野 旭
到達目標
1.実験結果について、正しくデータ整理と提示ができる
2.実験結果について、正しい表現で論述できる
3.オシロスコープ，テスタの使い方を習得する
4.電気･電子回路を自らデザインし，作成できること
5.電子回路作成の基本的な技術を身につける
6.C言語でマイコンプログラミングができること
7.オームの法則の理解を深める
8.電位降下法による抵抗測定方法を理解する
9.A/D変換の基本原理の理解を深める
10.各種論理回路の論理則を理解する
11.フェーザ図と電圧波形の関係について理解を深める

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
電気工学の実験に必要な計測機器
が取り扱え，原理や計測結果等を
適切にレポートにまとめることが
できる

電気工学の実験に必要な計測機器
が取り扱え，原理や計測結果等を
レポートにまとめることができる

電気工学の実験に必要な計測機器
が取り扱え，原理や計測結果等を
レポートにまとめることができな
い

評価項目2 電気工学の基礎実験を適切に理解
，実践できる

電気工学の基礎実験を理解，実践
できる

電気工学の基礎実験を理解，実践
できない

評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 電気情報工学に関する各種法則・理論を実験を通して学びつつ、レポートの書き方について学習する。

授業の進め方と授業内
容・方法

（前期）指針計器の読み取り方など、工学実験に必要な実習を行いつつ、レポートの書き方について学ぶ。
（後期）実験は４～５人を１班とする班単位で行い，各実験で得たデータを処理した報告書を提出。実験中，レポート
作成指導時に口頭試問する場合もある。

注意点
（※）全ての実験テーマについて実験を行い，レポートを提出することが評価の必須条件。実験当日は，テキスト，実
験ノート，電卓，レポート用紙および定規類を持参すること。また，テーマを確認し，手順および注意事項を頭に入れ
て実験に臨むこと。危険を伴う実験もあるため，服装などに気をつける。レポート作成で不明な点は,締め切り日以前に
質問すること。技術文章の書き方については学ぶ機会が少ないので、しっかりと学習すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス ガイダンス

2週 指針電圧計・電流計の取り扱い方 指針計器の値を正しく読み取ることができる
指針計器の値を正しく取り扱うことができる

3週 指針電圧計・電流計の取り扱い方 指針計器の値を正しく読み取ることができる
指針計器の値を正しく取り扱うことができる

4週 科学技術文章の書き方 グラフや表が正しく書ける
正しい日本語で論述できる

5週 科学技術文章の書き方 グラフや表が正しく書ける
正しい日本語で論述できる

6週 オシロスコープ，テスタの使い方 オシロスコープおよびテスタが使える
7週 オシロスコープ，テスタの使い方 オシロスコープおよびテスタが使える

8週 電子回路製作演習 電子回路シミュレータを用いて、簡単な電子オモチャの動
作をシミュレートできる

9週 電子回路製作演習 ソフトウェアを使って、電子回路パターンのデザインがで
きる

10週 電子回路製作演習 ソフトウェアを使って、電子回路パターンのデザインがで
きる

11週 電子回路製作演習 はんだごてを用いて、基板加工機で製作した基板に部品装
填ができる

12週 音声合成LSI実習 C言語を用いてマイコンプログラムが書ける
13週 音声合成LSI実習 C言語を用いてマイコンプログラムが書ける

14週 レポート作成
実施した実験について、正しくデータを整理・提示するこ
とができ、実験結果に対して論理的に考察を述べることが
できる

15週 レポート作成
実施した実験について、正しくデータを整理・提示するこ
とができ、実験結果に対して論理的に考察を述べることが
できる

16週

後期
1週 後期実験説明

2週 オームの法則の実験 オームの法則に対する電圧・電流計の内部抵抗の影響を説
明できる
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3週 オームの法則の実験 オームの法則に対する電圧・電流計の内部抵抗の影響を説
明できる

4週 電位降下法による中位抵抗の測定 電圧計・電流計を用いた電位降下法による中位測定法の測
定について説明できる

5週 電位降下法による中位抵抗の測定 電圧計・電流計を用いた電位降下法による中位測定法の測
定について説明できる

6週 A/D変換 A/D変換（フラッシュ型A/D変換）のしくみについて説明
できる

7週 A/D変換 A/D変換（フラッシュ型A/D変換）のしくみについて説明
できる

8週 論理回路演習 基本論理回路の出力特性を調べ，その真理値表が書ける
9週 論理回路演習 基本論理回路の出力特性を調べ，その真理値表が書ける

10週 交流回路実験 Analog Discovery を用いた交流実験が行える
フェーザ図と電圧波形の関係について説明できる

11週 交流回路実験 Analog Discovery を用いた交流実験が行える
フェーザ図と電圧波形の関係について説明できる

12週 特別演習 各種定理を用いて、計測に関連した電気回路の計算ができ
る

13週 特別演習 各種定理を用いて、計測に関連した電気回路の計算ができ
る

14週 レポート作成
科学技術文章の書き方に沿ってデータを整理・提示するこ
とができ、実験結果に対して論理的に考察を述べることが
できる

15週 レポート作成
科学技術文章の書き方に沿ってデータを整理・提示するこ
とができ、実験結果に対して論理的に考察を述べることが
できる

16週
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 0 0 0 20 80 0 100
基礎的能力 0 0 0 20 80 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代文
科目基礎情報
科目番号 0237 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『高等学校現代文B［改訂版］』（三省堂）　『ビジュアルカラー　国語便覧』（大修館書店）
担当教員 上芝 令子
到達目標
1．日本語で書かれた文章類（評論・小説・韻文）を正しく読解すること。
2．さまざまな文章にふれ、思索できる力や感性などを身につけること。
3．作品が書かれた時代、作家に関する知識を身につける。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
日本語で書かれた文章類（評論・
小説・短歌）を正しく読解するこ
とができる

日本語で書かれた文章類（評論・
小説・短歌）を読解することがで
きる

日本語で書かれた文章類（評論・
小説・短歌）を正しく読解するこ
とができない

評価項目2
さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
が適切にできる

さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
ができる

さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
ができない

評価項目3
作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることが適切に
できる

作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることができる

作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることができな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 二年生「現代文」の発展科目である。日本語で書かれた小説や詩歌、評論などを的確に読解する能力を養い、思考・表

現力を体得する。本授業は、読む力を通した多様な人間認識、人間力 の形成のために必要である。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。適宜課題提出も課す。定期テスト８割・平常点２割を基調として成績を出す。

注意点
積極的な授業参加を重視する。発想の幅を広げ、自由にものを見る思考のレッスンにより、教養の幅を広げていっても
らいたい。
授業態度を重視する。態度不良者はその都度減点対象とし、単位不認定に到ることがあるので注意すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス
2週 近代文学史⑴明治～大正 １⑴．近代文学史の教養を身につける。

3週 池内了「なぜ」に答えられない科学 ２．評論「なぜ」に答えられない科学
評論文における論理展開を理解する。

4週 池内了「なぜ」に答えられない科学
5週 池内了「なぜ」に答えられない科学

6週 鞦韆は～俳句十六句 ３⑴．俳句の鑑賞力を体得する。
俳句の世界に描かれた修辞、清新な感性をとらえる。

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明等
9週 近代文学史⑵大正～昭和 １⑵．近代文学史の教養を身につける。

10週 鞦韆は～俳句十六句 ３⑵．俳句の鑑賞力を体得する。
俳句の世界に描かれた修辞、清新な感性をとらえる。

11週 加藤周一「日本文化の雑種性」
４．評論「日本文化の雑種性」
評論文における論理展開を理解する。
筆者の主張している日本ならではの文化観を理解する。

12週 加藤周一「日本文化の雑種性」
13週 加藤周一「日本文化の雑種性」
14週 加藤周一「日本文化の雑種性」
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明等

後期

1週 近代文学史⑶昭和戦後～現代 １⑶．近代文学史の教養を身につける。

2週 石原吉郎「ある〈共生〉の体験から」
２．評論「ある〈共生〉の体験から」
評論文における論理展開を理解する。
今日生きているわれわれにとっての「戦争」「平和」の意
義について各自で思考をめぐらす。

3週 石原吉郎「ある〈共生〉の体験から」
4週 石原吉郎「ある〈共生〉の体験から」
5週 石原吉郎「ある〈共生〉の体験から」
6週 近代文学史⑷外国の文学者と名作 １⑷．外国文学史の教養を身につける。
7週 森鷗外の文学
8週 中間試験
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9週 森鷗外「舞姫」

3．小説「舞姫」
人物形象と事件の読解を通して主題を理解する。
作者に関する文学史的知識を身につける。
当時の社会状況を理解した上で、恋愛・生きることの意味
を考察する。

10週 森鷗外「舞姫」
11週 森鷗外「舞姫」
12週 森鷗外「舞姫」
13週 森鷗外「舞姫」
14週 森鷗外「舞姫」
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明等

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 10 10 0 100
基礎的能力 80 0 0 10 10 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代社会
科目基礎情報
科目番号 0238 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『最新現代社会　新訂版』実教出版
担当教員 小倉 亜紗美
到達目標
１．環境問題や生命倫理など、現代社会に特有の問題の本質を理解する
2．青年期の心理の特徴を理解する
3．宗教や哲学における人間観を理解し、これまでどのような生き方が望ましいとされてきたのかを考察する。
4．民主主義の本質を理解し、現代の日本の政治制度の構造を把握する。
5．人権や法の支配など、法律の基礎概念を理解する。
6．資本主義経済の特徴を理解し、労働者としての権利を理解する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
環境問題や生命倫理など、現代社
会に特有の問題の本質を詳細に理
解でき，青年期の心理の特徴を詳
細に理解できる

環境問題や生命倫理など、現代社
会に特有の問題の本質を理解でき
，青年期の心理の特徴を理解でき
る

環境問題や生命倫理など、現代社
会に特有の問題の本質を理解でき
ず，青年期の心理の特徴を理解で
きない

評価項目2
民主主義の本質を理解し、現代の
日本の政治制度の構造を把握する
ことが適切にできる

民主主義の本質を理解し、現代の
日本の政治制度の構造を把握する
ことができる

民主主義の本質を理解し、現代の
日本の政治制度の構造を把握する
ことができない

評価項目3
資本主義経済の特徴を詳細に理解
でき、また，労働者としての権利
を詳細に理解できる

資本主義経済の特徴を理解でき、
労働者としての権利を理解できる

資本主義経済の特徴を理解できず
，また、労働者としての権利を理
解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 現代の我々をとりまく様々な社会的問題を理解し、その解決策について考察することで、批判的思考力の育成をめざす

。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を中心とするが、ニュースや新聞などを用いた時事問題の分析と討論もおこなう

注意点
高専で学んだ知識を活かす社会人となるためには、高度な専門知識だけではなく、現代社会にどのような問題が生じて
いるのかを幅広く知ることも必要不可欠である。自分が学んだ知識や技術を、今後の社会でどのように活用していくべ
きなのかを自発的に考えてもらいたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 私たちの生きる社会①
地球環境問題、資源･エネルギー問題 地球環境や資源･エネルギー問題について理解する

2週 私たちの生きる社会②
科学技術の発展と生命、情報化と生活 科学技術の発展の影響について理解する

3週 現代社会と青年の生き方 現代社会における政権木の特質について理解する
4週 よりよく生きることを求めて 主要な哲学や宗教について理解する
5週 民主政治とは 民主政治の基本的な考え方を理解する
6週 日本国憲法の基本原理 憲法の基本原理について理解する
7週 中間試験
8週 平和主義と安全保障 平和主義の理念と安全保障の現実について理解する

9週 日本の政治機構①
国会と内閣 国会と内角の仕組みについて理解する

10週 日本の政治機構②
裁判と地方自治 裁判所と地方自治について理解する

11週 現代政治の特質と課題①
選挙のしくみと課題 選挙の仕組みについて理解する

12週 現代政治の特質と課題② 政党や世論について理解する

13週 現代社会と法①
法のはたらき 家族法や私法の原則について理解する

14週 現代社会と法②
社会生活と法、司法と人権 刑事裁判の基本について理解する

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 経済のしくみ①
経済社会の変容、市場経済のしくみ 資本主義経済の特質について理解する

2週 経済のしくみ②
国民所得、財政政策と金融政策 国民所得、財政政策、金融政策について理解する

3週 変化する日本経済①
戦後復興と経済成長 高度経済成長の原因と帰結について理解する

4週 変化する日本経済②
バブル後の日本経済、中小企業と農業 バブル経済後の日本経済の課題について理解する

5週 豊かな生活の実現①
自律した消費者と労働者の権利 消費者や労働者の権利について理解する
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6週 豊かな生活の実現②
社会保障の役割、環境保全 社会保障制度のしくみ、循環型社会について理解する

7週 国際政治のしくみ①
国際社会の特質、国際紛争 国家システムの成立、国際紛争の原因について理解する

8週 中間試験

9週 国際政治のしくみ②
国際連合と安全保障

国際連合の基本的しくみ、その安全保障の仕組みについて
理解する

10週 国際政治のしくみ③
冷戦とその後、軍縮の取り組み 冷戦とその後の国際社会、軍縮のしくみについて理解する

11週 国際経済のしくみ①
貿易と国際分業 自由貿易と保護貿易、国際収支などについて理解する

12週 国際経済のしくみ②
グローバル化する経済 国際経済の変容について理解する

13週 国際社会の現状と課題①
地域統合の進展、変容する世界経済 ＥＵなど地域統合の動向について理解する

14週 国際社会の現状と課題②
地域紛争と難民問題 地域紛争や難民問題などについて理解する

15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 地理
科目基礎情報
科目番号 0239 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 『地理Ａ』（東京書籍）、『新高等地図』（東京書籍）
担当教員 古屋 辰郎
到達目標
・地理の適切な表現・読図法・利用法を習得する。
・自然環境が成り立つ仕組みを理解し、説明できるようになる。
・経済活動を通じたグローバルな地域の結びつきを理解し、説明できるようになる。
・日本および諸外国の環境と人々の生活について理解し、説明できるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
地理の適切な表現・読図法・利用
法を理解し、説明できるようにな
る。

地図の適切な表現・読図法・利用
法を理解できるようになる。

地図の適切な表現・読図法・利用
法を理解・説明できない。

評価項目2 自然環境が成り立つ仕組みを理解
し、説明できるようになる。

自然環境が成り立つ仕組みを理解
できるようになる。

自然環境が成り立つ仕組みを理解
・説明できない。

評価項目3
経済活動を通じたグローバルな地
域の結びつきを理香氏、説明でき
るようになる。

経済活動を通じたグローバルな地
域の結びつきを理解し、説明でき
ようになる。

経済活動を通じたグローバルな地
域の結びつきを理解・説明できな
い。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 ①地理（とりわけ系統地理）の基本的事項を理解する。②自然環境の成り立ちについて理解する。③経済・社会的側面

から「グローバル・ローカル」に見られる異なるスケール間の相互作用を理解する。
授業の進め方と授業内
容・方法

基本的に講義形式でおこないます。教科書のみならず、自作プリントやスライドを用いて、視覚的に理解させることに
努めます。板書も併用します。

注意点 適宜小レポート課題を出します。地理を学習する上で、視覚的に理解することが重要です。教科書のみならず、地図帳
・資料集を活用してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 地図表現・地図の利用 地図の適切な表現・読図法・利用法を習得する
2週 人口から見る地域とその結びつき 人口事象を地理的にとらえる
3週 地形環境① 大地形の基礎知識について理解する
4週 地形環境② 小地形の基礎知識について理解する
5週 気候 気候とその地理的特徴について理解する
6週 農産物と農業地域 農産物・農業の地理的特徴について理解する
7週 中間試験
8週 工業の地理的分散と地理的集中 工業活動のグローバルな結びつきを理解する
9週 産業立地 産業立地に関する基礎的事項について理解する
10週 イノベーションと地理 イノベーションと地理の関係について理解する

11週 情報化時代の流通システムと小売業 流通・小売りを通じて、情報化が地域社会にもたらす影響
を理解する

12週 消費・観光 消費・観光の地理的特徴を理解する
13週 グローバル化における都市 グローバル化における都市の変化について理解する
14週 グローバル化における農村 グローバル化における農村の変化について理解する
15週 期末試験
16週 答案返却・解答解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 線形代数Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0240 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 高遠節夫他「新線形代数」（大日本図書）
担当教員 赤池 祐次
到達目標
１．線形変換, 表現行列の意味を理解し, 求められること。
２．固有値を求めることができ, それを用いて行列の対角化ができること。
３．行列の対角化を用いて，２次形式の標準形を求めたり, 行列のべき乗計算ができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
固有値を用いて行線形変換, 表現行
列の意味を理解し, 求めることが適
切にできる

線形変換, 表現行列の意味を理解し
, 求めることができる

線形変換, 表現行列の意味を理解し
, 求めることができない

評価項目2 固有値を求めることで, 行列の対角
化が適切にできる

固有値を求めることで, 行列の対角
化ができる

固有値を求めることで, 行列の対角
化ができない

評価項目3
行列の対角化を用いて，２次形式
の標準形を求めたり, 行列のべき乗
計算が適切にできる

行列の対角化を用いて，２次形式
の標準形を求めたり, 行列のべき乗
計算ができる

行列の対角化を用いて，２次形式
の標準形を求めたり, 行列のべき乗
計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 専門科目を学ぶ上で必要な行列の応用としての「線形変換，固有値」を学習する
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし，プリント課題などを実施する

注意点 学習方法としては予習・復習を行い，実際に自分で問題を解いてみることが大切である。授業では「聞く態度の精錬
，学習集中力，主体的な問題解決力」の向上を目指す。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 線形変換の定義、基本性質 線形変換の定義、基本性質
2週 線形変換の定義、基本性質
3週 線形変換の合成、逆変換 合成変換、逆変換
4週 線形変換の合成、逆変換
5週 様々な線形変換 回転を表す線形変換
6週 様々な線形変換 直交変換
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 固有値・固有ベクトル 固有値・固有ベクトルの定義、基本性質
固有方程式

10週 行列の対角化 行列の対角化、対角化行列
11週 行列の対角化 対角化可能の条件
12週 対称行列の対角化 対称行列の性質
13週 対称行列の対角化 2次形式の標準形

14週 対称行列の対角化 行列のべき乗計算
微分方程式への応用

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 75 0 0 0 25 0 100
基礎的能力 75 0 0 0 25 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 微分積分Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0241 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 「新微分積分Ⅰ」（大日本図書）p.127～，「新微分積分Ⅱ」（大日本図書）p.1-93
担当教員 川勝 望
到達目標
１．媒介変数表示・極座標による図形が説明できて，その面積や曲線の長さが計算できること
２．関数のマクローリン展開ができること
３．2変数関数の偏微分が計算できて，その応用である接平面の方程式や極大・極小問題が解けること
４．2重積分の定義を理解し，累次積分になおして計算ができるようになること
５．２重積分を極座標などに変数変換をして計算ができるようになること
６．２重積分を用いて基本的な立体の体積を計算できるようになること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 媒介変数表示・極座標による図形
が説明，計算が適切にできる

媒介変数表示・極座標による図形
が説明，計算ができる

媒介変数表示・極座標による図形
が説明，計算ができない

評価項目2 2変数関数の偏微分の計算が適切に
できる 2変数関数の偏微分の計算ができる 2変数関数の偏微分の計算ができな

い
評価項目3 2重積分の計算が適切にできる 2重積分の計算ができる 2重積分の計算ができない
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 2年次で学習した「微分積分Ⅰ」を基礎にして，微分積分の発展的な内容を学ぶ。主に２変数関数の偏微分，重積分とそ

れらの応用について学習する。本授業では学力を身につけることができる。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし，適宜，課題レポートや休暇明けテストなどを課す。

注意点
微分積分学は工業技術者にとって大変重要な科目ですから，十分理解するように努力してください。そのために自分で
実際に数多くの問題を解いて基本的な計算力を身につけることも肝心です。また，わからないことがあった場合はどん
どん質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 媒介変数表示による図形の面積・曲線の長さ 図形の面積・曲線の長さ
2週 極座標による図形の面積・曲線の長さ 図形の面積・曲線の長さ
3週 広義積分 広義積分
4週 多項式による近似 多項式による近似
5週 数列の極限 数列の極限
6週 級数 級数の計算
7週 中間試験
8週 べき級数とマクローリン展開 関数のマクローリン展開
9週 べき級数とマクローリン展開 オイラーの公式
10週 偏微分法 2変数関数の連続性・偏微分
11週 偏微分法 接平面
12週 偏微分法の応用 合成関数の偏微分法・高次偏導関数
13週 偏微分法の応用 2変数関数の多項式による近似
14週 偏微分法の応用 極大・極小
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 偏微分法の応用・陰関数の微分法 陰関数の微分法
2週 条件付き極値 条件付き極値問題
3週 包絡線 包絡線
4週 2重積分 2重積分の定義・性質
5週 2重積分 2重積分の定義・性質
6週 2重積分の計算 2重積分の計算
7週 2重積分の計算 2重積分の計算
8週 中間試験
9週 極座標による2重積分 極座標による2重積分
10週 極座標による2重積分 極座標による2重積分
11週 変数変換による2重積分 変数変換による2重積分
12週 広義積分 広義積分
13週 2重積分のいろいろな応用 体積，曲面積
14週 2重積分のいろいろな応用 重心
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明
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評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 75 0 0 0 25 0 100
基礎的能力 75 0 0 0 25 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 72-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 微分方程式
科目基礎情報
科目番号 0242 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 高遠節夫他「新微分積分Ⅱ」（大日本図書）
担当教員 深澤 謙次
到達目標
１．微分方程式の意味が理解できること
２．１階微分方程式が解けること
３．２階線形微分方程式が解けること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 微分方程式の意味が適切に理解で
きる 微分方程式の意味が理解できる 微分方程式の意味が理解できない

評価項目2 １階微分方程式を適切に解くこと
ができる

１階微分方程式を解くことができ
る

１階微分方程式を解くことができ
ない

評価項目3 ２階線形微分方程式を適切に解く
ことができる

２階線形微分方程式を解くことが
できる

２階線形微分方程式を解くことが
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 専門科目を学ぶ上で必要な科目の応用として「微分方程式の解法」を学習する
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし，プリント課題などを実施する。

注意点 学習方法としては予習・復習を行い。実際に自分で問題を解いてみることが大切である。）授業では「聞く態度，学習
集中力，主体的な問題解決」を目指す。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 微分方程式の意味 微分方程式の意味，解曲線を理解できる
2週 微分方程式の解 一般解，特殊解，特異解，初期条件について理解できる
3週 1階微分方程式の解法 変数分離形の微分方程式が解ける
4週 1階微分方程式の解法 同次形の微分方程式が解ける
5週 1階微分方程式の解法 １階線形微分方程式が解ける
6週 1階微分方程式の解法 定数変化法を理解し、これを用いて微分方程式が解ける
7週 1階微分方程式の応用 雨滴の運動、電気回路などへの応用問題が解ける
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 2階線形微分方程式 関数の線形独立・線形従属を理解できる
11週 定数係数線形微分方程式 ロンスキアン・特性方程式などを理解できる
12週 定数係数非斉次線形微分方程式 定数係数（非）斉次線形微分方程式が解ける

13週 いろいろな線形微分方程式 連立微分方程式・定数係数でない線形微分方程式などが解
ける

14週 線形でない2階微分方程式 線形でない２階微分方程式の解法が理解できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 75 0 0 0 25 0 100
基礎的能力 75 0 0 0 25 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 化学
科目基礎情報
科目番号 0243 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 竹内敬人他「 化学」（東京書籍）、竹内敬人他「ダイナミックワイド 図説化学」（東京書籍）
担当教員 大山 晴香
到達目標
1. 有機化合物の構造と性質について理解し、分子式と構造式が書けるようになること。
2. 有機化合物の分子式を求める計算ができること。
3. 有機化合物と官能基の化学的性質について理解し、化学反応式が書けるようになること。
4. ヨウ素価及びケン価の計算ができること。
5. ベンゼン環の構造と芳香族化合物の性質について理解すること。
6. 芳香族化合物の反応性について理解し、化学反応式が書けるようになること。
7. 合成高分子の分子構造と化学的、物理的性質について理解すること。
8. 天然高分子や生体高分子の分子構造、機能や性質について理解すること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
有機化合物の構造と性質について
理解し、分子式と構造式が書け
，計算が適切にできる

有機化合物の構造と性質について
理解し、分子式と構造式が書け
，計算ができる

有機化合物の構造と性質について
理解し、分子式と構造式が書け
，計算ができない

評価項目2 ベンゼン環の構造と芳香族化合物
の性質について適切に理解できる

ベンゼン環の構造と芳香族化合物
の性質について理解できる

ベンゼン環の構造と芳香族化合物
の性質について理解できない

評価項目3 高分子の分子構造と化学的、物理
的性質について適切に理解できる

高分子の分子構造と化学的、物理
的性質について理解できる

高分子の分子構造と化学的、物理
的性質について理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
　我々の生活では天然に存在する有機化合物だけでなく、新しい材料を人工的に合成し利用している。そのため、我々
の身の回りにあるこれらの物質の生成方法及び化学的・物理的性質について理解することは多種多様な材料を利用した
り新たに合成する上で重要な意味を持つ。本授業は、様々な材料に関する基礎的知識とそれを生かすことのできる能力
を養うと共に、進学等に関連し，学力向上を身につけることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 講議及び演習を基本とし、学習内容に沿った実験を行う。実験は個人あるいはグループ実験を行う。

注意点 教科書の問や演習問題は必ず自分で解くこと。わからないことは溜め込まないで、すぐに解決しておくこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 有機化合物 1. 有機化合物の構造と特徴

2週 有機化合物
2. 脂肪族炭化水素
　 飽和炭化水素
   不飽和炭化水素

3週 有機化合物
4週 有機化合物

5週 有機化合物 3. 酸素を含む脂肪族化合物
   アルコール、エーテル、カルボン酸、エステルなど

6週 有機化合物
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 有機化合物
4. 芳香族化合物
　 酸素を含む芳香族化合物
　 窒素を含む芳香族化合物

10週 有機化合物

11週 高分子化合物 5. 合成高分子化合物

12週 高分子化合物 6. 天然高分子化合物
　 糖類、たんぱく質、核酸

13週 高分子化合物
14週 高分子化合物
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 体育
科目基礎情報
科目番号 0244 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 実技 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 渡邊 英幸
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．ソフトテニスの基礎技能をゲームで生かすことができる。
3．ソフトテニスのゲームを企画・運営ができる。
4．サッカーの個人的技能をゲームで生かすことができる。
5．サッカーの集団的技能をゲームで生かすことができる
6．サッカーのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 ソフトテニスの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

ソフトテニスの技能をゲームで生
かすことができる

ソフトテニスの技能をゲームで生
かすことができない

評価項目3 サッカーの技能をゲームで生かす
ことが適切にできる

サッカーの技能をゲームで生かす
ことができる

サッカーの技能をゲームで生かす
ことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ，運動能力を高
める自己診断資料とする。技能や経験こ応じてチーム編成をし，チームの役割を自覚し，自主的・計画的に練習やゲー
ムを行う。また，ルールを守り全力でプレーし，審判の判定に従い，勝敗に対して公正な態度がとれるようにする。場
所の安全を確かめ，健康・安全に留意して，練習やゲームができるようにする。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション・新体カテスト
1．新体カテスト
新体カテストの測定項目を理解し、正しい測定を実施でき
る
自らの得点を集計し、自己評価できる

2週 新体カテスト
3週 新体カテスト

4週 集団行動・体育祭の種目
2．体育祭種目
体育祭種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実施で
きる

5週 集団行動・体育祭の種目

6週 ソフトテニス

3．ソフトテニス
ルールー審判方法・ゲーム方法の説明．班編成
基礎技能（グランド・ストローク，ボレー，スマッシュ
．ロビング，サービス，サーブレシーブ）を修得し、試合
で実践できる

7週 ソフトテニス
8週 ソフトテニス
9週 ソフトテニス
10週 ソフトテニス
11週 ソフトテニス
12週 ソフトテニス
13週 ソフトテニス
14週 ソフトテニス・スキルテスト
15週 ソフトテニス・スキルテスト
16週 ソフトテニス・スキルテスト

後期

1週 球技大会の種目
4．球技大会種目の練習
球技大会の種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実
施できる

2週 球技大会の種目

3週 サッカー

5．サッカー
ルール・審判方法・ゲーム方法の説明，班編成，個人的技
能（キック，ドリブル，トラッピング，シュートヘディン
グ，スローイン）を修得をし、試合で実践できる
集団的技能（攻撃・守備フォーメーション）を修得
し、試合で実践できる

4週 サッカー
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5週 サッカー
6週 サッカー
7週 サッカー
8週 サッカー
9週 サッカー
10週 サッカー
11週 サッカー
12週 サッカー

13週 持久走 6．持久走
長距離走の特性を理解し、駅伝大会で実践できる

14週 サッカー・スキルテスト
15週 サッカー・スキルテスト
16週 サッカー・スキルテスト

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワーク
科目基礎情報
科目番号 0245 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント等
担当教員 林 和彦
到達目標
1. 1年生においては、高専で学ぶ専門科目の概要を把握し、確固とした目標を持ち、技術者像を明確にイメージする。
2. コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について、2年生においては認識し、3年生におい
ては理解し、4,5年生においては活用することができる．
3. 主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力に
ついて、2年生においてはその必要性を認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては必要に応じて発揮できる．
4. 創成能力やエンジニアリングデザイン能力を2年生においては認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては活用することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない

評価項目2

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用が適切にできる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができない

評価項目3
創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用が適切にでき
る

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができる

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点
在学期間中に同じテーマは最長で2年間まで選択できますが、可能な限り多くのテーマに取り組む方が学習効果が上がり
ます。また、テーマによっては1回だけ選択できるテーマもありますので、担当教員に確認して下さい。テーマ内容につ
いては、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。（※）テーマによっては、中間試験および期末試
験および学年末試験を行う．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

2週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

3週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

4週 チーム編成，個別ガイダンス 各テーマごとに分かれて，課題設定と課題解決プロセスを
理解する。

5週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

6週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表
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14週 レポート作成と活動内容の振り返り レポート作成：発表会後，活動成果としてレポートを作成
する．

15週 期末試験（※）

16週 レポート提出と後期の活動のための計画立案
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

後期

1週 活動内容の目標の確認
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

2週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

3週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

4週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

5週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

6週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

7週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

8週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表

14週 振り返りとレポート作成 レポート作成：後期は1年間の活動内容を総括してレポート
を作成する．

15週 学年末試験（※）
16週 レポート提出

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 20 30 0 50
分野横断的能力 0 0 0 20 30 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 コミュニケーション英語Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0246 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 森沢洋介『どんどん話すための瞬間英作文トレーニング』（ベレ出版），安河内哲也『新TOEICテスト 1週間でやりと
げる英文法』（KADOKAWA）

担当教員 冨村 憲貴
到達目標
1. 学習する文法事項を理解できること
2. 学習する英語表現を瞬間的に正確な発音で発話できるようになること
3. TOEICテストの基本的文法問題に対応できるようになること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 学習する文法事項を正確に理解で
きる 学習する文法事項を理解できる 学習する文法事項を理解できない

評価項目2 学習する英語表現を瞬間的に正確
な発音で発話できる

学習する英語表現を瞬間的にほぼ
正確な発音で発話できる

学習する英語表現を瞬間的に正確
な発音で発話できない

評価項目3 TOEICテストの基本的文法問題に
適切に対応できる

TOEICテストの基本的文法問題に
対応できる

TOEICテストの基本的文法問題に
適切対応できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
テキストの演習により，中学からこれまでに学んだ英語の基礎を定着させ，会話やTOEICなどの資格試験で使えるよう
になるためのトレーニングを行う。同時に，TOEICテキストを用いて，編入学試験対策の基礎ともなる文法力を強化す
る。全体を通して，個別パフォーマンステストなどの実技演習を重視する。本授業は就職と進学に関連し，コミュニケ
ーション力を高めることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習を基本とする。

注意点

授業にはテキスト・辞書を必ず持参すること。授業内活動に加えて自主練習をしっかり行えば，英語力は伸びます。授
業外でのトレーニングを前提に授業を行うので，怠らないこと。疑問点は遠慮無く質問するように。なお，授業中の活
動におけるパフォーマンスは全て評価の対象となります。

【カリキュラムの中での位置づけ】
1～2学年の英語関連科目で学んだ語彙・文法事項を基礎に，さらに英語力を伸ばすための科目。
【先行して理解する必要のある科目】
コミュニケーション英語I, II，英語表現I, II
【同時に学ぶ科目】
英語表現II
【ＥＳＤとの関連 （教育目標）】
（ESD1）
テキストの演習を通して，英語でのコミュニケーション能力を高めることで，他文化の人々と協力して行動するための
素養を身につける。
【評価方法と基準】
前期中間試験17.5%+前期期末試験17.5%+後期中間試験17.5%+後期期末試験17.5%+小テスト30%=100%(100点)
60％以上を合格とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概要説明　英作文トレーニング導入

2週 英作文トレーニング・スピーキング演習1 指示代名詞，whatなどを使った英文を正確に発話できる。
TOEICテキストpp. 22-31の問題が解ける。

3週 英作文トレーニング・スピーキング演習2 人称代名詞，whoなどを使った英文を正確に発話できる。
4週 英作文トレーニング・スピーキング演習3 一般動詞などを使った英文を正確に発話できる。

5週 英作文トレーニング・スピーキング演習4 命令文，whoseなどを使った英文を正確に発話できる。
TOEICテキストpp. 32-59の問題が解ける。

6週 英作文トレーニング・スピーキング演習5 前週までに扱った英文を正確に発話できる。
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 英作文トレーニング・スピーキング演習6 where, whenなどを使った英文を正確に発話できる。
TOEICテキストpp. 60-85の問題が解ける。

10週 英作文トレーニング・スピーキング演習7 how, what timeなどを使った英文を正確に発話できる。
11週 英作文トレーニング・スピーキング演習8 who, canなどを使った英文を正確に発話できる。

12週 英作文トレーニング・スピーキング演習9 進行形などを使った英文を正確に発話できる。TOEICテキ
ストpp. 86-96の問題が解ける。

13週 英作文トレーニング・スピーキング演習10 様々な時制を使った英文を正確に発話できる。
14週 英作文トレーニング・スピーキング演習11 前週までに扱った英文を正確に発話できる。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期
1週 英作文トレーニング・スピーキング演習12 SVCの文型などを使った英文を正確に発話できる。

TOEICテキストpp. 100-20の問題が解ける。
2週 英作文トレーニング・スピーキング演習13 SVOの文型などを使った英文を正確に発話できる。
3週 英作文トレーニング・スピーキング演習14 未来形などを使った英文を正確に発話できる。
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4週 英作文トレーニング・スピーキング演習15 依頼，予定などの表現を使った英文を正確に発話できる。
TOEICテキストpp. 126-46の問題が解ける。

5週 英作文トレーニング・スピーキング演習16 義務などの表現を使った英文を正確に発話できる。
6週 英作文トレーニング・スピーキング演習17 前週までに扱った英文を正確に発話できる。
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 英作文トレーニング・スピーキング演習18 許可，可能などの表現を使った英文を正確に発話できる。
TOEICテキストpp. 150-70の問題が解ける。

10週 英作文トレーニング・スピーキング演習19 感嘆文などの表現を使った英文を正確に発話できる。
11週 英作文トレーニング・スピーキング演習20 to不定詞などを使った英文を正確に発話できる。

12週 英作文トレーニング・スピーキング演習21 to不定詞などを使った英文を正確に発話できる。TOEICテ
キストpp. 174-91の問題が解ける。

13週 英作文トレーニング・スピーキング演習22 動名詞などを使った英文を正確に発話できる。
14週 英作文トレーニング・スピーキング演習23 前週までに扱った英文を正確に発話できる。
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 小テスト 課題点 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 30 0 0 0 0 100
基礎的能力 70 30 0 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語表現Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0247 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 『Fundamental Science in English 1』（成美堂），『TOEIC L&R TEST 出る単特急 銀のフレーズ』（朝日新聞出版
），『英文法・語法　Engage』（いいずな書店），『Engage 準拠 Master Book』（いいずな書店）

担当教員 柿元 麻理恵
到達目標
１．理数系英語の長文読解を通じて理数系の基礎的な知識や概念を理解し，英語で表現できるようにする。
２．TOEIC 400点に必要となる語彙力を増強する。
３．英文法，語法の総復習を行い，英検２級程度の英文法，語法の完成を図る。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 理数系の基礎的な知識や概念を理
解し，かつ英語で表現できる。

理数系の基礎的な知識や概念を理
解，もしくは英語で表現できる。

理数系英語の長文読解を通じて理
数系の基礎的な知識や概念を理解
できず，英語で表現できない。

評価項目2 TOEIC 400点に必要となる語彙を
定着させることができる。

TOEIC 400点に必要となる語彙を
概ね定着させることができる。

TOEIC 400点に必要となる語彙を
定着させることができない。

評価項目3高 英検２級程度英文法，語法を理解
，表現することができる。

英検２級程度の英文法，語法を理
解もしくは表現することができる
。

英検２級程度の英文法，語法を理
解することができず，表現するこ
ともできない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
1. 技術英語の基礎となる理数系の英語に触れることにより，技術英語への意欲を高め，基礎的な知識や概念を英語で理
解し，表現できることを目的とする。
2. TOEIC対策として，語彙力の増強を図る。
3. ２年生までに学習した英文法，語法の総復習を行い，英検２級程度の英文法，語法の確実な定着を図る。

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は演習形式で行う。
『TOEIC L&R TEST 出る単特急 銀のフレーズ』を用いて，毎授業の最初に単語テストを行う。
各Lesson終了後には単元末テストを行う。

注意点 辞書必携。『Engage 準拠 Master Book』（いいずな書店）は夏休み課題として使用する。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 春休み明け課題試験
2週 Lesson 1 Numbers and alculations ― 数と計算
3週 Lesson 1 Numbers and alculations ― 数と計算
4週 Lesson 2 Figures ― 図形
5週 Lesson 2 Figures ― 図形
6週 Lesson 2 Figures ― 図形
7週 中間試験 中間試験
8週 答案返却・解説 答案返却・解説
9週 Lesson 3 State of Substance ― 物質の態
10週 Lesson 3 State of Substance ― 物質の態
11週 Lesson 3 State of Substance ― 物質の態
12週 Lesson 4 Graphs and Functions ― グラフと関数
13週 Lesson 4 Graphs and Functions ― グラフと関数
14週 Lesson 4 Graphs and Functions ― グラフと関数
15週 期末試験 期末試験
16週 答案返却・解説 答案返却・解説

後期

1週 夏休み明け課題試験 夏休み明け課題試験
2週 Lesson 6  Electricity ― 電気・電子
3週 Lesson 6  Electricity ― 電気・電子
4週 Lesson 6  Electricity ― 電気・電子
5週 Lesson 7 Heat ― 熱
6週 Lesson 7 Heat ― 熱
7週 Lesson 7 Heat ― 熱
8週 中間試験 中間試験
9週 答案返却・解説 答案返却・解説
10週 Lesson 9 Ions ― イオン
11週 Lesson 9 Ions ― イオン
12週 Lesson 10 Energy ― エネルギー
13週 Lesson 10 Energy ― エネルギー
14週 Lesson 10 Energy ― エネルギー
15週 学年末試験 学年末試験
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16週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明

評価割合
定期試験 単語テスト 単元末テスト 休み明け課題試

験 その他 その他 合計

総合評価割合 60 20 10 10 0 0 100
基礎的能力 60 20 10 10 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気回路
科目基礎情報
科目番号 0229 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材  西巻正郎，「電気回路の基礎」（森北出版）及び講義ノート、プリントを基本とする。
担当教員 江口 正徳
到達目標
１．回路の共振現象を理解し、問題が解けること
２．ベクトル軌跡について理解し、問題が解けること
３．ひずみ波交流について理解し、問題が解けること
４．三相交流・多相交流について理解し、問題が解けること
５．基本的な過渡現象について理解し、問題が解けること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 交流回路網の応用的な計算ができ
る 交流回路網の計算ができる 交流回路網の計算ができない

評価項目2 ひずみ波交流の応用的な計算がで
きる ひずみ波交流の計算ができる ひずみ波交流の計算ができない

評価項目3 多相交流の応用的な計算ができる 多相交流の計算ができる 多相交流の計算ができない
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 電気回路の基礎を学習した学生に対して，共振現象，ベクトル軌跡，ひずみ波，多相交流，過渡現象等について理解を

深めるとともに，応用力を養うことを目的とする。本授業は進学と就職に関連する。
授業の進め方と授業内
容・方法

講義を基本とし、課題のレポートを適宜課す。
理解できない場合は、放課後理解できるまで補習を課す。

注意点 各種資格試験(電気主任技術者、陸上無線技士など）につながる授業なので，十分勉強すること。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 第一章　共振回路 直列・並列共振回路の計算かできる
2週 第一章　共振回路 共振回路のQファクタの意義を説明できる
3週 第一章　共振回路 フォスタのリアクタンス定理を用いた解析ができる
4週 第一章　共振回路 演習解答を作成できる
5週 第二章　対称三相回路 多相回路の特徴説明ができる
6週 第二章　対称三相回路 対称三相回路のY-Δ変換を計算できる
7週 中間試験
8週 第二章　対称三相回路 対称三相回路のY-Δ変換ができる
9週 第二章　対称三相回路 対称三相接続回路の説明ができる
10週 第二章　対称三相回路 対称三相接続回路の計算ができる
11週 第二章　対称三相回路 対称三相回路の電力の計算ができる
12週 第二章　対称三相回路 演習解答を作成できる
13週 第三章　非正弦波交流 非正弦波交流の概要説明ができる
14週 第三章　非正弦波交流 フーリエ解析の概要が説明できる
15週 答案返却・解答説明 フーリエ解析の計算ができる
16週 第三章　非正弦波交流 代表的なひずみ波形の解析法を説明できる

後期

1週 第三章　非正弦波交流 代表的なひずみ波形の計算ができる
2週 第三章　非正弦波交流 非正弦波交流回路の解析ができる
3週 第三章　非正弦波交流 演習解答を作成できる
4週 第四章　ベクトル軌跡 交流回路のベクトル軌跡の意義を説明できる
5週 第四章　ベクトル軌跡 複素関数による等角写像の原理を説明できる
6週 第四章　ベクトル軌跡 一次関数による写像の計算ができる
7週 中間試験
8週 第四章　ベクトル軌跡 電気回路における写像を解析・応用できる
9週 第四章　ベクトル軌跡 演習解答の作成ができる
10週 第五章　過渡現象の基礎 回路素子の性質を説明できる
11週 第五章　過渡現象の基礎 R-C、R-L直列回路の過渡現象の解析ができる
12週 第五章　過渡現象の基礎 過渡現象時のエネルギーの移動を解析できる
13週 第五章　過渡現象の基礎 複エネルギー直列回路の過渡現象を説明できる
14週 第五章　過渡現象の基礎 演習解答が作成できる
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
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総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 30 0 0 ０ 10 0 40
専門的能力 30 0 0 0 10 0 40
分野横断的能力 10 0 0 0 10 0 20
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気情報工学実験
科目基礎情報
科目番号 0230 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材
担当教員 山脇 正雄,江口 正徳
到達目標
1. 回路網定理，過度現象，電力の基本を習得すること
2. ダイオード，トランジスタの電子素子の基本を習得すること
3. 論理回路・マイコンの基本を習得すること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
回路網定理，過度現象，電力を適
切に
扱うことができる

回路網定理，過度現象，電力を扱
うことができる

回路網定理，過度現象，電力を扱
うことができない

評価項目2 ダイオード，トランジスタの電子
素子を適切に扱うことができる

ダイオード，トランジスタの電子
素子を扱うことができる

ダイオード，トランジスタの電子
素子を扱うことができない

評価項目3 論理回路・マイコンを適切に扱う
ことができる

論理回路・マイコンを扱うことが
できる

論理回路・マイコンを扱うことが
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
電気情報工学の基礎的な法則・理論について電気計測実験を行ったり，電子回路の基礎となる素子について使用方法を
学ぶなど，実験を通じて技術者の素養を身に着けることを目的とする。本実験は学力の向上に必要で，就職および進学
の両方に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 実験は４～５人を１班とする班単位で行い，各実験で得たデータを処理したレポートを提出する。

注意点 テキスト，実験ノート，電卓，定規類，グラフ用紙，レポート用紙を持参すること。当日行うテーマを確認し，実験書
を予習し手順を予め理解しておくこと。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 前期実験説明 実験方法，レポートの書き方
2週 共振回路の測定 直列並列共振回路の特性を理解する
3週 インダクタンス・静電容量の測定 インダクタンスおよび静電容量の測定する
4週 単相電力の測定 単相回路における負荷を変化し，電力を測定する
5週 ＣＲ回路の過渡現象 コンデンサの充放電に生ずる過渡現象を観測する
6週 試験直前演習
7週 中間試験
8週 回路網定理に関する研究 各種回路網の定理と実験が一致することを確かめる
9週 ダイオードの諸特性試験 各種ダイオードの特性を理解する
10週 トランジスタの基礎実験 トランジスタの特性試験を行う
11週 マイコン実習 マイコン実習をする
12週 ウェブ管理実習 ウェブページを管理・更新する
13週 論理回路実習：入出力編 デジタル論理回路の基本的な入出力回路を理解する
14週 試験直前演習
15週 電気情報工学実験基礎演習
16週

後期

1週 後期実験説明 実験方法
2週 変圧器の特性実験 変圧器の特性を理解する
3週 直流モータの特性実験 直流モータの特性を理解する
4週 直流モータのデューティファクタ制御 デューティファクタ制御を理解する
5週 発光ダイオード・フォトトランジスタ実験 光デバイスについて理解する
6週 フォトダイオードと放射線実験 放射線測定の基礎を理解する
7週 試験直前演習
8週 中間試験
9週 ＯＰアンプ実験 ＯＰアンプの使い方を理解する
10週 ＭＯＳＦＥＴ ＣＭＯＳ論理回路の基礎を理解する
11週 マイコン実習 マイコン実習を行う
12週 論理回路実習：組み合わせ回路編 組み合わせ論理回路を理解する
13週 論理回路実習：順序回路編 順序回路を理解する
14週 試験直前演習
15週 電気情報工学実験基礎演習
16週

評価割合
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試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 0 0 0 30 60 10 100
基礎的能力 0 0 0 30 30 10 70
専門的能力 0 0 0 0 30 0 30
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気磁気学
科目基礎情報
科目番号 0231 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 山村泰道，北川 盈雄「電磁気学演習新訂版」（サイエンス社）
担当教員 田中 誠
到達目標
1. 電界，電位の計算ができる。
2. 静電容量の計算ができる。
3. 誘電体中の電界などの計算ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1 電界，電位の計算が適切にできる 電界，電位の計算ができる 電界，電位の計算ができない
評価項目2 静電容量の計算が適切にできる 静電容量の計算ができる 静電容量の計算ができない

評価項目3
誘電体中の電界などの計算が適切
に
できる

誘電体中の電界などの計算ができ
る

誘電体中の電界などの計算ができ
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 マクスウェルの方程式を理解する過程として，静電界について電界，電位などの基本法則を理解することを目的とする

。本授業は学力の向上に必要で，就職および進学の両方に関連する。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし、適宜課題を課す。

注意点 理解できない点や質問等があれば適宜質問し、教科書の演習問題を解くこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 遠隔作用と近接作用 遠隔作用と近接作用の違いが理解できる
2週 クーロンの法則から電界へ クーロンの法則から電界への考え方が理解できる
3週 ガウスの法則 ガウスの法則が成り立つことを理解できる
4週 ガウスの法則 ガウスの法則を用いた電界計算ができる
5週 演習 演習
6週 演習 演習
7週 中間試験
8週 ガウスの法則微分系 ガウスの法則の微分系が理解できる
9週 線積分とストークスの定理 線積分とストークスの定理がわかる
10週 静電ポテンシャル 静電ポテンシャルが理解できる
11週 静電ポテンシャル 静電ポテンシャルの成り立つ条件がわかる
12週 演習 演習
13週 演習 演習
14週 演習 演習
15週 答案返却・解答説明
16週

後期

1週 導体の電荷分布と電界 導体の電荷分布と電界が理解できる
2週 静電容量 静電容量が理解できる
3週 静電容量の計算 静電容量の計算ができる
4週 演習 演習
5週 演習 演習
6週 静電容量に蓄えられるエネルギー 静電容量に蓄えられるエネルギーが理解できる
7週 演習 演習
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 誘電体と誘電の分極 誘電体と誘電の分極が理解できる
11週 誘電体中の電界 誘電体中の電界が理解できる
12週 誘電体中の電界 誘電体中の電界が計算できる
13週 誘電体中に蓄えられるエネルギー 誘電体中に蓄えられるエネルギーが理解できる
14週 誘電体中に蓄えられるエネルギー 誘電体中に蓄えられるエネルギーが計算できる
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
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基礎的能力 40 0 0 0 10 0 50
専門的能力 40 0 0 0 10 0 50
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用物理
科目基礎情報
科目番号 0232 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 総合物理Ⅰ 力と運動・熱・総合物理Ⅱ 波・電気と磁気 （数研出版），センサー総合物理（啓林館），力学（森北出版
）

担当教員 笠井 聖二
到達目標
1.全ての学習項目について，知識を身につけ関連する計算ができるようになる．
2.全ての学習項目について，現象及びそれを表す式を理解して，説明ができるようになる．
3.全ての学習項目について，物理に関する知識・理解を，他の場面で使えるようになる．
4.物理の基本的・汎用的内容についての知識・理解を，他の場面で使えるようにする．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

学習単元の知識計算
全ての学習項目について，知識を
身につけ関連する計算が適切にで
きる

全ての学習項目について，知識を
身につけ関連する計算ができる

一部または全ての学習項目につい
て，知識を身につけ関連する計算
ができない

学習単元の理解
全ての学習項目について，より広
く・深く現象・式を理解して、よ
りよく説明ができるようになる。

全ての学習項目について，現象・
式を理解して、説明ができるよう
になる。

一部または全ての学習項目につい
て、現象・式を理解して、説明が
できない

学習単元の利用
全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他のより広
い場面で使うことができる。

全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他の場面で
使うことができる。

一部または全ての学習項目につい
て、物理に関する知識・理解を、
他の場面で使うことができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 物理現象とそれに関する概念や法則について，「知り」，「理解し」，「活用できる」ようになることを目的とする

．１・２年で学んだ内容も含め，基礎的・汎用的な物理分野についての学習の集大成とする授業である．
授業の進め方と授業内
容・方法

学生の主体的な「学び合い」を基本として授業を進める。授業までに内容の事前学習を前提とする。授業時間では、事
前に学習した内容の確認や課題等を学生達でおこなう。授業の最後に、学習内容の確認テストを実施する。

注意点
単位の認定は、授業への参加し・課題・宿題を全て提出・内容がすべて良好であることが、大前提です。授業での「学
び合い」がしっかりとできるように、自宅学習をして下さい。必要な既学習内容を理解していない場合には、補習等を
おこなう場合があります。「問題を解ける」とは、単に公式を覚え計算できることということではなく、学習した考え
方や概念を使い、問題を正しく理解し、その結果として解答できるということです。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス
2週 電気（電流とオームの法則）
3週 電気（直流回路）
4週 電気（その他の回路と素子）
5週 電流と磁場（電流の作る磁場）
6週 電流と磁場（磁場から電流が受ける力）
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 電流と磁場（ローレンツ力）
10週 電磁誘導（電磁誘導の法則）
11週 電磁誘導（電磁誘導に関する現象）
12週 熱（温度と熱）
13週 熱（気体と熱）
14週 熱（気体分子運動）
15週 答案返却・解答説明
16週

後期

1週 熱（気体の状態変化と熱力学の第一法則）
2週 熱（モル比熱と熱機関）
3週 質点の力学（力と運動） 微積を用いた運動の記述
4週 質点の力学（平面の運動）
5週 質点の力学（空気抵抗と運動方程式）
6週 質点の力学（仕事・エネルギー・運動量など）
7週 束縛運動
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 剛体の力学（力のモーメントと科角運動量）
11週 剛体の力学（重心と慣性モーメント）
12週 剛体の力学（回転の運動）
13週 総合的内容 複合的な現象や問題
14週 総合的内容 複合的な現象や問題
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15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
定期試験 定期試験以外 合計

総合評価割合 70 30 100
前期中間 14 0 14
前期期末 21 0 21
後期中間 14 0 14
学年末 21 0 21
課題・小テストなど 0 30 30
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 情報処理Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 0233 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 浜辺隆二「第3版論理回路入門」（森北出版）,柴田望洋,辻亮介「新・明解C言語によるアルゴリズムとデータ構造」
（ソフトバンクパブリッシング）

担当教員 井上 浩孝
到達目標
1.ブール代数,カルノー図の基本演算ができる。
2.データ構造とアルゴリズムについて理解しプログラムを書くことができる。
3.探索・再帰について理解しプログラムを書くことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 ブール代数,カルノー図の基本演算
が適切にできる。

ブール代数,カルノー図の基本演算
ができる。

ブール代数,カルノー図の基本演算
ができない

評価項目2
データ構造とアルゴリズムについ
て理解しプログラムを書くことが
適切にできる。

データ構造とアルゴリズムについ
て理解しプログラムを書くことが
できる。

データ構造とアルゴリズムについ
て理解しプログラムを書くことが
できない。

評価項目3 探索・再帰について理解しプログ
ラムを書くことが適切にきる。

探索・再帰について理解しプログ
ラムを書くことができる。

探索・再帰について理解しプログ
ラムを書くことができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　前半はディジタル計算機の原理やハードウェアの構造を理解するために，論理回路，順序回路について学習する。後
半は第２学年で学んだC言語を応用するために，一般的に良く知られている基本的なアルゴリズムを紹介しながら，効率
の良いアルゴリズムの設計の基本的な考え方と技法について学ぶ。本授業は就職および進学の両方，資格取得に関連す
る。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや演習を実施し，課題を課す。

注意点
　理解のできない点や質問事項があれば，適宜担当教員に質問し，講義内容を完全に理解すること。本科目は，基本情
報処理技術者試験，ソフトウェア開発技術者試験を受験する者には非常に重要な内容となっているので，情報通信コー
スの学生には是非とも受講して頂きたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 論理回路の基礎 論理回路の基礎
2週 ブール代数 加法標準型・乗法標準型について理解する。
3週 カルノー図 カルノー図について理解する。
4週 論理回路の簡単化 演算回路について理解する。
5週 エンコーダ，デコーダ，マルチプレクサ 演算回路について理解する。
6週 演算回路 演算回路について理解する。
7週 中間試験
8週 解答解説，順序回路とフリップフロップ 各種フリップフロップについて理解する。
9週 特性表と励起表 各種フリップフロップについて理解する。
10週 フリップフロップの相互変換 各種フリップフロップについて理解する。
11週 同期式フリップフロップ 各種フリップフロップについて理解する。
12週 各種カウンタ カウンタについて理解する。
13週 シフトレジスタ シフトレジスタの設計法について理解する。
14週 順序回路の設計 シフトレジスタの設計法について理解する。
15週 答案返却・解答説明
16週

後期

1週 プログラミングとアルゴリズム プログラミングとアルゴリズムについて理解する。
2週 プログラミングとアルゴリズム プログラミングとアルゴリズムについて理解する。
3週 プログラミングとアルゴリズム プログラミングとアルゴリズムについて理解する。
4週 データ構造 データ構造について理解する。
5週 データ構造 データ構造について理解する。
6週 データ構造 データ構造について理解する。
7週 線形探索 線形探索について理解する。
8週 中間試験
9週 解答解説,二分探索 二分探索について理解する。
10週 二分探索 二分探索について理解する。
11週 スタック スタックについて理解する。
12週 キュー キューについて理解する。
13週 再帰 再帰アルゴリズムについて理解する。
14週 再帰 再帰アルゴリズムについて理解する。
15週 答案返却・解答説明
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16週
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 20 0 0 0 10 0 30
専門的能力 50 0 0 0 20 0 70
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 92-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気数学
科目基礎情報
科目番号 0234 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 新応用数学　大日本図書
担当教員 板東 能生
到達目標
1. スカラー場とベクトル場の区別ができる
2. スカラー場の勾配・発散・回転が計算できる
3. ベクトル場の勾配・発散・回転が計算できる
4. 線積分の計算ができる
5. 面積分の計算ができる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 ベクトル関数が適切に理解でき適
切に計算できる

ベクトル関数が理解でき計算でき
る

ベクトル関数が理解でず計算でき
ない

評価項目2 スカラー場とベクトル場の発散・
回転が適切に計算できる

スカラー場とベクトル場の発散・
回転が計算できる

スカラー場とベクトル場の発散・
回転が計算できない

評価項目3 線積分・面積分の計算が適切にで
きる 線積分・面積分の計算ができる 線積分・面積分の計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 電気工学は工学分野の中でもとりわけ数学を利用することが多い。本科目では，ベクトル解析の基礎的知識を身につけ

る。
授業の進め方と授業内
容・方法 教科書内容に沿って講義、例題･演習の解説を行う

注意点 教科書を納得するまで繰り返し読み、教科書の例題や演習問題を必ず解く。繰り返し解くことが重要。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 空間のベクトル 空間ベクトルを用い、曲線、曲面、勾配、発散、回転をす
る.線積分、面積分の計算. 空間ベクトルの基本定理

2週 外積 空間ベクトルを用い、曲線、曲面、勾配、発散、回転をす
る.線積分、面積分の計算. 空間ベクトルの基本定理

3週 ベクトル関数 空間ベクトルを用い、曲線、曲面、勾配、発散、回転をす
る.線積分、面積分の計算. 空間ベクトルの基本定理

4週 曲線 空間ベクトルを用い、曲線、曲面、勾配、発散、回転をす
る.線積分、面積分の計算. 空間ベクトルの基本定理

5週 曲面 空間ベクトルを用い、曲線、曲面、勾配、発散、回転をす
る.線積分、面積分の計算. 空間ベクトルの基本定理

6週 勾配 空間ベクトルを用い、曲線、曲面、勾配、発散、回転をす
る.線積分、面積分の計算. 空間ベクトルの基本定理

7週 中間試験

8週 発散 空間ベクトルを用い、曲線、曲面、勾配、発散、回転をす
る.線積分、面積分の計算. 空間ベクトルの基本定理

9週 回転とラプラシアン 空間ベクトルを用い、曲線、曲面、勾配、発散、回転をす
る.線積分、面積分の計算. 空間ベクトルの基本定理

10週 線積分 空間ベクトルを用い、曲線、曲面、勾配、発散、回転をす
る.線積分、面積分の計算. 空間ベクトルの基本定理

11週 グリーンの定理 空間ベクトルを用い、曲線、曲面、勾配、発散、回転をす
る.線積分、面積分の計算. 空間ベクトルの基本定理

12週 面積分 空間ベクトルを用い、曲線、曲面、勾配、発散、回転をす
る.線積分、面積分の計算. 空間ベクトルの基本定理

13週 発散定理 空間ベクトルを用い、曲線、曲面、勾配、発散、回転をす
る.線積分、面積分の計算. 空間ベクトルの基本定理

14週 ストークスの定理 空間ベクトルを用い、曲線、曲面、勾配、発散、回転をす
る.線積分、面積分の計算. 空間ベクトルの基本定理

15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 演習 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 20 0 0 0 0 100
基礎的能力 80 20 0 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 93-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気･電子計測
科目基礎情報
科目番号 0235 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 岩崎 俊 著、「電磁気計測」、電子情報通信学会
担当教員 板東 能生
到達目標
1.インピーダンスの測定法を理解する。
2.電気信号の波形観測法と周波数測定法について理解する。
3.磁界測定と磁化測定について理解する。
4.電磁波の測定について理解する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 インピーダンスの測定法を適切に
理解できる。

インピーダンスの測定法を理解で
きる。

インピーダンスの測定法を理解で
きない。

評価項目2 電気信号の波形観測法と周波数測
定法について適切に理解できる。

電気信号の波形観測法と周波数測
定法について理解できる。

電気信号の波形観測法と周波数測
定法について理解できない。

評価項目3 磁界測定と磁化測定，電磁波の測
定について適切に理解できる

磁界測定と磁化測定，電磁波の測
定について理解できる

磁界測定と磁化測定，電磁波の測
定について理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
目に見えない電気を扱う上で、電気計測は基礎となるものである。正確な測定をおこなうためには、計測に関係する知
識を身につけておく必要がある。本講義では基本である電気量並びに磁気量測定に関する各種計器の動作を説明し、測
定上の注意事項について学ぶ。

授業の進め方と授業内
容・方法

テキストにしたがって講義を行いながら、適宜実験書やデータシートを参照して実験技術へのフィードバックを目指す
。

注意点
正確な計測ができて初めて自然現象を有益に利用することができるようになる。電気・電子計測も含め、関連する事柄
についてさらに詳しく知りたい場合は、随時相談すること。本講義で学んだ知識を実験実習の中で生かし、測定器を十
分に使いこなして欲しい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 インピーダンスの測定 インピーダンスの測定
2週 インピーダンスの測定 インピーダンスの測定
3週 インピーダンスの測定 インピーダンスの測定
4週 インピーダンスの測定 インピーダンスの測定
5週 波形計測 オシロスコープ
6週 周波数の測定 周波数カウンタ
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 磁気測定 引き抜き法とホール素子
10週 磁気測定 磁化測定
11週 電磁界測定 電磁界
12週 電磁界測定 アンテナ
13週 光測定 光出力・波長・周波数とスペクトル
14週 光測定 光出力・波長・周波数とスペクトル
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 40 0 0 0 10 0 50
専門的能力 40 0 0 0 10 0 50
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気電子材料
科目基礎情報
科目番号 0236 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 現代電気電子材料　山本秀和、小田昭紀　コロナ社
担当教員 板東 能生
到達目標
1.材料の成り立ちと原子の結合について簡単に理解する。
2.バンド理論について簡単に説明できる。
3.電子状態と結晶構造について理解する。
4.金属の導電機構をキャリア、バンド構造から理解する。
5.半導体の導電機構をキャリア、バンド構造から理解する。
6.半導体の分類とキャリアの性質に付いて理解する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 材料の成り立ちと原子の結合につ
いて適切に理解できる

材料の成り立ちと原子の結合につ
いて理解できる

材料の成り立ちと原子の結合につ
いて理解できない

評価項目2 金属の導電機構をキャリア、バン
ド構造から適切に理解できる

金属の導電機構をキャリア、バン
ド構造から理解できる

金属の導電機構をキャリア、バン
ド構造から理解できない

評価項目3 .半導体の導電機構をキャリア、バ
ンド構造から適切に理解できる

.半導体の導電機構をキャリア、バ
ンド構造から理解できる

.半導体の導電機構をキャリア、バ
ンド構造から理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 電気電子工学、電子物性、情報通信工学等の分野を学ぶためにはいろいろな材料の基本的性質を学習する必要がある。

電気電子工学材料について、マクロ的な立場、及びミクロ的な立場から学習していく。　　　
授業の進め方と授業内
容・方法 ナノサイエンスの最先端分野等で発展しているトピックスを講義に取り入れ、教科書の内容を補充していく。

注意点 21世紀の産業の一つにナノサイエンスに基礎を置く分野が注目されている。電気電子材料に対する期待は大きい。科学
技術立国日本はこれまで製造業に支えられてきた。製造業では素材の性質を十分に把握することが大切である。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 電気・電子材料の学び方 技術の進歩と電気・電子材料について知る。
2週 電気・電子材料と関連科目 地球環境や省資源を考えた材料開について知る。

3週 電気・電子材料の基礎 物質を構成する原子,粒子の集合と特性、帯理論について知
る。

4週 電気・電子材料の基礎 物質を構成する原子,粒子の集合と特性、帯理論について理
解する。

5週 電気・電子材料の基礎 物質を構成する原子,粒子の集合と特性、帯理論について理
解する。

6週 導電材料とその性質 導電材料とはどのようなものだろう,どのような材料がよく
電流を流すか,超伝導材料について理解する。

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 導電材料とその性質 導電材料とはどのようなものだろう,どのような材料がよく
電流を流すか,超伝導材料について理解する。

10週 導電材料とその性質 導電材料とはどのようなものだろう,どのような材料がよく
電流を流すか,超伝導材料について理解する。

11週 半導体材料の性質の機能 半導体とはどのようなものか,電気伝導を考える,整流作用,
トランジスタについて理解する。

12週 アモルファス半導体 半導体とはどのようなものか,電気伝導を考える,整流作用,
トランジスタについて理解する。

13週 半導体材料の性質の機能 半導体とはどのようなものか,電気伝導を考える,整流作用,
トランジスタについて理解する。

14週 半導体材料の性質の機能 半導体とはどのようなものか,電気伝導を考える,整流作用,
トランジスタについて理解する。

15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 0 30 100
基礎的能力 40 0 0 0 0 10 50
専門的能力 30 0 0 0 0 20 50
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 日本語表現法
科目基礎情報
科目番号 0267 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 『テスト式国語常識の総演習』（京都書房）、『基礎からの国語表現の実践』（京都書房）
担当教員 萬田 慶太
到達目標
1．漢字・仮名遣いなどが正しく使えること。
2．さまぎまな文章を推敲できる知識と能力を身につけること
3．文章の組み立て、すなわち構成能力を身につける。
4．実用的な文章を正しく書けるようにすること。
5．文章の展開や、スピーチのこつを身につけること。
6．社会人として必要な文章などの表現力がルールに従って書けるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
さまぎまな文章を推敲できる知識
と能力を身につけることが適切に
できる

さまぎまな文章を推敲できる知識
と能力を身につけることができる

さまぎまな文章を推敲できる知識
と能力を身につけることができな
い

評価項目2 実用的な文章を正しく書くことが
適切にできる

実用的な文章を正しく書くことが
できる

実用的な文章を正しく書くことが
できない

評価項目3
社会人として必要な文章などの表
現力がルールに従って書くことが
適切にできる

社会人として必要な文章などの表
現力がルールに従って書くことが
できる

社会人として必要な文章などの表
現力がルールに従って書くことが
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
日本語を読む、書く、聞く、話すという四つの能力を身につけることは、人間力の形成のために必要である。それらの
基礎能力、とりわけ語彙能力と文章表現能力の向上を目指すことを目的とする。高専4年時や大学1年時の学生には、基
本的なレポートのような論理的文章を書く能力の育成が必要である。今後社会に出てゆくにあたって、日本語能力にお
ける基本を完成させる。語彙力や論理的文章の書き方に力を入れる。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義・問題演習を基本とする。適宜課題提出も課す。
また、授業内においてグループディスカッションも適宜織り込むこととする。

注意点 積極的な授業参加、普段の課題内容を重視する。授業で進める範囲の半分は宿題とし、 毎週テキストを回収して評価す
る

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス、「国語常識の総演習」第１、2回
1．「国語常識の総演習」の演習
漢字を読む力、書く力、語彙力、文章表現・韻文・文学史
、文法
といった、国語表現に必要な基礎学力を体得する。

2週 「国語常識の総演習」第3,4回
3週 「国語常識の総演習」第5,6回
4週 「国語常識の総演習」第7,8回
5週 「国語常識の総演習」第9,10回
6週 「国語常識の総演習」第11,12回
7週 中間試験
8週 答案返却、解答解説

9週 『基礎からの国語表現の実践』基礎編
2.『基礎からの国語表現の実践』の演習　悪文の推敲や論
理的な文章を書く能力、敬語や社会的な場面で必要になる
書類の書き方を体得する。

10週 『基礎からの国語表現の実践』基礎編
11週 『基礎からの国語表現の実践』応用編
12週 『基礎からの国語表現の実践』応用編
13週 『基礎からの国語表現の実践』実践編
14週 『基礎からの国語表現の実践』実践編

15週 期末試験
16週 答案返却、解答解説、手紙の書き方

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 法学
科目基礎情報
科目番号 0268 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 木原 滋哉
到達目標
１．契約の原則を理解するとともに、悪徳商法、賃貸借契約などについて理解する
２．過失責任の原則を理解するとともに、製造物責任、交通事故の責任などについて理解する
３．家族の法律について理解する
４．仕事の法律について理解する、
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
契約自由の原則、悪徳商法、賃貸
借契約などについて詳細に理解で
きる

契約自由の原則、悪徳商法、賃貸
借契約などについて理解できる

契約自由の原則、悪徳商法、賃貸
借契約などについて理解できない

評価項目2
過失責任の原則、製造物責任、交
通事故の法律などについて詳細に
理解できる

過失責任の原則、製造物責任、交
通事故の法律などについて理解で
きる

過失責任の原則、製造物責任、交
通事故の法律などについて理解で
きない

評価項目3 家族の法律、仕事の法律などにつ
いて詳細に理解できる

家族の法律、仕事の法律などにつ
いて理解できる

家族の法律、仕事の法律などにつ
いて理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 家族、契約、損害賠償など日常生活に関連の深い法律を学びながら、法律に関する基礎的知識や常識を実につける
授業の進め方と授業内
容・方法 具体的な事例を中心として、講義を通じて法学の基礎を学ぶ

注意点 私たちの生活は、法律を抜きにしては考えられない。法律を知らないばかりに、大きなミスを犯すこともある。社会人
としても技術者としても必要な知識なので、しっかり学んでほしい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 契約自由の原則
未成年者の契約

契約自由の元素について理解するとともに、その例外とし
て未成年者の場合などを理解する

2週 訪問販売、通信販売とクーリングオフ制度
ネズミ講とマルチ商法 クーリングオフ制度について詳しく理解する

3週 悪徳商法
消費者契約法

悪徳商法の事例について理解するとともに、消費者契約法
を理解する

4週 クレジットカード（１）
クレジットカード（２）

クレジットカードの仕組みについて理解するとともに、自
己破産などいくつかの債務処理方法について理解する

5週 賃貸借契約（１）
賃貸借契約（２） アパートを借りるときの効率問題について理解する

6週 過失責任の原則
製造物責任 過失責任の原則と声望物責任について理解する

7週 中間試験

8週 交通事故の民事責任
交通事故の刑事責任 交通事故に関する法律について理解する

9週 家族の法律（１）結婚
家族の法律（２）離婚・親子関係 結婚・離婚・親子関係の法律について理解する

10週 家族の法律（３）法定相続
家族の法律（４）遺言相続 相続に関する法律を理解する

11週 仕事の法律（１）
仕事の法律（２）

アルバイトと労働基準法、労働組合と不法労働行為などを
理解する

12週 刑法（１）
刑法（２） 犯罪に関する法律の基礎を理解する

13週 インターネットの法律 インターネット上の法律問題について理解する
14週 法律の常識 実印や押印方法のいくつかについて理解する
15週 期末試験
16週 答案返却、解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 100 0 0 0 0 0 100
基礎的能力 100 0 0 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 保健･体育
科目基礎情報
科目番号 0269 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 実技 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 佐賀野 健
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．テニスの基礎技能をゲームで生かすことができる。
3．テニスのゲームを企画・運営ができる。
4．バドミントンの基礎技能をゲームで生かすことができる。
5．バドミントン（ダブルス）の集団的技能をゲームで生かすことができる
6．バドミントンのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 テニスの技能をゲームで生かすこ
とが適切にできる

テニスの技能をゲームで生かすこ
とができる

テニスの技能をゲームで生かすこ
とができない

評価項目3 バドミントンの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

バドミントンの技能をゲームで生
かすことができる

バドミントンの技能をゲームで生
かすことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要

新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ，運動能力を高
める自己診断資料とする。基本的な個人技能を高めるとともに，ダブルスゲームにおいてはパートナーの特徴を生かし
た連携パターンを工夫し，相手の動きや打球の特徴に対応して作戦を考える能力を養う。また，生涯にわたってスポー
ツを親しむという観点からテニス，バドミントンの特性や，効果的な練習方法，ゲームの企画・運営方法．審判法など
理解させる。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション・新体カテスト
1．新体カテスト
新体カテストの説明
各種目の測定
得点集計自己評価

2週 新体カテスト

3週 集団行動・体育祭または球技大会の種目 2．体育祭または球技大会種目
体育祭または球技大会種目の練習

4週 テニス

3．テニス
ルール・審判方法ゲーム方法の説明，班編成
基礎技能（グランド・ストローク．ボレー．スマッシュ
．ロビング，サービス．サーブレシーブ）の修得
ダブルス・ゲーム

5週 テニス
6週 テニス
7週 テニス
8週 テニス
9週 テニス
10週 テニス
11週 テニス
12週 テニス
13週 テニス
14週 テニス

15週 テニス・スキルテスト 4．持久走
長距離走の練習

16週 テニス・スキルテスト
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワーク
科目基礎情報
科目番号 0270 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント等
担当教員 林 和彦
到達目標
1. 1年生においては、高専で学ぶ専門科目の概要を把握し、確固とした目標を持ち、技術者像を明確にイメージする。
2. コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について、2年生においては認識し、3年生におい
ては理解し、4,5年生においては活用することができる．
3. 主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力に
ついて、2年生においてはその必要性を認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては必要に応じて発揮できる．
4. 創成能力やエンジニアリングデザイン能力を2年生においては認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては活用することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない

評価項目2

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用が適切にできる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができない

評価項目3
創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用が適切にでき
る

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができる

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点
在学期間中に同じテーマは最長で2年間まで選択できますが、可能な限り多くのテーマに取り組む方が学習効果が上がり
ます。また、テーマによっては1回だけ選択できるテーマもありますので、担当教員に確認して下さい。テーマ内容につ
いては、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。（※）テーマによっては、中間試験および期末試
験および学年末試験を行う．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

2週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

3週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

4週 チーム編成，個別ガイダンス 各テーマごとに分かれて，課題設定と課題解決プロセスを
理解する。

5週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

6週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表
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14週 レポート作成と活動内容の振り返り レポート作成：発表会後，活動成果としてレポートを作成
する．

15週 期末試験（※）

16週 レポート提出と後期の活動のための計画立案
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

後期

1週 活動内容の目標の確認
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

2週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

3週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

4週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

5週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

6週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

7週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

8週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表

14週 振り返りとレポート作成 レポート作成：後期は1年間の活動内容を総括してレポート
を作成する．

15週 学年末試験（※）
16週 レポート提出

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 20 30 0 50
分野横断的能力 0 0 0 20 30 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 上級コミュニケーション英語
Ａ

科目基礎情報
科目番号 0271 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 ヒロ前田『TOEICテスト究極の模試600問』（アルク），TOEIC L & R TEST 出る単特急 金のフレーズ（朝日新聞出版
）

担当教員 冨村 憲貴
到達目標
1. リスニング演習によって，テキストで扱われるリスニング問題に対応できるようになること
2. リーディング演習によって，テキストで扱われるリーディング問題に対応できるようになること
3. 学習するTOEIC必須語彙を覚え，使えるようになること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 テキストで扱われるリスニング問
題に適切に対応できる

テキストで扱われるリスニング問
題に対応できる

テキストで扱われるリスニング問
題に対応できない

評価項目2 テキストで扱われるリーディング
問題に適切に対応できる

テキストで扱われるリーディング
問題に対応できる

テキストで扱われるリーディング
問題に対応できない

評価項目3 学習するTOEIC必須語彙を覚え
，適切に使うことができる

学習するTOEIC必須語彙を覚え
，使うことができる

学習するTOEIC必須語彙を覚え
，使うことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
実践的なTOEIC問題演習を通して，TOEICテストへの対応力を高めることを目的とする。また，ALC NetAcademyを活
用することによりリスニング・リーディング力の強化を目指す。本授業は就職と進学に関連し，コミュニケーション力
を高めることができる。　

授業の進め方と授業内
容・方法

演習を基本とする。
この科目は学修単位科目のため，e-ラーニングの課題を出し，学習状況をシステム上で確認する。さらに，授業内容の
自学自習状況をほぼ毎回の小テストで確認する。これらの結果をポートフォリオ（成績の30%）として評価する。

注意点

授業にはテキスト・辞書を必ず持参すること。TOEICテストのスコアアップには基礎の定着が不可欠です。授業外での
トレーニングも怠らないように。授業では集中して演習に取り組み，質問等を積極的に行うよう期待する。

【カリキュラムの中での位置づけ】
1～3学年の英語関連科目で学んだ文法事項を定着させ，語彙力を高めて英語力を伸ばすための科目。
【先行して理解する必要のある科目】
コミュニケーション英語I，II，英語表現I，II
【同時に学ぶ科目】
英語（選択科目）
【ＥＳＤとの関連 （教育目標）】
（ESD1）テキストの演習を通して，英語でのリスニング・リーディング能力を高めることで，他文化の考え方や価値観
を理解する素養を身につける。
【評価方法と基準】
JABEE合格基準：60%以上
中間試験35%+期末試験35%+小テスト15%+課題15%=100%(100点) またはTOEICスコアによる評価（詳細資料は
授業で配布）
60％以上を合格とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概要説明

2週 TOEIC問題演習1 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

3週 TOEIC問題演習2 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

4週 TOEIC問題演習3 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

5週 TOEIC問題演習4 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

6週 TOEIC問題演習5 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 TOEIC問題演習6 模擬試験2 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

10週 TOEIC問題演習7 模擬試験2 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

11週 TOEIC問題演習8 模擬試験2 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

12週 TOEIC問題演習9 模擬試験2 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

13週 TOEIC問題演習10 模擬試験2 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

14週 TOEIC問題演習11 模擬試験2 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得
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15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 上級コミュニケーション英語
Ｂ

科目基礎情報
科目番号 0272 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 ヒロ前田『TOEICテスト究極の模試600問』（アルク），TOEIC L & R TEST 出る単特急 金のフレーズ（朝日新聞出版
）

担当教員 冨村 憲貴
到達目標
1. リスニング演習によって，テキストで扱われるリスニング問題に対応できるようになること
2. リーディング演習によって，テキストで扱われるリーディング問題に対応できるようになること
3. 学習するTOEIC必須語彙を覚え，使えるようになること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 テキストで扱われるリスニング問
題に適切に対応できる

テキストで扱われるリスニング問
題に対応できる

テキストで扱われるリスニング問
題に対応できない

評価項目2 テキストで扱われるリーディング
問題に適切に対応できる

テキストで扱われるリーディング
問題に対応できる

テキストで扱われるリーディング
問題に対応できない

評価項目3 学習するTOEIC必須語彙を覚え
，適切に使うことができる

学習するTOEIC必須語彙を覚え
，使うことができる

学習するTOEIC必須語彙を覚え
，使うことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
実践的なTOEIC問題演習を通して，TOEICテストへの対応力を高めることを目的とする。また，ALC NetAcademyを活
用することによりリスニング・リーディング力の強化を目指す。本授業は就職と進学に関連し，コミュニケーション力
を高めることができる。　

授業の進め方と授業内
容・方法

演習を基本とする。
この科目は学修単位科目のため，e-ラーニングの課題を出し，学習状況をシステム上で確認する。さらに，授業内容の
自学自習状況をほぼ毎回の小テストで確認する。これらの結果をポートフォリオ（成績の30%）として評価する。

注意点

授業にはテキスト・辞書を必ず持参すること。TOEICテストのスコアアップには基礎の定着が不可欠です。授業外での
トレーニングも怠らないように。授業では集中して演習に取り組み，質問等を積極的に行うよう期待する。

【カリキュラムの中での位置づけ】
1～3学年の英語関連科目で学んだ文法事項を定着させ，語彙力を高めて英語力を伸ばすための科目。
【先行して理解する必要のある科目】
コミュニケーション英語I，II，英語表現I，II
【同時に学ぶ科目】
英語（選択科目）
【ＥＳＤとの関連 （教育目標）】
（ESD1）テキストの演習を通して，英語でのリスニング・リーディング能力を高めることで，他文化の考え方や価値観
を理解する素養を身につける。
【評価方法と基準】
JABEE合格基準：60%以上
中間試験35%+期末試験35%+小テスト15%+課題15%=100%(100点) またはTOEICスコアによる評価（詳細資料は
授業で配布）
60％以上を合格とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 概要説明

2週 TOEIC問題演習1 模擬試験3 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

3週 TOEIC問題演習2 模擬試験3 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

4週 TOEIC問題演習3 模擬試験3 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

5週 TOEIC問題演習4 模擬試験3 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

6週 TOEIC問題演習5 模擬試験3 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 TOEIC問題演習6 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

10週 TOEIC問題演習7 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

11週 TOEIC問題演習8 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

12週 TOEIC問題演習9 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

13週 TOEIC問題演習10 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

14週 TOEIC問題演習11 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得
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15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語
科目基礎情報
科目番号 0273 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 行時　潔『はじめての英会話 Let's Talk It Up!』（松柏社）
担当教員 上杉 裕子
到達目標
１．自分の考えや気持ちを，相手に伝えることができるようになること
２．様々な場面に応じた英語表現を習得し，実際の英会話に応用できるようになること
３．海外の学生と，コンピューターを介した音声通話（スカイプ）による異文化交流、相互に言語を教え合うタンデム教育ができること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の考えや気持ちを，相手に伝
えることが適切にできる

自分の考えや気持ちを，相手に伝
えることができる

自分の考えや気持ちを，相手に伝
えることができない

評価項目2
様々な場面に応じた英語表現を習
得し，実際の英会話に応用できる
ようになること

様々な場面に応じた英語表現を習
得し，実際の英会話ができる

様々な場面に応じた英語表現を習
得し，実際の英会話に応用できな
い

評価項目3
海外の学生と，コンピューターを
介した音声通話（スカイプ）によ
る異文化交流が適切にできる

海外の学生と，コンピューターを
介した音声通話（スカイプ）によ
る異文化交流ができる

海外の学生と，コンピューターを
介した音声通話（スカイプ）によ
る異文化交流ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要

テキストで扱われる内容を通して，英会話の際に役立つ語彙や表現を学習し，海外の学生との会話に応用する。同時に
，英語の聞き取り，会話，作文練習を行い，総合的な英語能力を養う。本授業は進学，就職，資格取得に関連し，コミ
ュニケーション能力を高めることができる。また，海外の姉妹校とスカイプ交流授業を行い，実際に英語を使い、自国
の文化を伝え、国際的な視野を拡げるることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法

オールイングリッシュでＣＬＬ(Community Language Learning)のメソッドを用いた演習を基本とする。

注意点
テキストだけではなく，辞書を必ず持参すること。オールイングリッシュで演習を基本とする授業なので，積極的にで
きるだけ多くの英語を用い、活動すること。また，海外の学生を相手にするスカイプ交流授業も予定されているので
，パートナーに失礼のないよう，常に緊張感を持って授業に臨むこと。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 Introduction, Lesson 1

テキスト
１．Exercise A～Ｃ： ＣＬＬメソッドを用い、リスニング
、スピーキング練習。
　　　　　　　　　　会話文を暗唱できるくらい何度も繰
り返し練習することに
　　　　　　　　　　よって役立つ表現を身につける。発
音やイントネーション
　　　　　　　　　　をトレーニングする。
２．Exercise Ｄ：実際に言いたいことを英語で表現する練
習を行う
３．Exercise Ｅ～Ｇ：英作文演習を行う

海外の学生との交流授業
１．スカイプ使用の準備をする
２．トピックが決められ、事前準備し、教員の指導のもと
会話練習を行う
３．英語と日本語両方で，画像付き音声交流を行う
４．スカイプ交流授業の後、会話内容を振り返り、感想シ
ートに記入する。

ALC NetAcademy 2（自学）
１．「ライティング基礎コース」によるライティング演習

2週 Lesson 1
3週 Lesson 2
4週 Lesson 2
5週 Lesson 3
6週 Lesson 3
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 Lesson 4
10週 Lesson 4
11週 Lesson 5
12週 Lesson 5
13週 Lesson 6
14週 Lesson 6
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明
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後期

1週 Lesson 7
2週 Lesson 7
3週 Lesson 8
4週 Lesson 8
5週 Lesson 9
6週 Lesson 9
7週 Lesson 10
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 Lesson 10
11週 Lesson 11
12週 Lesson 11
13週 Lesson 12
14週 Lesson 12
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 小テスト クラス貢献度 その他 合計

総合評価割合 70 20 10 0 0 0 100
基礎的能力 70 20 10 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ドイツ語
科目基礎情報
科目番号 0274 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 藁谷郁美ほか『プリマ・プルスA1』朝日出版社
担当教員 西谷 明子
到達目標
1. ドイツ語であいさつ、自己紹介ができる。
2. ドイツ語で簡単な日常会話ができる。
3. ドイツ語で簡単な質問をし、答えることができる。
4. 辞書を使って簡単な文を読み、作文することができる。
5. ドイツ語のつづりと発音の法則を理解し、発音したり聞き取ったりできる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 ドイツ語であいさつ，自己紹介が
適切にできる。

ドイツ語であいさつ，自己紹介が
できる。

ドイツ語であいさつ，自己紹介が
できない。

評価項目2 ドイツ語で簡単な日常会話が適切
にできる。

ドイツ語で簡単な日常会話ができ
る。

ドイツ語で簡単な日常会話ができ
ない。

評価項目3 ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることが適切にできる。

ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることができる。

ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることができない。

評価項目4 辞書を使って簡単な文を読み，作
文することが適切にできる。

辞書を使って簡単な文を読み，作
文することができる。 辞書を使うことができない。

評価項目5
ドイツ語のつづりと発音の法則を
適切に理解し、発音したり聞き取
ったりできる。

ドイツ語のつづりと発音の法則を
理解し、発音したり聞き取ったり
できる。

ドイツ語のつづりと発音の法則を
理解していない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 初めてドイツ語を学ぶ学生を対象とする。初級ドイツ語文法と簡単な日常会話を習得する。また，ドイツ語圏の歴史や

文化についても理解を深める。
授業の進め方と授業内
容・方法 教科書及び付属のCD、DVDを用いた講義。ペアワークによる会話練習。

注意点
授業には毎回必ず辞書を持参すること。授業中でも授業後でも，質問があれば受け付ける。ペアワークへの積極的な参
加を求める。課題、提出物はすべて100点満点で採点し、学期末の成績に含める。スマートフォンを用いた小テストを実
施することがあるため、毎回持参すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 導入 自己紹介ができる、ドイツ語圏について知る、アルファベ
ートの読み方がわかる

2週 Lektion 1 つづりと発音の規則がわかる、あいさつと自己紹介ができ
る

3週 Lektion 1 好きなものについて話せる、動詞の人称変化がわかる
4週 Lektion 1 語順、人称代名詞、動詞の人称変化の復習

5週 Lektion 2 友人の紹介ができる、好きなこと、嫌いなことについて話
せる、sein動詞を使えるようになる

6週 Lektion 2 20までの数詞を言える、電話番号を言い、聞き取ることが
できる

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 Lektion 2 学校生活について話せる、1000までの数詞を言える
10週 Lektion 3 動詞habenを使えるようになる、冠詞について理解できる
11週 Lektion 3 定冠詞、不定冠詞の1格と4格を使えるようになる

12週 Lektion 3 インタビューし、答えることができる、名詞の複数形が理
解できる

13週 Lektion 3 身の回りの物や動物について書かれたテキストが理解でき
る

14週 まとめと復習 動詞と冠詞の変化が理解できる、発音の規則が理解できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 復習小テスト 動詞の現在人称変化と冠詞の変化が復習できている

2週 Lektion 4 時刻、日付、曜日を表現できる、時間を表す前置詞を使う
ことができる

3週 Lektion 4 1日のスケジュールについて質問し、答えることができる

4週 Lektion 4 学校生活について読んで理解できる、学校生活について作
文できる

5週 Lektion 5 趣味について話すことができる、不規則動詞の使い方がわ
かる

6週 Lektion 5 分離動詞の使い方がわかる、統計データが理解できる
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7週 Lektion 5 自分のできること、できないことについて話せる、助動詞
の使い方がわかる

8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明

10週 Lektion 6 絵を見て描写することができる、所有冠詞について理解で
きる

11週 Lektion 6 職業について表現できる
12週 Lektion 6 家族をテーマにした文章が理解できる
13週 Lektion 7 ドイツ語を使って買い物をすることができる
14週 Lektion 7 ほしいものについて表現できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 10 0 20 0 100
基礎的能力 70 0 10 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 中国語
科目基礎情報
科目番号 0275 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 楽しくやさしい400語で学ぶ中国語入門　発音中心（CD付き）郭春貴、郭久美子　著
担当教員 徐 蓮
到達目標
１．中国語の発音システムを系統的に身につけさせる
２．中国の地理，社会，文化についてできる範囲理解させる
３．一般的挨拶と自己紹介及び基礎文型を身につけさせる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 中国語の発音システムを系統的に
理解できる。

中国語の発音システムを理解でき
る。

中国語の発音システムを理解でき
ない

評価項目2 中国の地理，社会，文化について
適切に理解できる

中国の地理，社会，文化について
理解できる

中国の地理，社会，文化について
理解できない

評価項目3 一般の挨拶と自己紹介また，少し
の基礎文型を適切に理解できる

一般の挨拶と自己紹介また，少し
の基礎文型を理解できる

一般の挨拶と自己紹介また，少し
の基礎文型を理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 １）中国語の発音の基礎，２）ローマ字による発音表記法，３）基本的な文法項目のうち最も重要なもの，４）基本的

な会話表現等を習得して，中国人とコミュニケーションをとる基礎力を養成する。
授業の進め方と授業内
容・方法

繰り返し発音の復習を行う。常に単語のチェックを行う。単語を覚えた段階で置き換え練習をすることにより語順、基
本文型を身につけさせる。

注意点 試験前にまとめて勉強するのではなく，普段の授業を大切にし，しっかり知識の基盤を築くことを期待する。基本的に
、課題等のフィードバックは授業内で行い、質問は常時受け付けする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス、簡単な日常挨拶紹介 学習の概略説明と中国語及び中国事情についての簡単な説
明をする。日・中異文化について簡単な交流を行う。

2週 発音１ 声調・母音、簡単な日常会話
3週 発音２ 声調・子音、簡単な日常会話
4週 発音３ 音節表、変調、“アル”化、簡単な日常会話
5週 発音４ 発音まとめ、挨拶紹介
6週 復習－発音中心 音節表を中心に繰り返し発音の練習をする。日常会話復習
7週 中間試験
8週 第１課 人称代名詞、“ 是”“不是”、“ … ?”　　
9週 第１課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
10週 第２課 “ ”＋動詞　、“ 姓”“叫”、名詞＋“呢 ?”
11週 第２課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
12週 第３課 指示代名詞　、主語＋“很”＋形容詞、“也”
13週 第３課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
14週 復習 発音～３課までの単語、文法、練習問題
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 第４課 年、日、曜日　、主語＋動詞＋目的語、動詞＋“不”＋動詞?
　、形容詞＋“不”＋形容詞?

2週 第４課 文型復習、練習問題、リスニング、本文

3週 第５課 場所指示代名詞、“ 来／去”＋動詞（＋目的語）、“来／去
”＋場所＋動詞（＋目的語）、“ …吧”　

4週 第５課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
5週 第６課 “ 的”、　年月日　、週、月、本文
6週 第６課＋復習 第６課の練習問題＋リスニング、復習
7週 中間試験
8週 第７課 量詞、“ 有”、“ 都”＋動詞、形容詞
9週 第７課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
10週 第８課 年齢の言い方、“跟…一”、A“比”B ＋形容詞
11週 第８課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
12週 第９課 時間の言い方、名詞／形容詞＋“了”、動詞＋“了”＋“”　
13週 第９課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
14週 復習
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明
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評価割合
試験 課題 授業参加度 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 10 10 10 0 0 100
基礎的能力 70 10 10 10 ０ 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ハングル
科目基礎情報
科目番号 0276 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『基礎から学ぶ韓国語講座初級(改訂版)』木内明著 国書刊行会
担当教員 李 政樹
到達目標
１．韓国語の文字が読める
２．韓国語の文字が書ける
３．簡単なフレーズを身につける
４．動詞，形容詞等の活用がある程度できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 韓国語の文字が読み書きが適切に
できる 韓国語の文字が読み書きできる 韓国語の文字が読み書きできない

評価項目2 動詞，形容詞等の活用ができる 動詞，形容詞等の活用がある程度
できる 動詞，形容詞等の活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 韓国語を初めて習う学習者を対象にする。二年間の学習でハングル能力検定試験５級の合格程度の力をつける
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする

注意点 欠席の場合は後日の授業に多大な支障が生じるため，欠席は絶対しないこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 基礎第1課：韓国語の仕組み ハングルの仕組み，語順を理解する
2週 基礎第2課：基本母音 基本母音の読み書き
3週 基礎第3課：基本子音 子音（平音）の読み書き
4週 基礎第3課：基本子音 子音（激音，濃音）の読み書き
5週 基礎第4課：複合母音 複合母音の読み書き
6週 基礎第5課．パッチム　　　　　　　　　　　   復習 パッチムの読み書き
7週 中間試験

8週 答案返却、解答説明
基礎第7課．あいさつ 既習内容の確認・まとめ

9週 第1課．私は浅井ゆかりです あいさつ・簡単な自己紹介・です/ます体の学習
10週 第2課．出身はソウルですか 出身地を聞く、です/ます体の疑問文
11週 第3課．図書館ではありません です/ます体の否定
12週 第4課．時間がありますか あります/ありません
13週 第5課．ネットカフェでパソコンをします します/しますか
14週 第1課～第5課の復習 既習内容の確認・まとめ
15週 期末試験
16週 答案返却，解答説明

後期

1週 基礎編(第1課～7課)の内容の復習　　　　　第１課・2課
の復習

文字編（子音と母音）の復習 　　　　　　　　基本挨拶　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体言＋です、漢
数詞の学習

2週 第3課～5課の復習　                    　  　　第6課．貿易会
社で働いています もう一つの言い方の学習

3週 第7課．東大門市場に行きます 動詞の学習
4週 第8課．しょっちゅうスーパーで買います もう一つの言い方の用言の学習
5週 第9課．それは1万ウォンです 体言＋です、漢数詞の学習
6週 第10課．今、何時ですか いくつ、固有数詞と時刻の読み方
7週 第6課～第10課の復習 既習内容の確認・まとめ
8週 中間試験
9週 答案返却，解答説明
10週 第11課．日本語を話されますか 敬語
11週 第12課．そんなに遠くありません 用言の否定、～するといい
12週 第13課．いつ韓国に来ましたか 用言の過去形
13週 第14課．民俗村に一緒に行きましょう 勧誘表現、何の～
14週 第11課～第14課の復習 既習内容の確認・まとめ
15週 学年末試験
16週 答案返却，解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
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総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 確率統計　B
科目基礎情報
科目番号 0248 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 新井一道　新　確率統計（大日本図書）
担当教員 森 貞雄
到達目標
1.　確率分布を理解し，それを用いて確率を計算できる。（ポアソン分布，二項分布，正規分布，一様分布など）
2.　有効桁数などを意識した数値計算ができる．
3.  標本から母集団の性質（平均等）を推定できる．

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 確率分布を理解し，それを用いて
確率を適切に計算できる

確率分布を理解し，それを用いて
確率を計算できる

確率分布を理解し，それを用いて
確率を計算できない

評価項目2 有効桁数などを意識した数値計算
が適切にできる

有効桁数などを意識した数値計算
ができる

有効桁数などを意識した数値計算
ができない

評価項目3 標本から母数が適切に推定できる 標本から母数を推定できる． 標本から母数を推定できない．
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要

コンピュータの発達により，データ処理，及び，その基礎となる確率統計はますます身近な学問になってきている．将
来専門の分野で役立てることができるように基礎的な事項を学ぶと共に，自分が理解していることを他の人に説明でき
る能力を身につける．　また，将来，学習を続けるに必要な事柄（解からないことに出会ったらまず自力で考え道を切
り開く努力をする，わからない状態に慣れる，そのうえで相談できる人を見つけ相談する，相談する人がいないときは
もう一度自分で考える等）を身につけることを目的とする．

授業の進め方と授業内
容・方法 この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポートやオンラインテストを実施する．

注意点
内容を頭で理解するだけでなく，計算を間違わない注意深さを養ってほしい．授業で課す演習・レポートは単位取得の
必須要件(=未提出は単位を認めない）である．やむを得ず欠席した授業で課せられた演習レポート等は各自が確認し対
応すること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 正規分布 二項分布
2週 正規分布 ポアソン分布など
3週 正規分布 期待値と分散，標準偏差
4週 正規分布 離散分布と連続分布，確率変数の独立
5週 正規分布 正規分布
6週 正規分布 正規分布
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 推定と検定 母集団と標本
10週 推定と検定 母集団と標本
11週 推定と検定 標本平均，標本分散
12週 推定と検定 母数の点推定
13週 推定と検定 母数の区間推定
14週 推定と検定 検定
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気数学
科目基礎情報
科目番号 0249 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 新応用数学(高遠節夫ほか　大日本図書) 電気系の複素関数入門（吉岡良雄・長瀬智行　弘前大学出版会）
担当教員 平野 旭
到達目標
1. 複素関数の正則性を応用できる。
2. コーシーの積分公式・グルサの定理が説明できる。
3. 留数定理が応用できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 各種定理を使った複素積分が適切
にできる

各種定理を使った複素積分ができ
る

各種定理を使った複素積分ができ
ない

評価項目2 留数の導出と留数定理を使った計
算が適切にできる

留数の導出と留数定理を使った計
算ができる

留数の導出と留数定理を使った計
算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 電気工学は工学分野の中でもとりわけ数学を利用することが多い。本科目では，複素関数論の基礎的知識を身につける

。
授業の進め方と授業内
容・方法 重要箇所の解説後は、グループ学習等により、理解を深める。適宜、レポート課題もしくは発表課題を課す。

注意点 教科書を納得するまで繰り返し読み、教科書の例題や演習問題を必ず解く。繰り返し解くことが重要。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 複素積分の導入 複素積分の必要性について説明できる
2週 原始関数を使った複素積分 原始関数を使った複素積分が計算ができる
3週 コーシーの積分定理 コーシーの積分定理の説明と計算ができる

4週 コーシーの積分定理の応用 コーシーの積分定理の多重連結領域への応用の説明と計算
ができる

5週 コーシーの積分表示 コーシーの積分表示の説明と計算ができる
6週 グルサの定理 グルサの定理の導出と利用ができる
7週 中間試験
8週 数列と級数 複素関数をマクローリン展開できる
9週 テーラー展開 複素関数をテーラー展開できる
10週 ローラン展開 複素関数をローラン展開できる
11週 留数定理 留数の導出と留数定理を使った計算ができる
12週 実数関数の積分への応用 実数関数の積分への応用が計算できる
13週 演習 複素積分を使った応用問題が計算できる
14週 演習 複素積分を使った応用問題が計算できる
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 40 0 0 0 10 0 50
専門的能力 40 0 0 0 10 0 50
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気回路
科目基礎情報
科目番号 0250 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 黒木 太司
到達目標
1.各種四端子回路の表現算出、等価変換、動作伝送量の計算ができる
2.伝送線路、伝送回路の計算や整合回路の設計ができる
3.分布定数回路の反射、伝送量の計算ができる
4.回路の過渡応答が計算できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
各種四端子回路の表現算出、等価
変換、動作伝送量の適切な計算が
できる

各種四端子回路の表現算出、等価
変換、動作伝送量の計算ができる

各種四端子回路の表現算出、等価
変換、動作伝送量の計算ができな
い

評価項目2 分布定数回路の反射、伝送量の適
切な計算ができる

分布定数回路の反射、伝送量の計
算ができる

分布定数回路の反射、伝送量の計
算ができない

評価項目3 回路の過渡応答が適切に計算でき
る 回路の過渡応答が計算できる 回路の過渡応答が計算できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
伝送回路、分布定数回路、各種回路の過渡現象について基礎的な解析方法から応用技術までを説明する、また回路解析
に必要な計算能力が習得できるよう多くの演習問題を課題として学習できるよう配慮する。本授業は学力向上に必要で
ある。

授業の進め方と授業内
容・方法 教科書の内容をもとに下記の項目について説明する、適宜に演習、課題提出を実施する

注意点 回路解析能力の向上には、多数の演習問題を繰り返し自分で解く事に挑戦するしかないと心得よ
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 過渡現象 回路素子の電気的性質が理解できる
2週 過渡現象 定常界と交流のフェーザー表示が理解できる
3週 過渡現象 ラプラス変換が計算できる
4週 過渡現象 R-C・R-L直流回路の過渡応答が計算できる
5週 過渡現象 過渡応答時のエネルギの移動が説明できる
6週 過渡現象 交流回路の過渡応答が計算できる
7週 中間試験 合格点をとる
8週 答案返却・解答説明 回答例が理解出来る
9週 四端子回路網 回路網をイミタンス行列で表現できる
10週 四端子回路網 回路網を縦続行列で表現できる
11週 四端子回路網 回路網を縦続行列で表現できる
12週 四端子回路網 接続された回路網が計算出来る
13週 四端子回路網 回路網を等価変換できる
14週 四端子回路網 種々の回路網が計算出来る
15週 前期末試験 合格点をとる
16週 答案返却・解答説明 回答例が理解出来る

後期

1週 伝送回路 伝送線路における物理現象を説明できる
2週 伝送回路 無損失伝送線路の電信方程式を解くことが出来る
3週 伝送回路 損失性伝送線路の電信方程式を解くことが出来る
4週 伝送回路 伝送波の物理的な振る舞いが説明出来る
5週 伝送回路 伝送波の透過と反射が理解出来る
6週 伝送回路 伝送線路を各種回路に等価変換できる

7週 伝送回路 伝送線路上のインピーダンスを反射係数円線図上に図示で
きる

8週 中間試験 合格点をとる
9週 答案返却・解答説明 回答例が理解出来る

10週 スミスチャート スミスチャートを利用して伝送線路上の諸現象が説明出来
る

11週 スミスチャート スミスチャートを利用して伝送線路上の諸現象が説明出来
る

12週 整合回路 各種整合回路が説明出来る
13週 整合回路 任意の不可に対して整合回路が設計できる
14週 整合回路 スミスチャートを利用して整合回路を設計できる
15週 学年末試験 合格点をとる
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16週 答案返却・解答説明 回答例が理解出来る
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 40 0 0 0 10 0 50
専門的能力 40 0 0 0 10 0 50
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気磁気学
科目基礎情報
科目番号 0251 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 山村 泰道 著，「電気磁気学演習」（サイエンス社）
担当教員 横瀬 義雄
到達目標
１．電磁界現象の概要を説明できる
２．電流が作る磁界を計算できる
３．電磁力の計算ができる
４．電磁誘導の定式化とその応用ができる
５．インダクタンスの計算ができる
６．電磁エネルギーの計算ができる
7．交流回路，過渡現象の計算ができる
8．磁性体の磁気現象が説明できる
9．磁気回路を計算できる
10．永久磁石を定量評価できる
11．平面波解析ができる
12．境界面での電磁波の伝搬が説明できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 電流が作る磁界を適切に計算でき
る 電流が作る磁界を計算できる 電流が作る磁界を計算できない

評価項目2 交流回路，過渡現象の計算が適切
にできる

交流回路，過渡現象の計算ができ
る

交流回路，過渡現象の計算ができ
ない

評価項目3 磁気回路を適切に計算できる 磁気回路を計算できる 磁気回路を計算できない
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 　磁気現象を担う磁荷・磁界，電磁波の物理象を獲得し，その数学的取り扱い法の詳細を具体例を交えて学習する。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや演習を実施し，課題を課す。

注意点 　質問事項や理解の出来ない点があれば，適宜指導教官に質問し，講義内容を完全に理解すること。
　わからないところを残すことの無いようにすること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 磁界 磁気現象の概要を理解する。
2週 磁界 アンペアの右ネジの法則について理解する。
3週 磁界 ビオサバールの法則について詳細を理解する。
4週 磁界 アンペアの周回積分の法則について理解する。
5週 磁界 .磁位の算出方法について理解する。
6週 磁界 磁界中の電流の受ける力の算出方法について理解する。
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 磁界 磁界、磁束密度、磁束について理解する。
10週 磁界 磁界、磁束密度、磁束について理解する。
11週 電磁誘導 ファラデーの法則について理解する。

12週 電磁誘導 交流の発生、磁界中を運動する動体の起電力について理解
する。

13週 電磁誘導 交流の発生、磁界中を運動する動体の起電力について理解
する。

14週 電磁誘導 交流の発生、磁界中を運動する動体の起電力について理解
する。

15週 答案返却・解答説明
16週 インダクタンス 自己インダクタンスについて理解する。

後期

1週 インダクタンス 自己インダクタンス、相互インダクタンスについて理解す
る。

2週 インダクタンス 自己インダクタンス、相互インダクタンスについて理解す
る。

3週 インダクタンス 自己インダクタンス、相互インダクタンスについて理解す
る。

4週 インダクタンス 各種インダクタンスについて理解する。
5週 インダクタンス 磁界に貯えられるエネルギーについて理解する。
6週 磁性体 磁性体に貯えられるエネルギーについて理解する。
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 磁性体 磁化に要するエネルギー、ヒステリシス損失について理解
する。
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10週 磁性体 インダクタンスに蓄えられるエネルギーについて理解する
。

11週 磁性体 磁気回路について理解する。
12週 磁性体 磁気回路について理解する。
13週 磁性体 磁化、磁化の強さ、磁化率と透磁率について理解する。
14週 磁性体 永久磁石について理解する。
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電子工学
科目基礎情報
科目番号 0252 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 大村泰久著　半導体デバイス工学　オーム社
担当教員 山脇 正雄
到達目標
1.半導体動作の基本となる量子論について理解する。
2.帯理論の基礎とその意味を理解する。
3.半導体中で電気伝導となる電子や正孔の数を表現する統計力学に基づく状態密度などを理解する。
4.全てのデバイスの基礎となるp-n接合の基本を理解し、その特性が計算できるようにする。
5.MOSトランジスタトランジスタやBipトランジスタの構造と動作を理解する。

6.CMOSデバイスデバイスの構造や製造方法を学ぶ。
7.演習を通じてCMOSデバイス関連の設計や動作解析を通じて、デバイス動作の基本を理解する。
8.発光素子や受講素子の構造と動作を学び、半導体に対する理解を深める。
9.CCDデバイスの動作や基本特性を学び、アナログ回路に対する理解を深める。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
半導体動作の基本となる量子論
，帯理論の基礎とその意味につい
て適切に理解できる

半導体動作の基本となる量子論
，帯理論の基礎とその意味につい
て理解できる

半導体動作の基本となる量子論
，帯理論の基礎とその意味につい
て理解できない

評価項目2
全てのデバイスの基礎となるp-n接
合の基本を理解し、その特性が適
切に計算できる

全てのデバイスの基礎となるp-n接
合の基本を理解し、その特性が計
算できる

全てのデバイスの基礎となるp-n接
合の基本を理解し、その特性が計
算できない

評価項目3
演習を通じてCMOSデバイス関連
の設計や動作解析を通じて、デバ
イス動作の基本を適切に理解でき
る

演習を通じてCMOSデバイス関連
の設計や動作解析を通じて、デバ
イス動作の基本を理解できる

演習を通じてCMOSデバイス関連
の設計や動作解析を通じて、デバ
イス動作の基本を理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 半導体の動作原理や回路技術の基礎を学ぶ。電子産業で利用されるデバイスや回路技術などを織り交ぜながら電子工学

を習得する
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本として行う。また講義中に演習問題の実施や小テストを実施する．

注意点
理解出来ない点や質問等があれば，適宜指導教員に質問し，講義内容を完全に理解すること。この科目は，電気情報工
学科の卒業生として，必ず理解していなければならない専門科目である。分からない所は，その日の内に質問するよう
に。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 半導体工学基礎 量子論入門
2週 半導体工学基礎 固体の帯理論
3週 半導体工学基礎 統計力学の基礎
4週 半導体工学基礎 半導体の電導機構
5週 p-n接合 電圧-電流特性
6週 p-n接合 接合容量
7週 中間試験
8週 Bipトランジスタ 構造と動作
9週 Bipトランジスタ 特性と応用回路
10週 金属－半導体接合 帯理論の復習と動作の理解
11週 MOSトランジスタ 構造と動作
12週 MOSトランジスタ バンド構造と電気的特性
13週 MOSトランジスタ 基本特性と回路の動作
14週 MOSトランジスタ 基本特性と回路の動作
15週 答案返却・解答説明
16週

後期

1週 CMOSデバイス デバイスの構造と製造方法
2週 CMOSデバイス デバイスの構造と製造方法
3週 CMOSデバイス 回路設計と動作解析
4週 CMOSデバイス 回路設計と動作解析
5週 CMOSデバイス 回路設計と動作解析
6週 CMOSデバイス 回路設計と動作解析
7週 中間試験
8週 接合型トランジスタ 構造と動作
9週 化合物半導体の基礎 ヘテロ接合構造と動作、高周波デバイスの例
10週 発光素子の基礎と応用 構造と基本特性
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11週 発光素子の基礎と応用 LED・レーザダイオードの動作
12週 受光素子の基礎と応用 受光素子の基本動作
13週 受光素子の基礎と応用 太陽電池
14週 CCDデバイス 動作と応用
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 演習 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 20 0 0 10 0 100
基礎的能力 10 0 0 0 0 0 10
専門的能力 60 20 0 0 10 0 90
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電子回路
科目基礎情報
科目番号 0253 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 電子回路第２版　丹野頼元　森北出版
担当教員 板東 能生,江口 正徳
到達目標
1.トランジスタの代表的なバイアス回路を解析できる。
2.トランジスタの等価回路の記述ができる。
3.4端子回路の各種パラメータを導出・換算できる。
4.トランジスタの各接地方式についてパラメータ換算できる。
5.雑音の特性と原因についての説明、及びデシベル計算ができる。
6.増幅器の機構と種類について説明できる。
7.非同調増幅回路における動作量の計算ができる。
8.同調増幅回路における動作量の計算ができる。
9.帰還増幅回路、オペアンプ回路の動作量の計算ができる。
10.電力増幅回路の種類と特性について説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
トランジスタの代表的なバイアス
回路,等価回路の適切な説明ができ
る

トランジスタの代表的なバイアス
回路,等価回路の説明ができる

トランジスタの代表的なバイアス
回路,等価回路の説明ができない

評価項目2
非同調増幅回路，同調増幅回路に
おける動作量の計算が適切にでき
る

非同調増幅回路，同調増幅回路に
おける動作量の計算ができる

非同調増幅回路，同調増幅回路に
おける動作量の計算ができない

評価項目3 帰還増幅回路、オペアンプ回路の
動作量の計算が適切にできる

帰還増幅回路、オペアンプ回路の
動作量の計算ができる

帰還増幅回路、オペアンプ回路の
動作量の計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 トランジスタに代表される能動素子を電子回路に応用する技術について学習する。特に増幅回路を中心に、回路構成、

動作解析、設計手法について講義する。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本として行う。定期試験以外に，課題のレポート提出を課し，また講義中に小テストを実施する．

注意点
理解出来ない点や質問等があれば，適宜指導教員に質問し，講義内容を完全に理解すること。この科目は，電気情報工
学科の卒業生として，必ず理解していなければならない専門科目である。分からない所は，その日のうちに質問するよ
うに。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 電子回路の機能 電子回路と能動素子の係わり，能動素子の構造，動作原理
等を説明できる。

2週 能動素子と基本接続 電子回路と能動素子の係わり，能動素子の構造，動作原理
等を説明できる。

3週 バイアス回路 トランジスタの代表的なバイアス回路,等価回路の説明がで
きる

4週 バイアス回路 トランジスタの代表的なバイアス回路,等価回路の説明がで
きる

5週 バイアス回路 トランジスタの代表的なバイアス回路,等価回路の説明がで
きる

6週 利得計算 トランジスタの代表的なバイアス回路,等価回路の説明がで
きる

7週 中間試験

8週 等価回路 トランジスタの代表的なバイアス回路,等価回路の説明がで
きる

9週 等価回路 トランジスタの代表的なバイアス回路,等価回路の説明がで
きる

10週 雑音 トランジスタの代表的なバイアス回路,等価回路の説明がで
きる

11週 増幅回路 基本的な増幅器
12週 増幅回路 基本的な増幅器
13週 増幅回路 基本的な増幅器
14週 増幅回路 基本的な増幅器
15週 答案返却・解答説明
16週

後期

1週 非同調増幅回路 非同調増幅回路
2週 非同調増幅回路 非同調増幅回路
3週 非同調増幅回路 非同調増幅回路
4週 非同調増幅回路 非同調増幅回路
5週 同調増幅回路 同調増幅回路
6週 同調増幅回路 同調増幅回路
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7週 同調増幅回路 同調増幅回路
8週 中間試験
9週 帰還増幅回路 帰還増幅回路
10週 帰還増幅回路 帰還増幅回路
11週 演算増幅回路 演算増幅回路
12週 演算増幅回路 演算増幅回路
13週 電力増幅回路 電力増幅回路
14週 電力増幅回路 電力増幅回路
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 20 0 0 0 15 0 35
専門的能力 50 0 0 0 15 0 65
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 制御工学
科目基礎情報
科目番号 0254 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 杉江俊治，「フィードバック制御入門」（コロナ社）
担当教員 藤井 敏則
到達目標
１．簡単なラプラス変換，逆変換を行うことができる。
２．微分方程式からラプラス変換を用いて伝達関数を求めることができる。
３．ブロック線図を用いてシステムを表現することができる。
４．ステップ応答曲線から１次遅れ＋むだ時間系の伝達関数を求めることができる。
５．伝達関数の極から系の安定判別を行うことができる。
６．周波数応答の意味が分かる
７．１次系および２次系のベクトル軌跡の概形を描ける
８．１次系および２次系のボード線図から系の安定判別を行うことができる。
９．ベクトル軌跡およびボード線図から系の安定判別を行うことができる。
10．設計仕様を満足するPIDパラメータの調整を行うことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 ダイナミカルシステムを組み合わ
せて，計算や説明できる。

ダイナミカルシステムについて
，計算や説明できる。

ダイナミカルシステムについて
，計算や説明できない

評価項目2 過渡応答と安定性を組み合わせた
，計算や説明ができる

過渡応答と安定性について，計算
や説明ができる

過渡応答と安定性について，計算
や説明ができない

評価項目3 フィードバック制御系の設計法を
説明でき，設計ができる

フィードバック制御系の設計法を
説明できる

フィードバック制御系の設計法を
説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
　制御とは「ある目的に適合するように対象となっているものに所要の操作をくわえること」と定義されている。この
ような操作を分析する事から出発し，機械装置にこれを行わせる自動制御系について学習する。本授業は進学と就職に
関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義を基本とし、定期試験以外に課題レポートを提出させる。必要に応じてプログラム演習を行う。
この科目は、制御工学に関する実践的な講義形式で授業を行うものである。全ての講義を日本鋼管(現JFEスチール)で制
御の実務経験のある常勤教授が担当する。

注意点 複雑な数式を取り扱うが，これらに惑わされることなく，本質を理解するように心がけて下さい。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ダイナミカルシステムの表現 簡単なラプラス変換，逆変換を行うことができる。
2週 ダイナミカルシステムの表現 簡単なラプラス変換，逆変換を行うことができる。

3週 ダイナミカルシステムの表現 微分方程式からラプラス変換を用いて伝達関数を求めるこ
とができる。

4週 ダイナミカルシステムの表現 微分方程式からラプラス変換を用いて伝達関数を求めるこ
とができる。

5週 ダイナミカルシステムの表現 ブロック線図を用いてシステムを表現することができる。
6週 ダイナミカルシステムの表現 ブロック線図を用いてシステムを表現することができる。
7週 中間試験

8週 答案返却・解答説明，ダイナミカルシステムの表現 インパルス応答とステップ応答曲線から１次遅れ＋むだ時
間系の伝達関数を求めることができる。

9週 過渡応答と安定性 インパルス応答とステップ応答曲線から１次遅れ＋むだ時
間系の伝達関数を求めることができる。

10週 過渡応答と安定性 インパルス応答とステップ応答曲線から１次遅れ＋むだ時
間系の伝達関数を求めることができる。

11週 過渡応答と安定性 インパルス応答とステップ応答曲線から１次遅れ＋むだ時
間系の伝達関数を求めることができる。

12週 過渡応答と安定性 インパルス応答とステップ応答曲線から１次遅れ＋むだ時
間系の伝達関数を求めることができる。

13週 過渡応答と安定性 伝達関数の極から系の安定判別を行うことができる。
14週 過渡応答と安定性 伝達関数の極から系の安定判別を行うことができる。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 周波数応答 １次系および２次系のベクトル軌跡の概形を描ける
2週 周波数応答 １次系および２次系のベクトル軌跡の概形を描ける

3週 周波数応答 １次系および２次系のボード線図から系の安定判別を行う
ことができる。

4週 周波数応答 １次系および２次系のボード線図から系の安定判別を行う
ことができる。

5週 フィードバック制御系の安定性 ベクトル軌跡およびボード線図から系の安定判別を行うこ
とができる。

6週 フィードバック制御系の安定性 ベクトル軌跡およびボード線図から系の安定判別を行うこ
とができる。
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7週 中間試験

8週 フィードバック制御系の安定性 ベクトル軌跡およびボード線図から系の安定判別を行うこ
とができる。

9週 フィードバック制御系の設計法 設計仕様を満足するPIDパラメータの調整を行うことがで
きる。

10週 フィードバック制御系の設計法 設計仕様を満足するPIDパラメータの調整を行うことがで
きる。

11週 フィードバック制御系の設計法 設計仕様を満足するPIDパラメータの調整を行うことがで
きる。

12週 フィードバック制御系の設計法 設計仕様を満足するPIDパラメータの調整を行うことがで
きる。

13週 フィードバック制御系の設計法 設計仕様を満足するPIDパラメータの調整を行うことがで
きる。

14週 フィードバック制御系の設計法 設計仕様を満足するPIDパラメータの調整を行うことがで
きる。

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 エネルギ制御工学実験
科目基礎情報
科目番号 0255 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 4
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 4
教科書/教材
担当教員 横沼 実雄,外谷 昭洋
到達目標
１．トランジスタの動作と特性，各種増幅回路の原理と特性を理解する。
２．サイリスタ（ＳＣＲ），ユニジャンクショントランジスタ（ＵＪＴ）の静特性および位相制御回路の動作原理を理解する。
３．高周波インピーダンスの原理を理解し，計測方法を習得する。
４．四端子定数の求め方を理解する。
５．マイコンの開発手法を習得し，組込技術について理解する。

6．電力用抵抗，変圧器など基本的な実験装置の取り扱い方法を習得する。
7．各種直流機の構造と動作原理を理解し，取り扱い方法を習得する。
8．各種直流機の諸特性とその計測方法を理解する。
9．交流機の構造と動作原理を理解し，取り扱い方法を習得する。
10．交流機の諸特性とその計測方法を理解する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
トランジスタの動作と特性，各種
増幅回路の原理と特性が適切に理
解できる

トランジスタの動作と特性，各種
増幅回路の原理と特性が理解でき
る

トランジスタの動作と特性，各種
増幅回路の原理と特性が理解でき
ない

評価項目2 マイコンの開発手法を習得し，組
込技術について適切に理解できる

マイコンの開発手法を習得し，組
込技術について理解できる

マイコンの開発手法を習得し，組
込技術について理解できない

評価項目3 各種電気機器の諸特性とその計測
方法を適切に理解できる

各種電気機器の諸特性とその計測
方法を理解できる

各種電気機器の諸特性とその計測
方法を理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 前半では，交流回路網，電子デバイス，電子回路について，後半では電気機器，電力変換回路，および電力変換制御の

基礎的な法則・理論について電気計測実験を行う。
授業の進め方と授業内
容・方法

実験は４～５人を１班とする班単位で行い，各実験で得たデータを処理した報告書（レポート）の完成と提出をもって
，その実験の完了とする。実験中，口頭試問する場合もある。

注意点

　全ての実験テーマについてレポートを完成・提出することが，評価の必須条件となる。また，遅滞して提出されたレ
ポートについては原則減点のため，提出期限を遵守すること。
　実験当日までに，テーマ確認および必要な事前学習を行い，手順および注意事項を頭に入れて実験に臨むこと。実験
当日は，テキスト，実験ノート，関数電卓，レポート用紙および定規類を各自持参すること。実験テーマによっては危
険を伴うものもあり，実験中の服装には細部まで安全配慮を徹底すること。
　実験後のデータ解析，レポート作成は極力早期に行い，不明な点があれば提出期限までに担当教員に質問して適切な
指導を受けること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 実験全般およびレポート作成説明
2週 前期実験説明

3週 トランジスタの静特性とバイアス回路 トランジスタの静特性測定実験，実用的な回路設計法の演
習・実験ができる

4週 トランジスタ低周波増幅器の特性試験 トランジスタによるＲＣ結合型増幅器の諸特性試験ができ
る

5週 トランジスタ各種増幅器の特性試験 トランジスタによる負帰還増幅器の諸特性試験ができる

6週 ＳＣＲ及びＵＪＴの諸特性試験 ＳＣＲ，ＵＪＴの静特性測定実験，位相制御回路の諸特性
試験ができる

7週 中間試験

8週 高周波インピーダンスの測定 Ｑメータの取り扱い実習および高周波における各定数の測
定実験ができる

9週 四端子回路網基礎実験Ⅰ 四端子回路網実験１（四端子定数および影像パラメータ導
出実験）ができる

10週 四端子回路網基礎実験Ⅱ 四端子回路網実験２（減衰器およびろ波器による四端子回
路実験）ができる

11週 マイコン実験Ⅰ マイコンを用いた各種ディジタル回路作製，プログラム作
成ができる

12週 OPアンプ基礎実験 OPアンプの各種演算回路の諸特性試験ができる
13週 提出分レポートに関する指導
14週 エネルギ制御工学演習
15週 エネルギ制御工学演習
16週

後期

1週 後期実験前半説明・安全指導
2週 直流分巻電動機の起動法，速度特性 直流電動機の起動試験，速度制御実験ができる
3週 直流分巻発電機の負荷特性 直流分巻発電機の無負荷試験および負荷試験ができる

4週 誘導機Ⅰ（負荷試験および力率改善，円線図法） 三相誘導電動機の諸特性試験と力率改善実験，円線図作成
ができる
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5週 変圧器Ⅰ（極性，三相結線） 単相変圧器による極性，巻線比測定，三相結線実験ができ
る

6週 エネルギ制御工学演習
7週 中間試験
8週 エネルギ制御工学演習
9週 後期実験後半説明・安全指導

10週 同期発電機 同期インピーダンス測定のための各試験ができ，電圧変動
率と規約効率の導出ができる

11週 太陽電池特性試験 太陽電池の開放および短絡試験，負荷試験ができる

12週 変圧器Ⅱ（無負荷，短絡試験） 単相変圧器の電圧変動率と規約効率の導出，実負荷試験が
できる

13週 誘導機Ⅱ（誘導発電機） かご型誘導機による発電実験と出力特性の測定および円線
図による検討ができる

14週 エネルギ制御工学演習
15週 エネルギ制御工学演習
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 40 60 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 情報通信工学実験
科目基礎情報
科目番号 0256 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 4
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 4
教科書/教材 プリント
担当教員 田中 誠,平野 旭
到達目標
1. トランジスタの増幅回路，振幅変調・周波数変調回路を理解する
2. Matlabやフィルタ設計ツールの基本的使い方を習得する
3. アセンブラやC#，Node-REDなどのプログラミングを習得する
4. 実験を通して，座学において学んだ情報処理や通信技術の内容を確認すること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 トランジスタなどの回路が詳細に
説明できる

トランジスタなどの回路が説明で
きる

トランジスタなどの回路が説明で
きない

評価項目2 Matlabなどを用いて回路解析など
を適切に行える

Matlabなどを用いて回路解析など
を行える

Matlabなどを用いて回路解析など
を行えない

評価項目3 各種プログラミング言語の簡単な
使い方を適切に説明できる

各種プログラミング言語の簡単な
使い方を説明できる

 各種プログラミング言語の簡単な
使い方を説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 情報通信工学の基礎的な法則・理論について実験を行う。本授業は就職および進学の両方，資格取得に関連する。
授業の進め方と授業内
容・方法 実験は基本的に個人単位で行い，各実験の報告書を提出することにより，その実験を完了とする。

注意点
実験当日は，テキスト，実験ノート，電卓，レポート用紙及び定規類を持参する。また，テーマを確認し，手順及び注
意事項を頭に入れて実験に臨むこと。実験テーマによっては，危険を伴うものがあるため服装などに気をつける。レポ
ートの作成にあたっては不明な点は締め切り日以前に担当教官へ質問すること。レポートは，結果を書くだけではなく
，なぜそのような結果が得られたのかなどの考察を行うこと。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス

2週 OpenCVによる画像処理実験 Python+OpenCVを用いた画像処理プログラミングができ
るようになる

3週 Matlab/Simulinkによる制御実験 Simulinkを用いて制御工学の演習ができるようになる

4週 アナログフィルタ実験 フィルタ設計ツールを用いてアクティブフィルタが設計で
きるようになる

5週 マイコン実習 UARTによるシリアル通信プログラミンができるようになる
6週 試験前演習
7週 特別演習

8週 トランジスタの基礎実験 トランジスタの動作点の決め方及び各種バイアス回路の安
定指数を考慮し，実用的な回路設計法について説明できる

9週 トランジスタ低周波増幅器の特性試験
トランジスタによるRC結合増幅器の特性試験を行い，実測
値と計算値の比較を行い，トランジスタの諸特性が説明で
きる

10週 トランジスタ各種増幅器の特性試験
トランジスタによる小信号増幅器のうち，RC結合増幅器及
び不帰還増幅器について特性試験を行い，実験値と理論値
の比較検討を行い，それぞれの増幅器の特性について説明
できる

11週 オペアンプ基礎実験 オペアンプの各種回路について実験することでオペアンプ
を理解する

12週 SCR及びUJT素子の諸特性試験 SCR及びUJT素子の静特性を理解し，さらにそれらの応用
例について動作原理について説明できる

13週 特別演習
14週 試験前演習
15週 レポート指導 レポート指導
16週

後期

1週 ガイダンス
2週 校外実習報告会

3週 Ｃ＃プログラミング１ Ｃ＃プログラミングの基本動作を理解し、アプリケーショ
ンをつくれる

4週 Ｃ＃プログラミング２ Ｃ＃プログラミングの応用動作を理解し、アプリケーショ
ンをつくれる

5週 ワンチップマイコン１ ワンチップマイコンの基本動作を理解し、説明できる
6週 ワンチップマイコン２ ワンチップマイコンの応用動作を理解し、説明できる
7週 試験前演習
8週 ガイダンス
9週 Node-REDでIoT Node-REDを用いたIoTプログラミングができるようになる
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10週 振幅変調・復調実験 振幅変調・復調の基本動作について説明できる
11週 周波数変調・復調実験 周波数変調・復調の基本動作について説明できる
12週 デジタル信号処理 Matlabによるデジタル信号処理プログラミングができる
13週 dsPICマイコン実験 C言語によるマイコンプログラミングができる
14週 試験前演習
15週 プレゼンテーション
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 40 60 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 エネルギ変換工学Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0257 科目区分 専門 / 選択必修／選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 電気学会大学講座，「電気機器工学」（電気学会）
担当教員 横沼 実雄
到達目標
１．主な電気機器の種類および特長を基に応用分野を説明できる。
２．理想変圧器の特性に関する計算ができる。
３．変圧器の（簡易・精密）等価回路を描くことができ，各要素を説明できる。
４．変圧器の三相結線の方法と特性を，ベクトル図の描画と共に説明できる。
５．変圧器の試験方法と運用の説明，損失および効率の説明と必要な計算ができる。
６．誘導電動機の構造と回転原理について説明できる。
７．誘導機の等価回路を描くことができ，各要素の説明と計算ができる。
８．誘導電動機の円線図の描画と使用方法について説明できる。
９．誘導電動機の運転運用，単相誘導機などの特殊機について説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
変圧器の（簡易・精密）等価回路
を描くことができ，各要素を適切
に説明できる

変圧器の（簡易・精密）等価回路
を描くことができ，各要素を説明
できる

変圧器の（簡易・精密）等価回路
を描くことができない，または各
要素を説明できない

評価項目2
変圧器の結線や運用について適切
に説明でき，各種試験方法から損
失や効率を適切に計算できる

変圧器の結線や運用，各種試験方
法と損失や効率について説明でき
る

変圧器の結線や運用，各種試験方
法と損失や効率について説明でき
ない

評価項目3 誘導機の等価回路を描くことがで
き，各要素を適切に説明できる

誘導機の等価回路を描くことがで
き，各要素を説明できる

誘導機の等価回路を描くことがで
きない，または各要素を説明でき
ない

評価項目4
作成した誘導機のベクトル図，円
線図を用いて，損失や効率につい
て説明および計算ができる

誘導機のベクトル図，円線図が作
成でき，損失や効率について説明
できる

誘導機のベクトル図，円線図が作
成できない，または損失や効率に
ついて説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 変圧器や誘導電動機の基礎と理論・特性を勉強することにより，これらの機器のエネルギー変換がどのように行なわれ

るかを理解習得する。授業では理論や特性の解説だけではなく，計算演習も取り入れている。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本として行う。定期試験以外に，課題のレポート提出を課し，また講義中に小テストを実施する．

注意点
　理解できない点が有れば随時質問し，講義内容を完全に理解すること。電気分野の重要な基礎科目であり，また電気
主任技術者試験で絶対に必要な科目であるので，実験実習の内容や電気磁気学，電気回路の内容の復習を十分行って講
義を受けること。省エネルギ技術の基礎として，今後とも重要な知識である。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 電気機器の概要 電気機器の概要（直流機，変圧器，交流回転機）について
説明できる

2週 変圧器１ 変圧器の材質と構造，保器類等について説明できる
3週 変圧器２ 理想変圧器と実際の変圧器について説明できる

4週 変圧器３ 変圧器の（簡易・精密）等価回路を描くことができ，各要
素を説明できる

5週 変圧器４ 変圧器の（簡易・精密）等価回路を描くことができ，各要
素を説明できる

6週 変圧器５ 変圧器の（簡易・精密）等価回路を描くことができ，各要
素を説明できる

7週 中間試験

8週 変圧器６ 変圧器の（簡易・精密）等価回路を描くことができ，各要
素を説明できる

9週 変圧器７ 変圧器の結線や運用，各種試験方法と損失や効率について
説明できる

10週 変圧器８ 変圧器の結線や運用，各種試験方法と損失や効率について
説明できる

11週 変圧器９ 変圧器の結線や運用，各種試験方法と損失や効率について
説明できる

12週 変圧器１０ 変圧器の結線や運用，各種試験方法と損失や効率について
説明できる

13週 変圧器１１ 変圧器の結線や運用，各種試験方法と損失や効率について
説明できる

14週 変圧器１２ 変圧器の結線や運用，各種試験方法と損失や効率について
説明できる

15週 答案返却・解答説明
16週

後期
1週 誘導機 誘導電動機の概要について説明できる
2週 誘導機 トルクの発生，回転機磁力について説明できる

- 129-



3週 誘導機 トルクの発生，回転機磁力について説明できる
4週 誘導機 誘導電動機の材質と構造について説明できる
5週 誘導機 誘導機の等価回路を描くことができ，各要素を説明できる
6週 誘導機 誘導機の等価回路を描くことができ，各要素を説明できる
7週 中間試験
8週 誘導機 　誘導機の等価回路から円線図を描くことができる

9週 誘導機 誘導機のベクトル図，円線図が作成でき，損失や効率につ
いて説明できる

10週 誘導機 誘導機のベクトル図，円線図が作成でき，損失や効率につ
いて説明できる

11週 誘導機 誘導機のベクトル図，円線図が作成でき，損失や効率につ
いて説明できる

12週 誘導機 誘導機のベクトル図，円線図が作成でき，損失や効率につ
いて説明できる

13週 誘導機 単相誘導電動機
14週 誘導機 特殊かご形誘導電動機
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 通信工学
科目基礎情報
科目番号 0258 科目区分 専門 / 選択／選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 適宜プリントなどを配布する。
担当教員 黒木 太司
到達目標
1．情報源を電気信号に変換する概要が説明できる。
2．PCM方式の概要が説明できる。
3．アナログ、デジタル変調方式が説明できる。
4．各種多重分割伝送方式の概要が説明できる。
5．各種中継伝送方式の概要が説明できる。
6．各種有線伝送方式の概要が説明できる。
7．対流圏、および電離圏電波伝搬の概要が説明できる。
8．ヘテロダイン方式の概要が説明できる。
9．無線通信方式の形態が説明できる。
10．通信路における雑音の要因が説明できる。
11．通信系の雑音指数が計算できる。
12．通信放送システムの概要が説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 情報源を電気信号に変換する概要
が適切に説明できる

情報源を電気信号に変換する概要
が説明できる

情報源を電気信号に変換する概要
が説明できない

評価項目2 各種多重分割伝送方式の概要が適
切に説明できる

各種多重分割伝送方式の概要が説
明できる

各種多重分割伝送方式の概要が説
明できない

評価項目3 無線通信方式の形態が適切に説明
できる 無線通信方式の形態が説明できる 無線通信方式の形態が説明できな

い
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
情報の伝達手段について学習し、電気通信工学の基礎の習得と、今日実用に供されている各種通信方式の概要把握を目
標とする。
本授業では通信に関する基礎学力を身につけることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし、適宜課題を実施する。

注意点
授業内容で不明な点あれば放課後、土日曜日等を利用して随時質問すること。なお研究室はセキュリティのため常時施
錠しているが、行先表示板が「在室」であれば、教官室に電話すること。また電気情報工学科棟は土日・祝祭日は施錠
されているが、担当教官は出張時以外は在室しているので、電話連絡のこと。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 序論 通信の歴史と電気通信における基本構成が理解できる。

2週 序論 通信に用いられる単位系、動作伝送量などの計算ができる
。

3週 情報源の性質 音声の性質とその電気信号変換が説明できる
4週 情報源の性質 光、画像の性質とその電気信号変換が説明できる

5週 情報源の性質 アナログ信号をデジタル信号源に変換する　(PCM方式)原
理が説明できる

6週 情報源の性質 情報源の性質に関して、演習を交えて理解を深める。
7週 中間試験 合格点をとる。
8週 答案返却・解答説明 前期中間試験内容の理解を深める。

9週 変復調方式 アナログ変復調方式としての振幅変調と角度変調　(周波数
変調と位相変調)の仕組みが説明できる。

10週 変復調方式 デジタル変復調方式としてのASK、FSK、PSK方式の仕組み
が説明できる。

11週 変復調方式
多重通信方式

スペクトラム拡散方式の概要が説明できる。
周波数変換の原理が説明できる。

12週 多重通信方式 周波数分割多重、時分割多重方式の概要が説明できる。

13週 中継伝送方式 ヘテロダイン中継、検波再生中継、直接中継方式の概要が
説明できる。

14週 中継伝送方式 デジタル信号の中継方式が説明できる。
15週 答案返却・解答説明 前期末試験内容の理解を深める。
16週 有線伝送線路 導体伝送線路、光ファイバの仕組みが説明できる。

後期

1週 電波伝搬 フリスの伝達公式を利用し、通信回線の設計ができる。
2週 電波伝搬 対流圏伝搬、電離圏伝搬の仕組みが説明できる。
3週 無線通信方式 無線通信形態、受信方式の特徴について説明できる。
4週 無線通信方式 通信路の雑音について説明できる。
5週 無線通信方式 無線システムにおける雑音指数が計算できる。
6週 通信回路 RF増幅器、発振器の概要が説明できる
7週 通信回路 PLLシンセサイザ、FM発振器等の概要が説明できる。
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8週 中間試験 合格点を取る
9週 答案返却・解答説明 後期中間試験内容の理解を深める。

10週 通信回路 ベース変調回路やリング変調回路、検波回路、デジタル位
相変調回路などの概要が説明できる。

11週 デジタル通信方式 信号解析との概要が説明できる
12週 デジタル通信方式 各種変調方式における符号誤り率の概要が説明できる。

13週 実用通信システム 加入者電話系、移動体無線システムなどの概要が説明でき
る。

14週 実用通信システム 地上波デジタル放送、ITS、各種レーダ方式の概要が説明で
きる。

15週 答案返却・解答説明 学年末試験内容の理解を深める。
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ＩＣ設計工学
科目基礎情報
科目番号 0259 科目区分 専門 / 選択必修／選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 横沼 実雄
到達目標
１．Verilog HDLの文法基礎および回路設計の流れを理解する。
２．開発ソフトの操作方法およびFPGAへの実装方法を習得し，理解する。
３．順序回路，組み合わせ回路，ステートマシン等のHDL設計を習得し，理解する。
４．シミュレータを使った基礎的な設計検証方法を習得し，理解する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 Verilog HDLの文法基礎および回路
設計の流れを適切に理解できる。

Verilog HDLの文法基礎および回路
設計の流れを理解できる。

Verilog HDLの文法基礎および回路
設計の流れを理解できない。

評価項目2
開発ソフトの操作方法および
FPGAへの実装方法を高いレベルで
習得し，その意味を適切に理解で
きる。

開発ソフトの操作方法および
FPGAへの実装方法を習得し，その
意味を理解できる。

開発ソフトの操作方法および
FPGAへの実装方法を習得できない
，あるいはその意味を理解できな
い。

評価項目3
順序回路，組み合わせ回路，ステ
ートマシン等のHDL設計を高度に
習得し，その内容を適切に理解で
きる。

順序回路，組み合わせ回路，ステ
ートマシン等のHDL設計を習得し
，内容を理解できる。

順序回路，組み合わせ回路，ステ
ートマシン等のHDL設計を習得で
きない，あるいは内容を理解でき
ない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 現在，大規模デジタル回路設計の主流である，ハードウェア記述言語(HDL)によるデジタル回路の設計手法を学ぶ科目で

ある。
授業の進め方と授業内
容・方法

講義を基本とし，開発ソフトを用いて回路設計，シミュレーション，FPGAボードで実機演習を行う。試験は定期試験を
行う。

注意点
　３学年の情報処理Ⅲの後半で学んだ論理回路の基礎を発展させるための科目である。また，HDLによるデジタル設計
の習得には，論理回路だけでなく、C言語などのプログラミング言語の知識が必要である。基礎的な論理回路とC言語を
十分習得した後に受講すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ＩＣ設計の現状とHDLによる回路設計の流れ ＩＣ設計の現状とHDLによる回路設計の流れを理解する。
2週 Verilog HDLの基礎Ⅰ Verilog HDLの基本的なコマンド，記述を理解する。
3週 Verilog HDLの基礎Ⅱ Verilog HDLの基本的なコマンド，記述を理解する。
4週 Verilog HDLの基礎Ⅲ Verilog HDLの基本的なコマンド，記述を理解する。

5週 Verilog HDLによるデジタル回路設計Ⅰ Verilog HDLによるデジタル回路設計（組み合わせ回路
）を習得し，理解する。

6週 Verilog HDLによるデジタル回路設計Ⅱ Verilog HDLによるデジタル回路設計（組み合わせ回路
）を習得し，理解する。

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 Verilog HDLによるデジタル回路設計Ⅲ Verilog HDLによるデジタル回路設計（順序回路）を習得
し，理解する。

10週 Verilog HDLによるデジタル回路設計Ⅳ Verilog HDLによるデジタル回路設計（順序回路）を習得
し，理解する。

11週 Verilog HDLによるデジタル回路設計Ⅴ Verilog HDLによるデジタル回路設計（トレードオフ問題
を考慮した設計）を習得し，理解する。

12週 Verilog HDLによるデジタル回路設計Ⅵ Verilog HDLによるデジタル回路設計（シミュレータを用
いた動作検証）を習得し，理解する。

13週 Verilog HDLによるデジタル回路設計Ⅶ Verilog HDLによるデジタル回路設計（ステートマシン
）を習得し，理解する。

14週 Verilog HDLによるデジタル回路設計Ⅷ Verilog HDLによるデジタル回路設計（ステートマシンの
応用回路）を習得し，理解する。

15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 アルゴリズム
科目基礎情報
科目番号 0260 科目区分 専門 / 選択必修／選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 柴田望洋「新・明解C言語で学ぶアルゴリズムとデータ構造」（ソフトバンクパブリッシング）
担当教員 井上 浩孝
到達目標
１．アルゴリズム理解しプログラムを書くことができる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 アルゴリズム理解し適切にプログ
ラムを書くことができる

アルゴリズム理解しプログラムを
書くことができる

アルゴリズム理解しプログラムを
書くことができない

評価項目2
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
アルゴリズムとは問題に対する解き方の手順のことであり，プログラミングにおける基本的な考え方を提供するもので
ある。本講義は一般的に良く知られている基本的なアルゴリズムを紹介しながら，効率の良いアルゴリズムの設計の基
本的な考え方と技法について学ぶ。本授業は就職および進学の両方，資格取得に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや演習を実施し，課題を課す。

注意点
理解のできない点や質問事項があれば，適宜担当教員に質問し，講義内容を完全に理解すること。本科目は，基本情報
処理技術者試験，ソフトウェア開発技術者試験を受験する者には非常に重要な内容となっているので，情報通信コース
の学生には是非とも受講して頂きたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 整列 バブルソート，クィックソート，ヒープソートについて理
解する。

2週 整列 バブルソート，クィックソート，ヒープソートについて理
解する。

3週 整列 バブルソート，クィックソート，ヒープソートについて理
解する。

4週 整列 バブルソート，クィックソート，ヒープソートについて理
解する。

5週 整列 バブルソート，クィックソート，ヒープソートについて理
解する。

6週 整列 バブルソート，クィックソート，ヒープソートについて理
解する。

7週 整列 バブルソート，クィックソート，ヒープソートについて理
解する。

8週 中間試験
9週 解答解説,ハッシュ・線形リスト ハッシュ・線形リストについて理解する。
10週 ハッシュ・線形リスト ハッシュ・線形リストについて理解する。
11週 循環・重連結リスト 循環・重連結リストについて理解する。
12週 木構造 木構造について理解する。
13週 文字列照合 文字列照会のアルゴリズムについて理解する。
14週 集合 集合について理解する。
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用数学　A
科目基礎情報
科目番号 0261 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 高遠節夫他5名「新応用数学」（大日本図書）
担当教員 深澤 謙次
到達目標
1．ラプラス変換の定義式が書ける。
2．基本的な関数のラプラス変換を計算できる。
3．ラプラス変換の性質を利用していろいろな関数のラプラス変換を計算できる。
4．逆ラプラス変換の計算ができる。
5．ラプラス変換を使って常微分方程式の解を求められる。
6．たたみこみのラプラス変換の計算ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 基本的な関数のラプラス変換が適
切にできる

基本的な関数のラプラス変換がで
きる

基本的な関数のラプラス変換がで
きない

評価項目2 基本的な関数の逆ラプラス変換の
計算が適切にできる

基本的な関数の逆ラプラス変換が
できる

基本的な関数の逆ラプラス変換の
計算ができない

評価項目3 基本的な関数のたたみこみのラプ
ラス変換の計算が適切にできる

基本的な関数のたたみこみのラプ
ラス変換の計算ができる

基本的な関数のたたみこみのラプ
ラス変換の計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
ラプラス変換についてその基本的な考え方を理解させ、合わせてそれらの基礎的な計算方法に習熟させることを目的と
する。さらに、時間があれば工学への応用にも触れ、道具として活用できるように配慮する。本授業は学力の向上に必
要である。

授業の進め方と授業内
容・方法

例題を解きながら講義を進めていき、適宜演習を行う。また、この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習として
レポートや小テストなどを実施する。

注意点 わからないこと・疑問点などがあったら、遠慮なく質問すること。わからないことをそのままにしておくと、先に進む
につれてますますわからなくなるので、早いうちに質問するように心がけること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ラプラス変換の基礎 ラプラス変換の定義が書ける
2週 　　　　〃 ラプラス変換の線形性を使って計算できる
3週 　　　　〃 単位ステップ関数の定義が書ける
4週 　　　　〃 ラプラス変換の相似性を使って計算できる
5週 　　　　〃 原関数と像関数の移動法則を使って計算できる
6週 　　　　〃 微分法則と積分法則を使って計算できる
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 逆ラプラス変換の基礎 逆ラプラス変換の定義が書ける
10週 　　　　〃 部分分数展開と逆ラプラス変換の計算ができる
11週 　　　　〃 部分分数展開と逆ラプラス変換の計算ができる
12週 ラプラス変換の応用 微分方程式への応用ができる
13週 　　　　〃 たたみこみを使って積分方程式を解ける
14週 　　　　〃 線形システムの伝達関数が計算できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合

試験 発表 相互評価 態度
ポートフォリオ
(レポート・小テ
スト)

その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 確率統計　A
科目基礎情報
科目番号 0262 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 新井一道　新　確率統計（大日本図書）
担当教員 森 貞雄
到達目標
1. 　確率の基礎知識を習得し，確率計算ができる．
2.　統計の基礎知識を習得し，実験データの整理に応用できる．
　（データの平均，分散を求めることができる．データから回帰直線を求めることができる．）
3.　有効桁数などを意識した数値計算ができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 確率に関する基礎知識を習得し
，確率計算が適切にできる

確率に関する基礎知識を習得し
，確率計算ができる

確率に関する基礎知識を習得し
，確率計算ができない

評価項目2 統計の基礎知識を習得し，実験デ
ータの整理に適切に応用できる

統計の基礎知識を習得し，実験デ
ータの整理に応用できる

統計の基礎知識を習得し，実験デ
ータの整理に応用できない

評価項目3 有効桁数を意識しデータを適切に
扱うことができる．

有効桁数を意識しデータを扱うこ
とができる．

有効桁数を意識しデータを扱うこ
とができない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要

コンピュータの発達により，データ処理，及び，その基礎となる確率統計はますます身近な学問になってきている．将
来専門の分野で役立てることができるように基礎的な事項を学ぶと共に，自分が理解していることを他の人に説明でき
る能力を身につける．　また，将来，学習を続けるに必要な事柄（解からないことに出会ったらまず自力で考え道を切
り開く努力をする，わからない状態に慣れる，そのうえで相談できる人を見つけ相談する，相談する人がいないときは
もう一度自分で考える等）を身につけることを目的とする．

授業の進め方と授業内
容・方法 この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポートやオンラインテストを実施する．

注意点
内容を頭で理解するだけでなく，計算を間違わない注意深さを養ってほしい．授業で課す演習・レポートは単位取得の
必須要件（＝未提出は単位を認めない）である．やむを得ず欠席した授業で課せられた演習レポート等は各自が確認し
対応すること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 確率と確率分布 確率の定義
2週 確率と確率分布 確率の定義
3週 確率と確率分布 条件付確率
4週 確率と確率分布 条件付確率
5週 確率と確率分布 事象の独立と反復試行
6週 確率と確率分布 事象の独立と反復試行
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 データ解析 度数分布
10週 データ解析 度数分布
11週 データ解析 代表値と散布度
12週 データ解析 代表値と散布度
13週 データ解析 ・相関グラフと回帰直線
14週 データ解析 ・相関グラフと回帰直線
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用数学　B
科目基礎情報
科目番号 0263 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 高遠節夫他5名「新応用数学」（大日本図書）
担当教員 深澤 謙次
到達目標
1．簡単な関数のフーリエ級数の計算ができる。
2．収束定理の説明ができる。
3．簡単な関数の複素形フーリエ級数の計算ができる。
4．簡単な関数のフーリエ変換の計算ができる。
5．たたみこみのフーリエ変換の計算ができる。
6． フーリエ変換を応用して簡単な関数のスペクトルが求められる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 簡単な関数のフーリエ級数を求め
る計算が適切にできる

簡単な関数のフーリエ級数を求め
る計算ができる

簡単な関数のフーリエ級数を求め
る計算ができない

評価項目2 簡単な関数のフーリエ変換を求め
る計算が適切にできる

簡単な関数のフーリエ変換を求め
る計算ができる

簡単な関数のフーリエ変換を求め
る計算ができない

評価項目3
フーリエ変換を応用して簡単な関
数のスペクトルを求める計算が適
切にできる

フーリエ変換を応用して簡単な関
数のスペクトルを求める計算がで
きる

フーリエ変換を応用して簡単な関
数のスペクトルを求める計算がで
きない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
フーリエ級数・フーリエ変換についてその基本的な考え方を理解させ、合わせてそれらの基礎的な計算方法に習熟させ
ることを目的とする。さらに、時間があれば工学への応用にも触れ、道具として活用できるように配慮する。本授業は
学力の向上に必要である。

授業の進め方と授業内
容・方法

例題を解きながら講義を進めていき、適宜演習を行う。また、この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習として
レポートなどを実施する。

注意点 わからないこと・疑問点などがあったら．、遠慮なく質問すること。わからないことをそのままにしておくと、先に進
むにつれてますますわからなくなるので、早いうちに質問するように心がけること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 フーリエ級数の基礎 周期２πの関数のフーリエ級数の定義が書ける
2週 フーリエ級数の基礎 周期２πの関数のフーリエ級数の計算ができる
3週 フーリエ級数の基礎 一般の周期関数のフーリエ級数の計算ができる
4週 フーリエ級数の基礎 フーリエ余弦級数とフーリエ正弦級数の定義が書ける
5週 フーリエ級数の基礎 フーリエ級数の収束定理と級数の和の公式が説明できる
6週 フーリエ級数の基礎 複素フーリエ級数の定義が書ける
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明　フーリエ変換の基礎 フーリエ変換の定義が書ける
9週 フーリエ変換の基礎 フーリエの積分定理と逆フーリエ変換の定義が書ける
10週 フーリエ変換の基礎 フーリエ余弦変換とフーリエ正弦変換の定義が書ける
11週 フーリエ変換の基礎 フーリエ変換の性質について説明できる
12週 フーリエ変換の基礎 たたみこみのフーリエ変換が計算できる
13週 フーリエ変換の応用 スペクトルについて説明できる
14週 フーリエ変換の応用 サンプリング定理について説明できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合

試験 発表 相互評価 態度
ポートフォリオ
(レポート・小テ
スト)

その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 システム工学
科目基礎情報
科目番号 0264 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 井上 浩孝
到達目標
１．ものづくりに必要な知識を高める。
２．製作物の計画・設計を行う。
３．ものづくりの実践を行う。

１．製作物の試験・評価を実施する技術を習得する。
２．実習成果の報告書作成技術を習得する。
３．実習成果のプレゼンテーション能力を習得する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1 ものづくりの実践を適切に行う ものづくりの実践を行う ものづくりの実践を行えない

評価項目2 製作物の試験・評価を実施する技
術を適切に習得できる

製作物の試験・評価を実施する技
術を習得できる

製作物の試験・評価を実施する技
術を習得できない

評価項目3 実習成果のプレゼンテーション能
力を適切に習得できる

実習成果のプレゼンテーション能
力を習得できる

実習成果のプレゼンテーション能
力を習得できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
電気情報工学のものづくりを実践し，ものづくりの技能を身に付ける総合学習を行う。作成した成果は雑誌への投稿や
，コンテストへ応募するなど学外で評価を受けることを目標に設定しているので，優れた完成度の高い作品を作らなけ
ればならない。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習を中心に行う

注意点
優れた完成度の高い作品を製作するために，実習は計画的に行われ，十分な改良を繰り返す必要がある。もし計画に遅
れが生じた場合には，どのようにしてそれを解決するのか考えて行動しなければならない。評価の低い作品には合格点
は出さない。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 総合学習テーマの説明
2週 指導教員グループのもとで実習 ものづくりのための基礎知識
3週 指導教員グループのもとで実習 ものづくりのための基礎知識
4週 指導教員グループのもとで実習 ．開発環境の構築や開発ツールの習得
5週 指導教員グループのもとで実習 ．開発環境の構築や開発ツールの習得
6週 指導教員グループのもとで実習 スケジュールの設定と乖離が生じた場合の対処
7週 指導教員グループのもとで実習 スケジュールの設定と乖離が生じた場合の対処
8週 指導教員グループのもとで実習 スケジュールの設定と乖離が生じた場合の対処
9週 指導教員グループのもとで実習 ものづくり実践
10週 指導教員グループのもとで実習 ものづくり実践
11週 指導教員グループのもとで実習 試験・評価・改良
12週 指導教員グループのもとで実習 試験・評価・改良
13週 指導教員グループのもとで実習 試験・評価・改良
14週 指導教員グループのもとで実習 試験・評価・改良
15週 実習成果報告会 プレゼンテーション
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 20 0 60 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 10 0 30 10 0 50
分野横断的能力 0 10 0 30 10 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 校外実習
科目基礎情報
科目番号 0265 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 4
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 井上 浩孝
到達目標
１．校外実習の趣旨と概要を理解する。
２．実習先の調査、条件等を把握する。
１．現場の実状に触れることによって技術に対する社会の要請を知るとともに、学問の意義を再確認する。
２．学問と生産の関連を体験することにより、自己の能力を開発する基礎を養う。
３．技術者としての問題意識を養い、卒業研究における自主性を高める。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 実習先の調査、条件等を詳細に把
握する

実習先の調査、条件等を把握でき
る

実習先の調査、条件等を把握でき
ない

評価項目2
現場の実状に触れることによって
技術に対する社会の要請を知ると
ともに、学問の意義を適切に再確
認できる

現場の実状に触れることによって
技術に対する社会の要請を知ると
ともに、学問の意義を再確認でき
る

現場の実状に触れることによって
技術に対する社会の要請を知ると
ともに、学問の意義を再確認でき
ない

評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 　校外実習機関（企業や大学等）において、夏期休業中に実習を行い、技術に対する社会の要請を修得するとともに、

学問の意義を理解し、エンジニアとしての自主性を養成する。
授業の進め方と授業内
容・方法 校外実習を行う

注意点
　生産現場で実習体験を行うことになるので、安全には十分に注意すること。就職前に学問と実践を体験することによ
り、学問の意識を再確認することができます。また、就職先を決定する際の大きな要因となりますので、できるだけ多
くの学生が参加して下さい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 実習の概要説明
2週 実習の実施 夏期休業期間を利用して実習を行う
3週 実習の実施 夏期休業期間を利用して実習を行う
4週 実習の実施 夏期休業期間を利用して実習を行う
5週 実習の実施 夏期休業期間を利用して実習を行う
6週 実習の実施 夏期休業期間を利用して実習を行う
7週 実習の実施 夏期休業期間を利用して実習を行う
8週 実習の実施 夏期休業期間を利用して実習を行う
9週 実習の実施 夏期休業期間を利用して実習を行う
10週 実習の実施 夏期休業期間を利用して実習を行う
11週 実習の実施 夏期休業期間を利用して実習を行う
12週 実習の実施 夏期休業期間を利用して実習を行う
13週 実習の実施 夏期休業期間を利用して実習を行う
14週 実習の実施 夏期休業期間を利用して実習を行う
15週 実習報告会
16週

後期

1週
2週
3週
4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週
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評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 30 0 0 70 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 15 0 0 35 0 50
分野横断的能力 0 15 0 0 35 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 哲学
科目基礎情報
科目番号 0161 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 中本 慶彦
到達目標
１．哲学の基本的な問題の理解
２．哲学の応用的な問題の理解
３．「知る」「為す」「信じる」ということについての問題に挑戦することを通じた，「哲学する」ことの実践
４．表現能力と共感能力の涵養
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 哲学の応用的な問題が理解できる 哲学の基本的な問題が理解できる 哲学の基本的な問題が理解できな
い

評価項目2 「哲学する」ことの実践ができる 「哲学する」ことの実践がある程
度できる

「哲学する」ことの実践ができな
い

評価項目3 表現能力と共感能力を養える 表現能力と共感能力をある程度養
える 表現能力と共感能力を養えない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 哲学者の思想を学ぶことを通じて，哲学の基礎概念を学ぶとともに，「哲学的に考える」姿勢を学ぶ。他者と共生する

上で必要な己の表現能力および共感能力を養う
授業の進め方と授業内
容・方法 講義（適宜資料を配布する）

注意点
哲学は，誰から「教わる」ものでもなく，自ら「考える」ことによって学ぶ学問です。ただ知識を詰め込むのではなく
，自ら考えて学ぶ過程そのものが哲学なのです。時には周りの人と相談しながら，授業中に挙げられた問題について考
えてみてください。皆さんが積極的に「哲学する」ことを期待します。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 哲学とは何か（１） 哲学を学ぶ意味を理解する
2週 哲学とは何か（２） 私たちの生活における哲学的思考の重要性を理解する
3週 私は何を知りうるか（１） ソクラテスの「無知の知」を理解する
4週 私は何を知りうるか（２） デカルトの「方法的懐疑」を理解する
5週 私は何を知りうるか（３） ヒュームの認識論を理解する
6週 私は何を知りうるか（４） カントの認識論を理解する
7週 中間試験
8週 私は何をなすべきか（１） カントの道徳哲学を理解する
9週 私は何をなすべきか（２） 功利主義の思想を理解する
10週 私は何をなすべきか（３） アリストテレスの徳論を理解する
11週 私は何を望みうるか（１） パスカルの「賭け」の考えを理解する

12週 私は何を望みうるか（２） われわれの日常的な態度としての「信じる」態度を理解す
る

13週 私は何を望みうるか（３） 和辻哲郎の信頼論を理解する

14週 人間とは何か これまでの学習をもとにして「人間とは何か」という問い
に挑戦し、自らの考えを持つことができる

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 100 0 0 0 0 0 100
基礎的能力 100 0 0 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ライフサイエンス・アースサ
イエンスＡ

科目基礎情報
科目番号 0162 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 カラー図解でわかる高校生物超入門（SBクリエイティブ）、地学基礎(数研)
担当教員 芦田 嘉之
到達目標
1．地球上の生物の 共通性と多様性、生物進化の 関係について理解し、説明できる。
2．生物に共通する物質について理解し、説明できる。
3．システムとしての生態系とバイオームを理解し、説明できる。
4．システムとして物質の循環とエネルギーの流れを理解し， 説明できる。
5．太陽系を構成する惑星について説明でき， 地球の構造について理解している。
6．プレートテクトニクスを理解し，プレートの動きと地震・火山活動の関係について説明できる。
7．大気圏のと海洋圏を理解し，天気、気候、気象との関係を説明できる。
8．地球環境の歴史と現状を地球システムとして理解し説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
生物の共通性と多様性、生物進化
の 関係について適切に理解し、詳
細に説明できる。

生物の共通性と多様性、生物進化
の 関係について理解し、説明でき
る。

生物の共通性と多様性、生物進化
の 関係について理解できず、説明
できない。

評価項目2
システムとしての生態系とバイオ
ーム、物質の循環とエネルギーの
流れを適切に理解し、詳細に説明
できる。

システムとしての生態系とバイオ
ーム、物質の循環とエネルギーの
流れを理解し、説明できる。

システムとしての生態系とバイオ
ーム、物質の循環とエネルギーの
流れを理解できず、説明できない
。

評価項目3
太陽系を構成する惑星、地球の歴
史と構造について適切に理解し、
詳細に説明できる。

太陽系を構成する惑星、地球の歴
史と構造について理解し、説明で
きる。

太陽系を構成する惑星、地球の歴
史と構造について理解できず、説
明できない。

評価項目4
固体地球圏、大気圏、海洋圏を地
球システムとして適切に理解し、
詳細に説明できる。

固体地球圏、大気圏、海洋圏を地
球システムとして理解し、説明で
きる。

固体地球圏、大気圏、海洋圏を地
球システムとして理解できず、説
明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
ライフサイエンス・アースサイエンスは生物を中心とした地球環境を理解し、人間と自然との関係を統合的に考える力
を養うことを目標とする。これらの知識を得る過程で、科学的な考え方を身につけ、自らの専門分野に関係する課題に
対処できるようにする。

授業の進め方と授業内
容・方法 PowerPointによる講義を基本とし、毎週レポート課題を課す。

注意点 地球環境を論じる上で必要不可欠な生物と地学の基礎を学びます。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 生物の共通性と多様性 生物とは何か
2週 生物の共通する特徴 生体物質、細胞、遺伝
3週 生体のエネルギーと代謝 代謝
4週 生命の起源と生物進化 生物種、細胞の起原、生物進化
5週 生態系とバイオーム システムとしての生態系とバイオーム
6週 中間試験
7週 生態系における物質の循環とエネルギーの流れ 生物圏の理解
8週 宇宙と太陽系 宇宙の構造と太陽系の地球
9週 地球の歴史と構造 地球の誕生と現在の地球
10週 プレートテクトニクス プレートの動きで何がわかるか
11週 火山と地震の理解 マグマの生成と断層
12週 大気圏の理解 天気、気候、気象
13週 海洋圏の理解 地球システムとしての海洋圏
14週 地球４６億年の歴史 生物進化と地球環境の関係
15週 期末試験
16週 まとめ

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 保健･体育
科目基礎情報
科目番号 0163 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 実技 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 佐賀野 健
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．ゴルフを行う上でのエチケットやマナーを理解できる。
3．ピッチングの基本的な打ち方ができる。
4．方向・距離感覚を修得し，ある程度狙ったところに打つことができる。
5．バドミントンの基礎技能をゲームで生かすことができる。
6．バドミントン（ダブルス）の集団的技能をゲームで生かすことができる
7．バドミントンのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 ゴルフの技能を生かすことが適切
にできる

ゴルフの技能を生かすことができ
る

ゴルフの技能を生かすことができ
ない

評価項目3 バドミントンの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

バドミントンの技能をゲームで生
かすことができる

バドミントンの技能をゲームで生
かすことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ，運動能力を高
める自己診断資料とする。生涯にわたってスポーツを親しむという観点からゴルフ，バドミントンを学習する。基本的
な個人技能を高めるともに，効果的な練習方法，エチケットマナー，ゲームの企画や運営方法，審判法などを理解させ
る。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション・新体力テスト
1．新体カテスト
新体カテストの測定項目を理解し、正しい測定を実施でき
る
自らの得点を集計し、自己評価できる

2週 新体力テスト
3週 新体力テスト

4週 球技大会の種目
２．球技大会種目の練習
球技大会の種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実
施できる

5週 球技大会の種目

6週 バドミントン

3．バドミントン
ルール・班編成・審判方法を理解し、試合を円滑に運営で
きる
基礎技能（ハイクリア，ドロップ，ドライブ，スマッシュ
，ヘアピン．フライトサービス，サーブレシーブ）を修得
し、試合で実践できる

7週 バドミントン
8週 バドミントン
9週 バドミントン
10週 バドミントン
11週 バドミントン
12週 バドミントン

13週 持久走 4．持久走
長距離走の特性を理解し、駅伝大会で実践できる

14週 バドミントン
15週 バドミントン
16週 バドミントン・スキルテスト

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワーク
科目基礎情報
科目番号 0164 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント等
担当教員 林 和彦
到達目標
1. 1年生においては、高専で学ぶ専門科目の概要を把握し、確固とした目標を持ち、技術者像を明確にイメージする。
2. コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について、2年生においては認識し、3年生におい
ては理解し、4,5年生においては活用することができる．
3. 主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力に
ついて、2年生においてはその必要性を認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては必要に応じて発揮できる．
4. 創成能力やエンジニアリングデザイン能力を2年生においては認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては活用することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない

評価項目2

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用が適切にできる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができない

評価項目3
創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用が適切にでき
る

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができる

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点
在学期間中に同じテーマは最長で2年間まで選択できますが、可能な限り多くのテーマに取り組む方が学習効果が上がり
ます。また、テーマによっては1回だけ選択できるテーマもありますので、担当教員に確認して下さい。テーマ内容につ
いては、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。（※）テーマによっては、中間試験および期末試
験および学年末試験を行う．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

2週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

3週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

4週 チーム編成，個別ガイダンス 各テーマごとに分かれて，課題設定と課題解決プロセスを
理解する。

5週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

6週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表
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14週 レポート作成と活動内容の振り返り レポート作成：発表会後，活動成果としてレポートを作成
する．

15週 期末試験（※）

16週 レポート提出と後期の活動のための計画立案
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

後期

1週 活動内容の目標の確認
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

2週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

3週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

4週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

5週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

6週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

7週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

8週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表

14週 振り返りとレポート作成 レポート作成：後期は1年間の活動内容を総括してレポート
を作成する．

15週 学年末試験（※）
16週 レポート提出

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 20 30 0 50
分野横断的能力 0 0 0 20 30 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語
科目基礎情報
科目番号 0165 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 鈴木佑治『プロジェクト発信型英語 Volume 1』（南雲堂）
担当教員 冨村 憲貴
到達目標
1. 自分の考えを英語でプレゼンテーションできること
2. 英語プレゼンテーションのためのリサーチができること
3. 英語で質疑応答できること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の考えや感情を英語で適切に
表現できる

自分の考えや感情を英語で表現で
きる

自分の考えや感情を英語で表現で
きない

評価項目2 英語プレゼンテーションのための
リサーチが適切に行える

英語プレゼンテーションのための
リサーチが行える

英語プレゼンテーションのための
リサーチが適切に行えない

評価項目3 英語で適切に質疑応答できる 英語で質疑応答できる 英語で適切に質疑応答できない
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 これまでに学習した英語の文法，語彙等をアクティベートするため，英語でプレゼンテーション活動を行う。本授業は

就職と進学に関連し，コミュニケーション力を高めることができる。
授業の進め方と授業内
容・方法 演習を基本とする。

注意点

授業にはテキスト・辞書を必ず持参すること。学生諸君が英語を使う時間が多く取られるので，積極的に取り組み，疑
問点は遠慮無く質問するよう期待する。

【カリキュラムの中での位置づけ】
1～4学年の英語関連科目で学んだ内容および技能を基礎に，さらに英語力を伸ばすための科目。
【先行して理解する必要のある科目】
コミュニケーション英語I，II，英語表現I，II，英語（4年選択科目）
【同時に学ぶ科目】
なし
【ＥＳＤとの関連 （教育目標）】
（ESD1）
テキストの演習を通して，英語でのコミュニケーション能力を高めることで，他文化の人々と協力して行動するための
素養を身につける。
【評価方法と基準】
JABEE合格基準：60%以上
前期中間試験17.5%+前期期末試験17.5%+後期中間試験17.5%+後期期末試験17.5%+ ポートフォリオ
30%=100%(100点)
60％以上を合格とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 Unit 1 学生同士がコミュニケーションする雰囲気を作ることがで
きる

2週 Unit 2 英語で自分の好きなことについて話すことができる
3週 Unit 3 リサーチについて理解できる
4週 Unit 4 ミニ・プロジェクトの切り口を考えることができる

5週 Unit 5 ミニ・プロジェクトの切り口を選んでテーマを決め、リサ
ーチできる

6週 Unit 6, 7 ミニ・プロジェクトのリサーチを進め、中間プレゼンテー
ションのスライドを作ることができる

7週 中間試験
8週 試験結果返却・説明
9週 Unit 10 割り込みと繰り返しを用いた質疑応答ができる
10週 Unit 11 確認と説明を用いた質疑応答ができる
11週 Unit 12 期末プレゼンテーションの概要をまとめることができる
12週 Unit 13 期末プレゼンテーションの原稿を作ることができる
13週 Unit 14 期末プレゼンテーションの原稿を作ることができる
14週 Unit 15 期末プレゼンテーションのスライドを作ることができる
15週 期末試験
16週 試験結果返却・説明

後期

1週 Unit 16 リサーチの構成要素を理解できる
2週 Unit 17 インタビューの原案を作ることができる
3週 Unit 18 アンケートの原案を作ることができる
4週 Unit 19 マルチメディア資料のサマリーを作ることができる
5週 Unit 20 マルチメディア資料のサマリーを発表することができる
6週 Unit 21 中間プレゼンテーションの原稿を作ることができる
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7週 Unit 22 中間プレゼンテーションのスライドを作ることができる
8週 中間試験
9週 試験結果返却・説明

10週 Unit 23 パラグラフリーディングの技術を用いて、パラグラフのメ
インアイデアを取り出すことができる

11週 Unit 24 パラグラフリーディングの技術を用いて、パラグラフのメ
インアイデアを取り出すことができる

12週 Unit 25, 26 パラグラフリーディングの技術を用いて、文章のサマリー
を作成できる

13週 Unit 27 最終プレゼンテーションのアウトラインを作ることができ
る

14週 Unit 27 最終プレゼンテーションの原稿とスライドを作ることがで
きる

15週 学年末試験
16週 試験結果返却・説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ドイツ語
科目基礎情報
科目番号 0166 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 高橋亮介、川名真矢『アプライゼ　伝え合うドイツ語』朝日出版社
担当教員 西谷 明子
到達目標
1. ドイツ語であいさつ、自己紹介ができる。
2. ドイツ語で簡単な日常会話ができる。
3. ドイツ語で簡単な質問をし、答えることができる。
4. 辞書を使って簡単な文を読み、作文することができる。
5. ドイツ語のつづりと発音の法則を理解し、発音したり聞き取ったりできる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 ドイツ語であいさつ，自己紹介が
適切にできる。

ドイツ語であいさつ，自己紹介が
できる。

ドイツ語であいさつ，自己紹介が
できない。

評価項目2 ドイツ語で簡単な日常会話が適切
にできる。

ドイツ語で簡単な日常会話ができ
る。

ドイツ語で簡単な日常会話ができ
ない。

評価項目3 ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることが適切にできる。

ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることができる。

ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることができない。

評価項目4 辞書を使って簡単な文を読み，作
文することが適切にできる。

辞書を使って簡単な文を読み，作
文することができる。 辞書を使うことができない。

評価項目5
ドイツ語のつづりと発音の法則を
適切に理解し、発音したり聞き取
ったりできる。

ドイツ語のつづりと発音の法則を
理解し、発音したり聞き取ったり
できる。

ドイツ語のつづりと発音の法則を
理解していない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 入門的な文法を習得した学生を対象とする。初級ドイツ語文法と簡単な日常会話を習得する。また，ドイツ語圏の歴史

や文化についても理解を深める。
授業の進め方と授業内
容・方法 教科書及び付属のCD、DVDを用いた講義。ペアワークによる会話練習。スマートフォンを用いた小テストを行う。

注意点 授業には毎回必ず辞書を持参すること。授業中でも授業後でも，質問があれば受け付ける。ペアワークへの積極的な参
加を求める。課題、提出物はすべて100点満点で採点し、学期末の成績に含める。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 復習小テスト 4年生の内容の復習（持ち込み不可）
2週 Lektion 5 3・4格支配の前置詞について理解できる

3週 Lektion 5 前置詞の熟語的用法、前置詞と代名詞の融合形が理解でき
る

4週 Lektion 5 接続詞を使うことができる
5週 Lektion 6 話法の助動詞könnenを使うことができる

6週 Lektion 6 話法の助動詞を使って義務や許可、禁止について表現でき
る

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 Lektion 6 未来形を使うことができる
10週 Lektion 6 分離動詞、非分離動詞を使うことができる
11週 Lektion 6 列車の時刻表を見ながら会話ができる
12週 Lektion 7 動詞の過去基本形、過去人称変化が理解できる
13週 Lektion 7 過去のことについて会話できる
14週 まとめと復習 動詞と冠詞の変化が理解できる、発音の規則が理解できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 復習小テスト 前期の内容が理解できている

2週 Lektion 7 過去分詞をつくることができる、現在完了形について理解
できる

3週 Lektion 7 現在完了形を使って会話ができる
4週 Lektion 8 形容詞の格変化が理解できる
5週 Lektion 8 形容詞の付加語的用法を使って会話ができる
6週 Lektion 8 形容詞の比較級・最上級が理解できる
7週 Lektion 8 形容詞の比較級・最上級を使って会話ができる
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 Lektion 9 zu不定詞の用法を理解できる
11週 Lektion 9 zu不定詞を使って会話ができる
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12週 Lektion 9 現在分詞と過去分詞の用法が理解できる
13週 Lektion 9 非人称esの用法が理解できる
14週 まとめと復習
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 10 0 20 0 100
基礎的能力 70 0 10 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 中国語
科目基礎情報
科目番号 0167 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材  相原茂・陳淑梅・飯田敦子「日中いぶこみ交差点」（朝日出版社）
担当教員 香村 慶太
到達目標
１．4年生で学習した内容復習し，そのうえで応用表現を習得することで，会話の幅を広げます。
２．中国の社会・文化に関する様々な話題を取り上げ，中国についての理解を深めます。
３．練習問題を通じて，中国語の読解力や理解力を高めます。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
4年生で学習した内容を復習し
，そのうえで応用表現を習得する
ことで，適切に会話の幅を広け
゙ることができる

4年生で学習した内容を復習し
，そのうえで応用表現を習得する
ことで，会話の幅を広げるこ
とができる

4年生で学習した内容を復習し
，そのうえで応用表現を習得する
ことで，会話の幅を広げるこ
とができない

評価項目2
中国の社会・文化に関する様々な
話題を取り上げ，中国について
適切な理解を深めることができる

中国の社会・文化に関する話題を
取り上げ，中国について理解がで
きる

中国の社会・文化に関する話題を
取り上げ，中国について理解がで
きない

評価項目3
練習問題を通じて，中国語の読解
力や理解力を適切に高めることが
できる

練習問題を通じて，中国語の読解
力や理解力を高めることができる

練習問題を通じて，中国語の読解
力や理解力を高めることができな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 この授業では，基礎となる中国語の文法・会話表現を復習しながら，より高度な表現を習得することで，一定程

度の実力をつけさせる。す。
授業の進め方と授業内
容・方法 発音方法、文型模倣練習法、模倣記憶返複法などを必要に合わせて応用する。

注意点 試験前にまとめて勉強するのではなく，普段の授業を大切に，しっかり知識の基盤を築くことを期待する。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 第１１課-①② 本文・助動詞“要”・主述述語文
2週 第１１課-③④ 比較の言い方・前置詞の“”
3週 第１２課-①② 本文・助動詞“可以”
4週 第１２課-③④⑤ 方向補語・連動文・お金の言い方
5週 第1３課-①② 本文・“怎么”・前置詞の“离”“从”“往”
6週 復習
7週 中間試験
8週 第1３課-③④⑤ 助動詞の“得”・動詞の“在”・動詞のあとの“了”
9週 第1４課-①② 本文・年月日と曜日の言い方・“快～了”
10週 第1４課-③④⑤　 “了”・“跟”・“一～一”
11週 第1５課-①② 本文・時刻の言い方・時間量の言い方
12週 第1５課-③④ 禁止表現“别”・“挺”
13週 第1６課-①② 本文・助動詞の“会”・結果補語
14週 復習
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 第１６課-③④ “不”と“没”・方位詞
2週 第１７課-①② 本文・助動詞の“能”・前置詞の“在”
3週 第１７課-③④ “再”・可能補語
4週 第１８課-①② 本文・態様補語と程度補語・前置詞の“用”
5週 第1８課-③④ “一下”・二重目的語をとる動詞
6週 復習
7週 中間試験
8週 第1９課-① 本文・“有点儿”と“一点儿”
9週 第1９課-②③ 進行の表し方・“是～的”
10週 第１９課-④⑤ “”使役文・“～着”
11週 第２０課-① 本文・“吧”構文
12週 第２０課-② “被”構文
13週 第２０課-③④ 存現文・“祝”祈る言葉
14週 復習
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明
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評価割合
試験 課題 授業参加度 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 10 10 10 0 0 100
基礎的能力 70 10 10 10 ０ 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ハングル
科目基礎情報
科目番号 0168 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 木内明著『基礎から学ぶ韓国語講座（初級）改訂版』国書刊行会、木内明著『基礎から学ぶ韓国語講座（中級）改訂版
』国書刊行会

担当教員 李 政樹
到達目標
１．動詞・形容詞等の活用ができる。
２．簡単な作文ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 動詞・形容詞等の活用が適切にで
きる 動詞・形容詞等の活用ができる 動詞・形容詞等の活用ができない

評価項目2 簡単な作文が適切にできる 簡単な作文ができる 簡単な作文ができない
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 １年間学習した者を対象にする。２年間の学習でハングル能力検定試験５級の合格程度の力をつける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする

注意点 欠席の場合は後日の授業に多大な支障が生じるため，欠席は絶対にしないこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 基礎編(第1課～7課)の内容の復習　　　　　第9課．それ
は1万ウォンです

文字編（子音と母音）の復習 　　　          基本挨拶　　　
　　　　　　　　                  体言＋です、漢数詞の学習

2週 第１課～第3課の復習、　　　　　　　　　    第9課．それ
は1万ウォンです　　　　　　 体言＋です、漢数詞の学習

3週 第4課～第6課の復習、   　　　　　          第10課．今、
何時ですか　 いくつ、固有数詞と時刻の読み方

4週 第7課・第8課復習、   　　　　　　　　      　第10課．今
、何時ですか　　　　　　　　 いくつ、固有数詞と時刻の読み方

5週 第11課．日本語を話されますか 敬語

6週 第12課．そんなに遠くありません            第9課～12課の
復習 用言の否定、～するといい

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 第13課．いつ韓国に来ましたか 用言・敬語の過去形
10週 第14課．民俗村に一緒に行きましょう 勧誘表現、何の～
11週 第15課．パーティーの準備をしています 現在進行形、丁寧な命令形１
12週 第16課．何も食べられませんでした 可能表現、不可能表現
13週 第17課．陶磁器が見たいです 希望表現、丁寧な命令形２
14週 第13課～第17課の復習 既習内容の確認・まとめ
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 第9課～第11課の復習、                           第18課．写真
を撮ってもいいですか 許しの表現、禁止表現

2週 第12課～第14課の復習、                           第18課．写
真を撮ってもいいですか 許しの表現、禁止表現

3週 第15課～第17課の復習、                         第19課．帰国
しなければなりません 義務表現、意志表現

4週 第19課．帰国しなければなりません
第20課．手紙を書きますよ 義務表現、意志表現

5週 第20課．手紙を書きますよ            　     初級内容のまと
め

義務表現、意志表現                            既習内容の確認・
まとめ

6週 『基礎から学ぶ韓国語講座（中級）改訂版』　　　　　　
　　　　　　　　第1課．遅れて申し訳ありません 動作の原因、様態、並列

7週 初級第18課～20課、中級第1課の復習 既習内容の確認・まとめ
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 第2課．この背の高い人がご主人ですか 形容詞の現在連体形

11週 第3課．付き合っている人はいませんでした 動詞、存在詞の現在連体形　　　　　　　  動詞、存在詞の
過去連体形

12週 第4課．通いながらずっと学びましたが　　　 動詞、存在詞の現在連体形　　　　　　　  動詞、存在詞の
過去連体形
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13週 第5課．どこに行くつもりですか 動詞、存在詞の未来連体形　　　　         ～してみる
14週 中級第2課～第５課の復習
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 卒業研究
科目基礎情報
科目番号 0144 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 9
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 前期:8 後期:10
教科書/教材
担当教員 平野 旭
到達目標
１．電気情報工学の専門知識を深め，技術力，研究能力を高める。
２．報告書の作成技術を習得する。
３．研究成果のプレゼンテーション能力を習得する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
電気情報工学の専門知識を深め
，技術力，研究能力を適切に高め
る

電気情報工学の専門知識を深め
，技術力，研究能力を高める

電気情報工学の専門知識を深め
，技術力，研究能力を高められな
かった

評価項目2 報告書の作成技術を適切に習得で
きた 報告書の作成技術を習得できた 報告書の作成技術を習得できなか

った

評価項目3 研究成果のプレゼンテーション能
力を適切に習得できた

研究成果のプレゼンテーション能
力を習得できた

研究成果のプレゼンテーション能
力を習得できなかった

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
これまで学習した電気情報工学の専門知識を活用して，指導教員の専門分野の研究開発状況を学び，その専門分野の調
査・研究を行い，知識をさらに深め独創力，創造力，研究開発能力および研究発表能力を養うことを目的とする。本授
業は進学と就職に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 指導教員が必要に応じて指定する。

注意点
理解できない点や質問等があれば，適宜指導教員に質問し，卒業研究テーマの内容を完全に理解すること。電気情報工
学科の最終的な総まとめの科目であるので，卒業研究テーマの内容を理解し，発表方法や卒業論文のまとめ方を習得す
ること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 卒業研究テーマの説明
2週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
3週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
4週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
5週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
6週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
7週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
8週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
9週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
10週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
11週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
12週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
13週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
14週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
15週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
16週

後期

1週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
2週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
3週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
4週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
5週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
6週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
7週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
8週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
9週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
10週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
11週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
12週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
13週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
14週 指導教員のもとでの研究 指導教員のもとでの研究ができる
15週 卒業研究成果発表会
16週
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評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 20 0 30 50 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 10 0 15 25 0 50
分野横断的能力 0 10 0 15 25 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 技術者倫理
科目基礎情報
科目番号 0145 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 参考：北原義典「はじめての技術者倫理」（講談社）、一般社団法人近畿科学協会　工学倫理研究会「技術者による実
践的工学倫理＜第4版＞」（化学同人）、直江清隆・盛永審一郎「理系のための科学技術者倫理」（丸善出版）

担当教員 小倉 亜紗美
到達目標
1．技術者倫理が必要とされる社会的背景や重要性を理解し、社会における技術者の役割と責任を説明できる。
2．説明責任、製造物責任、リスク評価など、技術者の行動に関する基本的事項を理解し、説明できる。
3．科学技術が自然環境に及ぼす影響を理解し、技術者がどのように対処すべきかを考えることができる。
4．技術者が組織の一員として働く上で直面する問題を理解し、その解決のあり方を検討することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目１
社会における技術者の役割と責任
を理解し、現実的な問題に当ては
めて考えることができる。

社会における技術者の役割と責任
を理解し、説明できる。

社会における技術者の役割と責任
を理解し、説明できない。

評価項目２
技術者の行動に関する基本的事項
を理解し、現実的な問題に当ては
めて考えることができる。

技術者の行動に関する基本的事項
を理解し、説明できる。

技術者の行動に関する基本的事項
を理解し、説明できない。

評価項目３
技術者が組織の一員として働く上
で直面する問題を理解し、その解
決のあり方を主体的に検討するこ
とができる。

技術者が組織の一員として働く上
で直面する問題を理解し、説明で
きる。

技術者が組織の一員として働く上
で直面する問題を理解し、説明で
きない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
科学技術の進歩は我々の生活環境や社会に大きな影響を及ぼし、物質的な豊かさをもたらした一方で様々な問題も引き
起こしている。近年科学技術の発展を背景とする様々な事故や不祥事が表面化するにつれ、技術者自身の責任や判断に
対する自覚が求められるようになってきた。そこで、具体的事例をもとに、技術者技術者が直面する倫理的問題につい
て深く理解し、倫理的判断を常に意識し実行することが出来る技術者の育成を目的とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義とディスカッションを基本とする。事前・事後学習として講義やディスカッションの内容について、学生自らが考
えたこと、この授業を受講する前と後の考えの変化などをレポートにして提出してもらいます。

注意点 この授業は、講義の内容を理解し、それを元にディスカッションなどを行い、レポートを提出してもらいます。積極的
に講義に参加し、学んでください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 イントロダクション：なぜ技術者倫理を学ぶのか 技術者倫理を学ぶ意義を理解し説明することができる

2週 技術者と倫理 技術者倫理の歴史的背景、技術者としてとるべき行動規範
について理解し説明することができる

3週 組織と技術者倫理 組織としての技術者の役割と、技術者としての判断、内部
告発について理解し説明することができる

4週 国際規格とグローバル化
国際標準化機構（ISO）規格や、グローバル化が社会構造
や技術者に与える影響について理解し説明することができ
る

5週 製造物責任と技術者 製造物責任法や説明責任について理解し説明することがで
きる

6週 技術者としての行動1 技術者として問題に直面した際にどのような倫理的判断を
行うべきか事例をもとに考察する

7週 中間試験
8週 試験の解説、安全とリスク１：リスク評価 リスク評価について理解し、説明することができる

9週 安全とリスク２：設計と技術革新 設計プロセスにおけるリスクマネジメント、技術革新がも
たらすリスクについて理解し説明することができる

10週 安全とリスク３：ヒューマンエラーと集団思考 ヒューマンエラーと集団思考について理解し説明すること
ができる

11週 技術と環境１：公害・環境問題 公害・環境問題の歴史を通じて技術者倫理の重要性につい
て深く理解し説明することができる

12週 技術と環境２：情報技術とバイオテクノロジー 情報技術とバイオテクノロジーがもたらす倫理的問題につ
いて理解し説明することができる

13週 技術と環境３：持続可能な社会の構築 持続可能な社会とは何か、その構築がなぜ必要かを理解し
説明することができる

14週 技術者と法規 知的財産の保護、守秘義務など技術者に深く関わる法規に
ついて理解し説明することができる

15週 後期試験
16週 試験の解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 60 20 0 0 20 0 100
基礎的能力 30 10 0 0 10 0 50
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
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分野横断的能力 30 10 0 0 10 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 エネルギ制御工学実験
科目基礎情報
科目番号 0146 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 4
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 前期:6 後期:2
教科書/教材
担当教員 黒木 太司,田中 誠,山脇 正雄,横瀬 義雄,井上 浩孝
到達目標
１．電気情報工学で学んだ理論を実験により確認できる。
２．実験で得られた結果を解析・検討することができる。
３．報告書をまとめることができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 電気情報工学で学んだ理論を実験
により適切に確認できる

電気情報工学で学んだ理論を実験
により確認できる

電気情報工学で学んだ理論を実験
により確認できない

評価項目2 実験で得られた結果を解析・検討
することが適切にできる

実験で得られた結果を解析・検討
することができる

実験で得られた結果を解析・検討
することができない

評価項目3 報告書をまとめることが適切にで
きる 報告書をまとめることができる 報告書をまとめることができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
　電力・エネルギ分野，情報通信分野，システム・制御分野にわたって電気情報工学関連の各専門分野の理論と実際の
現象について理解を深めるとともに，実験データ処理方法，工学的な解析能力，考察能力を高めることを目的とする。
。本授業は進学と就職に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法

演習を基本とする。通年科目であるが、卒業研究や進路状況により前期に集中して行うことがある。
実験は週毎に新しいテーマの機械学習関連実験、ソフトコンピューティング実験、回路シミュレーション実験、センチ
波・ミリ波工学実験、C言語によるdsPICマイコン実験を行う。

注意点 理解できない点や質問等があれば，適宜指導教員に質問し，実験テーマの内容を完全に理解すること。報告書による評
価の重みが大きいので期限内に必ず提出すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 実験ガイダンス 各テーマの説明を行う
2週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
3週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
4週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
5週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
6週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
7週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
8週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
9週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
10週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
11週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
12週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
13週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
14週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
15週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
16週

後期

1週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
2週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
3週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
4週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
5週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
6週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
7週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
8週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
9週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
10週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
11週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
12週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
13週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
14週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
15週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する。
16週

評価割合
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試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 40 60 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 情報通信工学実験
科目基礎情報
科目番号 0147 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 4
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 前期:6 後期:2
教科書/教材
担当教員 黒木 太司,田中 誠,山脇 正雄,横瀬 義雄,井上 浩孝
到達目標
１．電気情報工学で学んだ理論を実験により確認できる。
２．実験で得られた結果を解析・検討することができる。
３．報告書をまとめることができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 電気情報工学で学んだ理論を実験
により適切に確認できる

電気情報工学で学んだ理論を実験
により確認できる

電気情報工学で学んだ理論を実験
により確認できない

評価項目2 実験で得られた結果を解析・検討
することが適切にできる

実験で得られた結果を解析・検討
することができる

実験で得られた結果を解析・検討
することができない

評価項目3 報告書をまとめることが適切にで
きる 報告書をまとめることができる 報告書をまとめることができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
　電力・エネルギ分野，情報通信分野，システム・制御分野にわたって電気情報工学関連の各専門分野の理論と実際の
現象について理解を深めるとともに，実験データ処理方法，工学的な解析能力，考察能力を高めることを目的とする。
。本授業は進学と就職に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法

演習を基本とする。通年科目であるが、卒業研究や進路状況により前期に集中して行うことがある。
実験は週毎に新しいテーマの機械学習関連実験、ソフトコンピューティング実験、回路シミュレーション実験、センチ
波・ミリ波工学実験、C言語によるdsPICマイコンを行う。

注意点 理解できない点や質問等があれば，適宜指導教員に質問し，実験テーマの内容を完全に理解すること。報告書による評
価の重みが大きいので期限内に必ず提出すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 実験ガイダンス 各テーマの説明を行う
2週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
3週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
4週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
5週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
6週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
7週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
8週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
9週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
10週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
11週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
12週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
13週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
14週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
15週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
16週

後期

1週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
2週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
3週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
4週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
5週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
6週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
7週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
8週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
9週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
10週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
11週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
12週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
13週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
14週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
15週 各班ごとに実験を行う 各班ごとに実験を行い，期限内に報告書を提出する
16週

評価割合
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試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 40 60 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 エネルギネットワーク工学
科目基礎情報
科目番号 0148 科目区分 専門 / 選択必修／選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 改訂版「送電・配電」 道上 勉著 電気学会
担当教員 藤井 敏則
到達目標
1. 電力系統の概要(我が国の基幹系統，系統連系の得失)が説明できる。
2. 送電線の等価回路(R-Xモデル,π型モデル)を理解し，電圧，電流，電力の計算ができる。
3. 単位法を理解し，電圧階級が混在しても容易に電圧計算ができる。
4. 安定度の概念，基本的な用語（定態，過渡など）が説明できる。
5. 電力系統の故障，その原因および防止対策が説明できる。
6. 各種中性点接地方式について，適用系統およびその理由が説明できる。
1. 故障計算を理解し，電力系統の短絡，地絡時の電圧，電流が計算できる。
2. 架空送電線，地中送電線の構造，得失が説明できる。
3. 電力系統の保護について，目的，方法が説明できる。
4. 変電所の構成，機能が概略説明できる。
5. 直流送電の得失，交直変換器の動作原理が説明できる。
6. 高圧，低圧配電線の各種構成方式，保護方式が説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
送電線の等価回路(R-Xモデル,π型
モデル)を理解し，電圧，電流，電
力の計算が適切にできる

送電線の等価回路(R-Xモデル,π型
モデル)を理解し，電圧，電流，電
力の計算ができる

送電線の等価回路(R-Xモデル,π型
モデル)を理解し，電圧，電流，電
力の計算ができない

評価項目2
故障計算を理解し，電力系統の短
絡，地絡時の電圧，電流が適切に
計算できる

故障計算を理解し，電力系統の短
絡，地絡時の電圧，電流が計算で
きる

故障計算を理解し，電力系統の短
絡，地絡時の電圧，電流が計算で
きない

評価項目3 送電線の種類と線路定数の応用計
算ができる

送電線の種類と線路定数の計算が
できる

送電線の種類と線路定数の計算が
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 発電所から需要家に電力を輸送するためには各種の送配変電設備が必要である。機器の特性や電力系統全体の特性を知

り，電力を効率良く安全に輸送するために必要な技術について学習する。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義を基本とする。試験は，定期試験を４回実施する。
この科目は、電力送配電に関する実践的な講義形式で授業を行うものである。全ての講義を日本鋼管(現JFEスチール)で
電気設備担当の実務経験のある常勤教授が担当する。

注意点 電力システムを総括的に学習する本科目は非常に重要であるとともに，電気主任技術者資格の取得に関わる科目である
から，内容を十分に理解する必要がある。講義内容について疑問点がある場合には適宜質問し，理解度を上げること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 電力系統の概要 電力系統の概要(我が国の基幹系統，系統連系の得失)が説
明できる。

2週 電力系統の概要 電力系統の概要(我が国の基幹系統，系統連系の得失)が説
明できる。

3週 電力系統の電気的特性 送電線の等価回路(R-Xモデル,π型モデル)を理解し，電圧
，電流，電力の計算ができる。

4週 電力系統の電気的特性 送電線の等価回路(R-Xモデル,π型モデル)を理解し，電圧
，電流，電力の計算ができる。

5週 電力系統の電気的特性 単位法を理解し，電圧階級が混在しても容易に電圧計算が
できる。

6週 電力系統の電気的特性 単位法を理解し，電圧階級が混在しても容易に電圧計算が
できる。

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 電力系統の電気的特性 安定度の概念，基本的な用語（定態，過渡など）が説明で
きる。

10週 電力系統の電気的特性 安定度の概念，基本的な用語（定態，過渡など）が説明で
きる。

11週 電力系統の電気的特性 電力系統の故障，その原因および防止対策が説明できる。
12週 電力系統の電気的特性 電力系統の故障，その原因および防止対策が説明できる。
13週 電力系統の電気的特性 電力系統の故障，その原因および防止対策が説明できる。

14週 電力系統の電気的特性 各種中性点接地方式について，適用系統およびその理由が
説明できる。

15週 答案返却・解答説明
16週

後期

1週 電力系統の電気的特性 故障計算を理解し，電力系統の短絡，地絡時の電圧，電流
が計算できる。

2週 電力系統の電気的特性 電力系統の保護について，目的，方法が説明できる。
3週 送電線路と線路定数 絶縁設計の考え方が説明できる。
4週 送電線路と線路定数 変電所の構成，機能が概略説明できる。
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5週 送電線路と線路定数 送電線の種類と線路定数の計算ができる。
6週 送電線路と線路定数 送電線路の機械的特性，電線コロナが説明できる。
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 配電方式と配電線 高圧，低圧配電線の各種構成方式，保護方式が説明できる
。

10週 配電方式と配電線 高圧，低圧配電線の各種構成方式，保護方式が説明できる
。

11週 変電 変電所の構成，機能が概略説明できる。
12週 変電 変電所の構成，機能が概略説明できる。
13週 直流送電 直流送電の得失，交直変換器の動作原理が説明できる。
14週 誘導障害 誘導障害が説明できる。
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 エネルギ変換工学Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0149 科目区分 専門 / 選択必修／選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 電気学会大学講座，「電気機器工学」（電気学会）
担当教員 横沼 実雄
到達目標
１．主な電気機器の種類および特長を基に応用分野を説明できる。
２．直流機の構造の説明および動作理論について説明と計算ができる。
３．直流機の特性曲線を用いた説明と計算，および運転運用についての説明ができる。
４．同期機の構造の説明および動作理論について説明と計算ができる。
５．同期機のベクトル図，等価回路の作成とこれを用いた計算ができる。
６．同期機の特性曲線を用いた説明と計算，および運転運用についての説明ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
直流機の構造および動作理論につ
いて適切な説明および応用計算が
できる。

直流機の構造および動作理論につ
いて説明および基本的な計算がで
きる。

直流機の構造および動作理論につ
いて基本的な説明または計算がで
きない。

評価項目2
直流発電機および電動機について
，特性曲線等から応用計算ができ
，運転運用について適切に説明で
きる。

直流発電機および電動機について
，特性曲線等から必要な計算がで
き，運転運用について説明できる
。

直流発電機および電動機について
，特性曲線等から基本的な計算ま
たは運転運用の説明ができない。

評価項目3
同期機の構造および動作理論につ
いて適切な説明および特性曲線か
らの応用計算，運転運用の適切な
説明ができる。

同期機の構造および動作理論につ
いて説明および必要な計算ができ
る。

同期機の構造および動作理論につ
いて基本的な説明または計算がで
きない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
　　本講義では，主として直流機と同期機を中心に講義を行う。前半では，直流機の基礎理論，構造，特性，始動・速
度制御等について講義する。後半では，同期発電機の基礎理論，構造，特性解析，並行運転，同期電動機等の講義をす
る。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義を基本として行う。定期試験以外に，課題のレポート提出を課し，また講義中に製作演習，小テストを実施する
．この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポートを実施します．

注意点
　理解できない点が有れば随時質問し，講義内容を完全に理解すること。電気分野の重要な基礎科目であり，また電気
主任技術者試験で絶対に必要な科目であるので，実験実習の内容や電気磁気学，電気回路の内容の復習を十分行って講
義を受けること。省エネルギ技術の基礎として，今後とも重要な知識である。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 直流機と同期機の概要 直流機と同期機の概要説明ができる

2週 直流機の構造と原理 直流機の原理と構造，巻線方式と励磁方式の説明と計算が
できる

3週 直流機の構造と原理 電機子反作用の原理と影響説明できる

4週 直流発電機 直流発電機について，特性曲線等から必要な計算ができ
，運転運用について説明できる。

5週 直流電動機 電動機について，特性曲線等から必要な計算ができ，運転
運用について説明できる。

6週 直流機の始動・制動・速度制御 電動機について，特性曲線等から必要な計算ができ，運転
運用について説明できる。

7週 中間試験
8週 直流電動機製作演習 仕様を満たす電機子条件を検討することができる

9週 同期機の構造と原理 同期機の原理および構造，電機子巻線と誘導起電力につい
て説明できる

10週 同期機の構造と原理 同期機の原理および構造，電機子巻線と誘導起電力につい
て説明できる

11週 同期機の構造と原理 電機子反作用の原理と影響について説明できる

12週 同期機の構造と原理 電機子反作用についてベクトル図を用いた説明，電圧変動
率等の計算ができる

13週 同期電動機の構造と原理 同期電動機の構造，V曲線について説明できる

14週 定態安定度，過渡安定度 電力システムにおける同期機の運用と安定度について説明
できる

15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 エネルギ発生工学
科目基礎情報
科目番号 0150 科目区分 専門 / 選択必修／選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 井上 貴大,難波 亨,吉光 昭典,横瀬 義雄
到達目標
1.エネルギー変換と各種発電方法の概要が説明できる。
2.我が国の電気事業の概要が説明できる。
3.水力発電方式・設備の概要と特徴が説明できる。
4.水力発電に関する基本的な問題が解ける。
5.新エネルギー発電の概要と特徴が説明できる。
1.火力発電方式・設備の概要と特徴が説明できる。
2.火力発電に関する基本的な問題が解ける。
3.熱力学・熱サイクル，熱効率に関する基本的な問題が解ける。
4.原子力発電の概要と特徴が説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 水力発電方式・設備の概要と特徴
、基本的な問題が適切に解ける

水力発電方式・設備の概要と特徴
、基本的な問題が解ける

水力発電方式・設備の概要と特徴
、基本的な問題が解けない

評価項目2 .火力発電に関する基本的な問題が
適切に解ける

.火力発電に関する基本的な問題が
解ける

.火力発電に関する基本的な問題が
解けない

評価項目3 原子力発電の概要と特徴が適切に
説明できる

原子力発電の概要と特徴が説明で
きる

原子力発電の概要と特徴が説明で
きない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 日本のエネルギー情勢および電気エネルギーの発生方法とその特徴について学習する。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義を基本とし，定期試験以外に小テストを実施する。
この科目は、発電工学に関する実践的な講義形式で授業を行うものである。全ての講義を中国電力株式会社で実務を行
っている非常勤講師が担当する。

注意点
近年のエネルギー使用量の増大に伴い，エネルギー資源の枯渇や地球温暖化などの地球環境問題が顕在化している。エ
ネルギー問題は私たちにとって重要な問題であり，それを効率的に利用する基本的な技術は身に付けておかなければな
らない。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 発電の概要 発電に利用されるｴﾈﾙｷﾞｰ源
2週 水力発電 水力発電所の発電方式と水力学
3週 水力発電 発電計画，発電計算
4週 水力発電 水力設備
5週 水力発電 水車および付属設備
6週 中間試験
7週 水力発電 水車発電機と電気設備
8週 水力発電 水車発電機と電気設備
9週 水力発電 揚水発電所
10週 水力発電 揚水発電所
11週 水力発電 水力発電所の自動化と運転，保守
12週 水力発電 水力発電所の自動化と運転，保守
13週 新しい発電 新しい発電の概要と分散形電源
14週 新しい発電 新しい発電の概要と分散形電源
15週 答案返却・解答説明
16週

後期

1週 火力発電 火力発電所の仕組みと熱力学
2週 火力発電 ボイラおよび付属設備
3週 火力発電 蒸気タービンおよび付属設備
4週 火力発電 タービン発電機と電気設備
5週 火力発電 発電計画・熱効率計算
6週 火力発電 汽力発電所の環境対策，保安・保護装置
7週 熱サイクル実習
8週 中間試験
9週 火力発電 汽力発電所の自動化と運転・保守
10週 火力発電 コンバインドサイクル発電
11週 原子力発電 　原子力発電の仕組みと核反応
12週 原子力発電 原子力発電の構成要素と材料
13週 熱効率計算
14週 熱効率計算
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15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 0 20 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 0 20 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 シーケンス制御
科目基礎情報
科目番号 0151 科目区分 専門 / 選択必修／選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 藤井 敏則
到達目標
１．インターロック回路，周期動作回路などの各回路を理解してPCで使用できるようになること
２．ブール代数，真理表，フェン図，カルノー図について理解すること
３．与えられた課題についてPCを用いて制御回路を構築し、動作の発表および実演を行う。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
PCで構築した回路の動作確認をし
，動作の発表および実演が適切に
できた。

PCで構築した回路の動作確認をし
，動作の発表および実演を行った

PCで構築した回路の動作確認をし
，動作の発表および実演ができな
かった

評価項目2
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
　産業界においては自動化・省力化が盛んに行われているが，その一端を担っているものにシーケンスによる自動制御
がある。その基本となるリレー・シーケンスを学習し，次いでPC(Programmable Controller)を学習し，演習を行う。
本授業は進学と就職に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義および演習を基本とする。後半では各個人が，PCのプログラムを作成し動作確認をし，発表を行う。
この科目は、シーケンス制御に関する実践的な講義・演習形式で授業を行うものである。全ての講義・演習を日本鋼管
(現JFEスチール)でシーケンス制御実務経験のある常勤教授が担当する。
この科目は学習単位科目のため、事前・事後学習としてレポートを実施します。

注意点 シーケンス制御は小さな工場でも使用しており，本科で最も実践的な授業であるので，十分勉強すること。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 シーケンスの基礎 シンボル・記号が説明できる
2週 シーケンス回路の基礎１ and回路，or回路，not回路，inhibit回路が説明できる

3週 シーケンス回路の基礎２と演習 インターロック回路，周期動作回路，補元回路，順序回路
，優先回路，補償回路が説明できる

4週 シーケンス回路の演習 シーケンス回路の演習が説明できる
5週 ブール代数，論理回路 ブール代数，真理表，フェン図，カルノー図が説明できる
6週 PCの使い方 PCの使い方が説明できる
7週 中間試験

8週 PCを用いたプログラムの作成，発表 PCで構築した回路の動作確認をし，動作の発表および実演
ができる。

9週 PCを用いたプログラムの作成，発表 PCで構築した回路の動作確認をし，動作の発表および実演
ができる。

10週 PCを用いたプログラムの作成，発表 PCで構築した回路の動作確認をし，動作の発表および実演
ができる。

11週 PCを用いたプログラムの作成，発表 PCで構築した回路の動作確認をし，動作の発表および実演
ができる。

12週 PCを用いたプログラムの作成，発表 PCで構築した回路の動作確認をし，動作の発表および実演
ができる。

13週 PCを用いたプログラムの作成，発表 PCで構築した回路の動作確認をし，動作の発表および実演
ができる。

14週 PCを用いたプログラムの作成，発表 PCで構築した回路の動作確認をし，動作の発表および実演
ができる。

15週 PCを用いたプログラムの作成，発表 PCで構築した回路の動作確認をし，動作の発表および実演
ができる。。

16週 PCを用いたプログラムの作成，発表 PCで構築した回路の動作確認をし，動作の発表および実演
ができる。

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 10 10 10 0 70 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 10 10 10 0 70 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電磁界理論
科目基礎情報
科目番号 0152 科目区分 専門 / 選択必修／選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 適宜プリントなどを配布する。
担当教員 黒木 太司
到達目標
1．周波数に対する電磁波の分類とその名称が説明できる。
2．マックスウェルの方程式の物理的意味が説明できる。
3．電磁界の境界条件が導出できる。
4．ポインティングベクトルの物理的意味が説明できる。
　
　
5．自由空間を伝搬する平面波の電磁界が導出できる。
6．自由空間を伝搬する平面波を伝送線路モデルで等価変換できる。
7．スネルの法則を導くことが出来る。
8．境界面における平面波の振る舞いが説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 マックスウェルの方程式の物理的
意味が適切に説明できる。

マックスウェルの方程式の物理的
意味が説明できる。

マックスウェルの方程式の物理的
意味が説明できない

評価項目2
自由空間を伝搬する平面波を伝送
線路モデルで等価変換が適切にで
きる

自由空間を伝搬する平面波を伝送
線路モデルで等価変換できる

自由空間を伝搬する平面波を伝送
線路モデルで等価変換できない

評価項目3 境界面における平面波の振る舞い
が適切に説明できる

境界面における平面波の振る舞い
が説明できる

境界面における平面波の振る舞い
が適切に説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 電磁界理論の基礎を習得するとともに、電磁波伝搬やアンテナの概要、実用に供されている電磁波システムなどを把握

することを目標とする。本授業では電磁界理論に関する基礎学力を身につけることができる。
授業の進め方と授業内
容・方法

講義を基本とし、適宜課題を実施する。この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポートを実施します
。

注意点
授業内容で不明な点あれば放課後、土日曜日等を利用して随時質問すること。なお研究室はセキュリティのため常時施
錠しているが、行先表示板が「在室」であれば、教官室に電話すること。また電気情報工学科棟は土日・祝祭日は施錠
されているが、担当教官は出張時以外は在室しているので、電話連絡のこと。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 電磁波の分類と名称 電磁波の分類と名称が説明できる。

2週 マックスウェルの方程式 クーロン力、電界と電位の定義、ガウスの法則が積分形か
ら説明できる。

3週 マックスウェルの方程式 ファラディーの法則、アンペア・マクスウェルの法則が積
分形から説明できる。

4週 マックスウェルの方程式 積分形で示されたマックスウェルの方程式から電磁界の境
界条件が導出できる。

5週 マックスウェルの方程式 微分形で示されたマックスウェルの方程式が導出できる。

6週 マックスウェルの方程式 ポインティングベクトルと電磁エネルギーの関係が説明で
きる。

7週 中間試験 合格点を取る。
8週 答案返却・解答説明 中間試験問題の理解を深める。
9週 マックスウェルの方程式 ヘルムホルツの方程式が導出できる。
10週 電磁波の伝搬 自由空間中を伝搬する平面波の電磁界が導出できる。
11週 電磁波の伝搬 直線偏波、円偏波の概念が説明できる。

12週 電磁波の伝搬 異なった媒質からなる境界面への平面波の振る舞いを解析
できる。

13週 電磁波の伝搬 異なった媒質からなる境界面における平面波の反射、屈折
、透過の法則(スネルの法則)が導出できる。

14週 電磁波の伝搬 異なった媒質からなる境界面に入射した平面波の特異現象
が説明できる。

15週 答案返却・解答説明 期末試験内容の理解を深める。
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 超高周波工学
科目基礎情報
科目番号 0153 科目区分 専門 / 選択必修／選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 適宜プリントなどを配布する。
担当教員 黒木 太司
到達目標
1．伝送波を4種類に分類できる。
2．プリント伝送線路の概要が説明できる。
3．方形導波管が設計できる。
4．誘電体線路の概要が説明できる。
5．電磁波の放射現象を3種類に分類できる。
6．微少ダイポールからの放射波を計算できる。
7．各種線状アンテナの概要が説明できる。
8．各種開口面アンテナの概要が説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 電磁波伝送線路の概要が適切に説
明できる

電磁波伝送線路の概要が説明でき
る

電磁波伝送線路の概要が説明でき
ない

評価項目2 微少ダイポールからの放射波を適
切に計算できる

微少ダイポールからの放射波を計
算できる

微少ダイポールからの放射波を計
算できない

評価項目3 アンテナの概要が適切に説明でき
る アンテナの概要が説明できる アンテナの概要が説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 電磁界理論の基礎学力をもとに、超高周波伝送線路、伝送回路、アンテナなどを把握することを目標とする。本授業で

は超高周波工学に関する基礎学力を身につけることができる。
授業の進め方と授業内
容・方法

講義を基本とし、適宜課題を実施する。この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポートを実施します
。

注意点
授業内容で不明な点あれば放課後、土日曜日等を利用して随時質問すること。なお研究室はセキュリティのため常時施
錠しているが、行先表示板が「在室」であれば、教官室に電話すること。また電気情報工学科棟は土日・祝祭日は施錠
されているが、担当教官は出張時以外は在室しているので、電話連絡のこと。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 電磁波伝送線路 マックスウェルの方程式から伝送波基本式が導出できる。

2週 電磁波伝送線路 伝送形態から伝送波を4種類に分類できる。
プリント線路の概要が説明できる、

3週 電磁波伝送線路 プリント線路製作方法及びその設計方法の概要が説明でき
る。

4週 電磁波伝送線路 方形導波管におけるTE、TMモードの電磁界が導出できる。
5週 電磁波伝送線路 方形・円形導波管の伝送特性が導出できる。
6週 電磁波伝送線路 誘電体スラブ導波路の電磁界が導出できる。
7週 中間試験 合格点を取る。
8週 答案返却・解答説明 中間試験内容の理解を深める。
9週 電磁波伝送線路 その他の電磁波伝送路について、その概要を説明できる。

10週 アンテナの基礎
線状、開口面、表面波放射機構のついて説明できる。
指向性、利得などのアンテナの諸定数について説明できる
。

11週 アンテナの基礎 完全半波長ダイポールアンテナ、開口面アンテナの設計が
できる。

12週 アンテナの基礎 表面波アンテナの設計ができる。
アンテナアレイの概要が説明できる。

13週 超高周波アンテナ 八木宇田アンテナ、マイクロストリップパッチアンテナ、
円偏波アンテナの概要が説明できる。

14週 超高周波アンテナ レンズアンテナ、漏れ波アンテナ、パラボラアンテナの概
要が説明できる。

15週 答案返却・解答説明 期末試験内容の理解を深める。
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 信号処理
科目基礎情報
科目番号 0154 科目区分 専門 / 選択必修／選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 樋口龍雄・川又政征 共著「MATLAB対応 ディジタル信号処理」（森北出版）
担当教員 平野 旭
到達目標
1.Z変換，離散フーリエ変換の計算ができる。
2.離散時間システムの基本事項が理解できる。
3.ディジタルフィルタの特性が理解できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 Z変換，離散フーリエ変換の計算が
適切にできる

Z変換，離散フーリエ変換の計算が
できる

Z変換，離散フーリエ変換の計算が
できない

評価項目2 離散時間システムの基本事項が適
切に理解できる

離散時間システムの基本事項が理
解できる

離散時間システムの基本事項が理
解できない

評価項目3 ディジタルフィルタの特性が適切
に理解できる

ディジタルフィルタの特性が理解
できる

ディジタルフィルタの特性が理解
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 電子・情報通信システムの基盤技術であるディジタル信号処理について基本事項を学び，ディジタルフィルタについて

理解することを目的とする。
授業の進め方と授業内
容・方法 重要なポイントについて解説し、MATLABを用いた演習により、理解を深める。適宜、課題レポートを課す。

注意点 教科書や参考書を繰り返して学習すること。質問事項や理解の出来ない点があれば質問すること。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 序論 信号の種類や信号処理の事例などについて説明できる
2週 離散時間信号 標本化定理について説明ができる
3週 離散フーリエ変換 離散フーリエ変換の説明と計算ができる
4週 高速フーリエ変換 高速フーリエ変換の説明と計算ができる

5週 ディジタルフィルタの基礎 ディジタルフィルタについて説明できる
畳み込みの説明と計算ができる

6週 Z変換 Z変換の性質と逆Ｚ変換の説明と計算ができる
7週 中間試験
8週 答案返却・解答解説

9週 ディジタルフィルタの解析 ディジタルフィルタの周波数応答や安定性について説明で
きる

10週 周波数選択性ディジタルフィルタ 周波数選択性ディジタルフィルタの役割や特性について説
明できる

11週 ＦＩＲフィルタ FＩＲフィルタの説明と特性計算ができる
12週 ＩＩＲフィルタ ＩＩＲフィルタの説明と特性計算ができる
13週 信号処理演習 MATLABを用いてフィルタ設計および信号処理ができる
14週 信号処理演習 MATLABを用いてフィルタ設計および信号処理ができる
15週 答案返却・解答解説
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 情報理論
科目基礎情報
科目番号 0155 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 前期:0 後期:2
教科書/教材 三木 成彦，吉川 英機， 「情報理論」，（コロナ社）
担当教員 横瀬 義雄
到達目標
１．情報量，エントロピーの意味を理解し，計算が容易にできること
２．シャノンの符号化，ハフマンの符号化について理解する
３．情報源の拡大方法を理解する
４．各種圧縮に関する符号化法を理解する
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1 情報量の応用計算ができる。 情報量の計算ができる。 情報量の計算ができない。
評価項目2 各種情報量の応用計算ができる。 各種情報量の計算ができる。 各種情報量の計算ができない。
評価項目3 各種符号化の応用ができる。 各種符号化ができる。 各種符号化ができない。
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 　情報理論は情報工学の一分野であり，情報・通信を数学的に論じる教科である。講義では確率論，情報量と符号化法

について学ぶ。
授業の進め方と授業内
容・方法 　講義および演習を基本とする。適宜，小テストや演習を実施し，課題を課す。

注意点 　質問事項や理解の出来ない点があれば，適宜指導教員に質問し，講義内容を完全に理解すること。
　わからないところを残すことの無いようにすること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 授業概要
確率の基礎

情報理論の概要
集合，試行，確率，平均，条件付確率

2週 情報源符号化 情報源のモデル，情報量
3週 情報源符号化 エントロピー
4週 情報源符号化 情報源符号化・平均符号長
5週 情報源符号 シャノンの符号化定理
6週 情報源符号 ランレングス符号
7週 中間試験 中間試験
8週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明
9週 情報源符号 ランレングス・ハフマン符号
10週 情報源符号 算術符号
11週 情報源符号 ZL符号
12週 各種情報量 結合エントロピー
13週 各種情報量 条件付きエントロピー

14週 各種情報量 相互情報量
マルコフ情報源のエントロピー

15週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 情報ネットワーク
科目基礎情報
科目番号 0156 科目区分 専門 / 選択必修／選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 前期:2 後期:0
教科書/教材 井関文一 他 「情報ネットワーク概論ーネットワークとセキュリティの技術とその理論」（コロナ社）
担当教員 井上 浩孝
到達目標
1. 情報ネットワークの専門知識が十分でなくても,ネットワークやセキュリティの基本的な仕組みや基本技術を理解できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
ネットワークやセキュリティの基
本的な仕組みや技術を適切に説明
できる。

ネットワークやセキュリティの基
本的な仕組みや基本技術を説明で
きる。

ネットワークやセキュリティの基
本的な仕組みや基本技術を説明で
きない。

評価項目2
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
近年の情報ネッワーク分野の進展には目を見張るものがある。現在,無線通信技術,光通信技術,IPネットワーク技術など
のネットワーク技術と情報セキュリティ技術の革新により,「いつでも,どこでも,なんでも,だれでも」「安心に・安全に
」つながるネットワーク環境が整備されている。本講義は情報ネットワークとセキュリティの基本的な仕組みや基本技
術を学ぶ。本授業は就職および進学の両方,資格取得に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜,小テストや演習を実施し,課題を課す。

注意点
理解できない点や質問事項があれば,適宜担当教員に質問し,講義内容を完全に理解すること。本科目は,ITパスポート試
験,基本情報処理技術者試験,ソフトウェア開発技術者試験を受検するものには非常に重要な内容となっているので,情報
通信コースの学生には是非とも受講して頂きたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 情報ネットワークの歴史と基本技術 情報ネットワークの歴史と基本技術について理解すること
ができる。

2週 ネットワークのプロトコル ネットワークのプロトコルについて理解することができる
。

3週 物理層とデータリンク層 物理層とデータリンク層について理解することができる。
4週 ネットワーク層 ネットワーク層について理解することができる。
5週 トランスポート層 トランスポート層について理解することができる。
6週 アプリケーション層 アプリケーション層について理解することができる。
7週 中間試験
8週 解答説明,インターネット インターネットについて理解することができる。
9週 情報セキュリティ 情報セキュリティについて理解することができる。
10週 情報セキュリティ 情報セキュリティについて理解することができる。
11週 暗号技術 暗号技術について理解することができる。

12週 ネットワークセキュリティと対策 ネットワークセキュリティと対策について理解するとがで
きる。

13週 ネットワークセキュリティと対策 ネットワークセキュリティと対策について理解するとがで
きる。

14週 今後の情報ネットワーク 今後の情報ネットワークについて理解することができる。
15週 答案返却,解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 172-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用電子回路
科目基礎情報
科目番号 0157 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 前期:0 後期:2
教科書/教材 使用しない
担当教員 外谷 昭洋
到達目標
１．オペアンプの構造と動作特性について理解できる
2．オペアンプの電気特性について理解し、適切に扱うことができる。
3．ADコンバータの構造と動作特性について理解できる。
4．ADコンバータの電気特性について理解し、適切に扱うことができる
5．発振器の構造と動作特性、電気特性について理解できる。
6．プリント基板を使った回路設計の注意点について理解できる
7．プリント基板を使った回路を設計できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 オペアンプの電気特性について理
解し、適切に扱うことができる

オペアンプの電気特性について理
解し、扱うことができる

オペアンプの電気特性について理
解できず、扱うことができない

評価項目2 ADコンバータの電気特性について
理解し、適切に扱うことができる

ADコンバータの電気特性について
理解し、扱うことができる

ADコンバータの電気特性について
理解できず、扱うことができない

評価項目3 プリント基板を使った回路を設計
が適切にできる

プリント基板を使った回路を設計
できる

プリント基板を使った回路を設計
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 オペアンプやADコンバータ、発振回路について、構造や動作を理解し、設計に必事な電気特性を理解する。また、回路

設計の手法について理解する。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義と演習を基本とし、定期テスト以外に小テスト、課題レポートを課す

注意点 電気回路，電子回路理論のほかに， 過渡現象、共振現象、ラプラス変換の数学理論を活用して授業を進める。これらの
内容を理解した上で授業にのぞむこと。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス 電子回路設計について知る。
2週 オペアンプについて オペアンプの構造と動作、電気特性を理解する。
3週 オペアンプについて オペアンプの構造と動作、電気特性を理解する。
4週 ADCについて ADコンバータの構造と動作、電気特性を理解する。
5週 ADCについて ADコンバータの構造と動作、電気特性を理解する。
6週 発振回路について 発振回路の構造と動作、電気特性を理解する。
7週 中間試験
8週 答案返却
9週 基板設計の基礎事項 プリント基板について知る。

10週 基板設計演習 プリント基板を使った回路設計（配線、雑音など）から製
作まで行うことができる。

11週 基板設計演習 プリント基板を使った回路設計（配線、雑音など）から製
作まで行うことができる。

12週 基板設計演習 プリント基板を使った回路設計（配線、雑音など）から製
作まで行うことができる。

13週 基板設計演習 プリント基板を使った回路設計（配線、雑音など）から製
作まで行うことができる。

14週 基板設計演習 プリント基板を使った回路設計（配線、雑音など）から製
作まで行うことができる。

15週 期末試験
16週 答案返却

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電子デバイス
科目基礎情報
科目番号 0158 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 前期:2 後期:0
教科書/教材 石田誠著　集積回路　オーム社
担当教員 山脇 正雄
到達目標
１．電子デバイスに関連している学問について把握する。
２．電子デバイスの基本動作を理解する。
３．集積回路の基本的な構造と製造方法を理解する。
４．集積回路の構成とパターンレイアウトを理解する。
５．電子デバイスの基礎と動作
　　ディジタル集積回路
　　メモリデバイス
　　信頼性技術
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 電子デバイスの基本動作を適切に
理解できる

電子デバイスの基本動作を理解で
きる

電子デバイスの基本動作を理解で
きない

評価項目2 集積回路の基本的な構造と製造方
法を適切に説明できる

集積回路の基本的な構造と製造方
法を説明できる

集積回路の基本的な構造と製造方
法を説明できない

評価項目3 電子デバイスの基礎と動作を適切
に説明できる

電子デバイスの基礎と動作を説明
できる

電子デバイスの基礎と動作を説明
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
レクトロニクスの発展が，今日の情報化社会の発展を支え，今後の高度情報化社会の推進役となる。その基盤として電
子デバイスがある。半導体物性から電子デバイスの構造・動作原理を中心に学習し基本的概念が理解できることを目指
す。本授業は進学と就職に関連する。また、創造力や工夫する力（応用力）を育成する。

授業の進め方と授業内
容・方法 電子工学、電子物性、電子回路と関連づけ講義する。

注意点 電子デバイスが電子技術や高度情報化社会にどのように関係し貢献しているかを学んでみよう。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 電子デバイスの基礎 CMOSの電気的特性が理解できる
2週 電子デバイスの基礎 スケーリングが理解できる
3週 集積回路の基礎 デバイスの構造が理解できる
4週 集積回路の基礎 要素プロセスと製造が理解できる
5週 集積回路の基礎 パターンレイアウトが理解できる
6週 集積回路の基礎 基本構成素子が理解できる
7週 中間試験
8週 デジタル集積回路の具体例 ロジックデバイスの種類と設計手法が理解できる
9週 デジタル集積回路の具体例 デザインマニュアルが理解できる
10週 デジタル集積回路の具体例 FPGA、マイコンが理解できる
11週 メモリデバイス DRAMが理解できる
12週 メモリデバイス SRAM、FLASHが理解できる
13週 その他のデバイス アナログ電子回路が理解できる
14週 信頼性技術 信頼性の考え方、劣化させる要因が理解できる
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 演習 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 20 0 0 0 0 100
基礎的能力 10 0 0 0 0 0 10
専門的能力 70 20 0 0 0 0 90
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 パワーエレクトロニクス
科目基礎情報
科目番号 0159 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 前期:0 後期:2
教科書/教材 森本雅之　よくわかるパワーエレクトロニクス
担当教員 山脇 正雄
到達目標
1．パワー半導体デバイスの構造・駆動方法を理解する。
2．パワー半導体デバイスのスイッチング特性を理解する。
3．高周波スイッチング技術の問題点とその対策方法を理解する。
4．交流／直流変換器（コンバータ）の基礎を理解する。
5．交流／交流変換器の基礎を理解する。
6．直流／直流変換器(DC-DCコンバータ）の基礎を理解する。
7．ソフトスイッチングDC-DCコンバータの基礎技術を理解する。
8．直流／交流変換器(インバータ）の基礎を理解する。
9．モータ制御などパワーエレクトロニクス技術応用の最新動向について理解を深める。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 パワー半導体デバイスの構造・駆
動方法を適切に理解できる

パワー半導体デバイスの構造・駆
動方法を理解できる

パワー半導体デバイスの構造・駆
動方法を理解できない

評価項目2 交流／直流変換器（コンバータ
）の基礎を適切に理解できる

交流／直流変換器（コンバータ
）の基礎を理解できる

交流／直流変換器（コンバータ
）の基礎を理解できない

評価項目3 直流／交流変換器(インバータ）の
基礎を適切に理解できる

直流／交流変換器(インバータ）の
基礎を理解できる

直流／交流変換器(インバータ）の
基礎を理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
パワ半導体ーデバイスの発達により大きく進化した電力変換回路・システムの原理・基礎について学び，かつその応用
技術に触れることで高性能電力変換器の要素技術に対する理解を深める。本授業は就職および進学の両方，資格取得に
関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし，適宜回路シミュレーションによる演習を行い、基本的な動作を理解する。

注意点
応用的要素が高い専門分野なので，電気・電子工学の基礎知識を幅広く再学習しておくこと。講義は基本動作が理解で
きるように、シミュレーションを用いた演習を数多く行う。これまでに学んだ基礎の確認と考える力を養ってもらいた
い。理解出来ない点や質問等があればその都度教員に質問し，毎回の講義内容を十分理解するようつねに努めること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 パワーエレクトロニクス概論 パワーエレクトロニクスの概念とそれを支える要素技術
2週 パワー半導体デバイス パワーダイオード，パワーMOSFET, IGBT
3週 パワー半導体デバイス パワーダイオード，パワーMOSFET, IGBT
4週 高周波スイッチング技術 高周波スイッチング技術，スイッチング損失や雑音対策
5週 高周波スイッチング技術 高周波スイッチング技術，スイッチング損失や雑音対策

6週 整流回路の基本動作 単相・三相ダイオードブリッジ整流回路，アクティブデバ
イスコンバータ

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 DC-ACコンバータ（インバータ） 単相電圧型インバータ，三相電圧型インバータ
10週 DC-DCコンバータ DC-DCコンバータの動作　基本動作理解のための演習
11週 DC-DCコンバータ DC-DCコンバータの動作　基本動作理解のための演習
12週 DC-DCコンバータ 太陽電池制御システムにおけるDC-DCコンバータの動作
13週 DC-DCコンバータ 太陽電池制御システムにおけるDC-DCコンバータの動作
14週 パワエレ応用技術 モータ制御におけるパワーエレクトロニクス回路
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 演習 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 65 25 0 5 5 0 100
基礎的能力 10 0 0 0 0 0 10
専門的能力 55 25 0 5 5 0 90
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 工業英語
科目基礎情報
科目番号 0160 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気情報工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 プリント配布
担当教員 板東 能生
到達目標
英語表記の技術資料が理解できる。また、英文表記によるレポートの作成ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

英語表記の技術資料が理解できる 英語表記の技術資料が理解できる 英語表記の技術資料を読むことが
できる 英語表記の技術資料が読めない

技術英語による表現技法が理解で
きる

技術英語の表現を使用した解説が
書ける

技術英語の表現を理解することが
できる 技術表現の文書が読めない

英文によるレポートの作成ができ
る

英文による技術文書の作成ができ
る 英文による技術表現ができる 英文による技術文書作成ができな

い
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 技術者として必要な英語による情報収集・発信の能力を身につける
授業の進め方と授業内
容・方法 配布プリントによる輪講と解説並びに英作文の演習を行う

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 技術表現１ 英文の技術文書に慣れる
2週 技術表現２ 英文の技術表現に慣れる
3週 仕様書１ 仕様書独特の表現に慣れる
4週 仕様書２ 仕様書独特の表現を理解する
5週 仕様書３ 英文の仕様書を読める
6週 技術論文１ 英語の技術論文に慣れる
7週 技術論文２ 英語の技術論文に慣れる
8週 中間試験 技術英語が読める
9週 答案返却・解答解説
10週 技術表現１ 簡単な技術表現を使用する（単語・熟語）
11週 技術表現２ 簡単な技術表現を使用する（短文）
12週 技術表現３ 簡単な技術表現を使用する（文章）
13週 技術英作文１ 英文によるレポートの作成
14週 技術英作文１ 英文による技術解説の作成
15週 答案返却・解説・総括
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 5 0 0 15 0 100
基礎的能力 50 5 0 0 5 0 60
専門的能力 20 0 0 0 5 0 25
分野横断的能力 10 0 0 0 5 0 15
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【第１学年】 【第３学年】 【第５学年】

現代文Ⅰ 1 現代文 66 哲学 145

現代文Ⅱ 2 現代社会 68 保健･体育 146

古典文学Ⅰ 3 地理 70 インキュベーションワーク 147

歴史総合Ⅰ 5 線形代数Ⅱ 71 英語 149

歴史総合Ⅱ 6 微分積分Ⅱ 72 ドイツ語 151

英語Ⅰ 7 微分方程式 74 中国語 153

英語Ⅱ 9 化学 75 ハングル 155

英語表現Ⅰ 11 体育 76 環境生物工学 157

英語表現Ⅱ 12 インキュベーションワーク 78 微生物学 159

保健 13 コミュニケーション英語Ⅱ 80 防災工学Ⅱ 161

体育Ⅰ 14 英語表現Ⅱ 82 応用測量 162

基礎数学ＡⅠ 16 実験実習 84 工業英語 163

基礎数学ＡⅡ 17 応用物理 86 環境都市工学演習Ⅱ 164

基礎数学ＢⅠ 18 情報物理 88 環境都市工学演習Ⅲ 165

基礎数学ＢⅡ 19 構造力学 89 環境都市工学演習Ⅳ 166

基礎数学Ｃ 20 水理学 91 エンジニアリングデザイン 167

物理Ⅰ 21 土質力学 93 卒業研究 169

物理Ⅱ 23 水環境工学 95 情報処理 171

化学Ⅰ 25 河川工学 172

化学Ⅱ 26 【第４学年】 交通計画Ａ 173

ライフサイエンス・アースサイエンス 27 日本語表現法 97 技術者倫理 174

情報リテラシー 28 法学 98 防災工学ⅠＡ 176

プロジェクトデザイン入門 29 保健･体育 99 交通システム工学 177

インキュベーションワークⅠ 31 インキュベーションワーク 100 社会基盤計画学Ⅱ 178

測量Ⅰ 32 上級コミュニケーション英語Ａ 102 環境分析化学 179

測量Ⅱ 33 上級コミュニケーション英語Ｂ 104

実験実習Ⅰ 34 英語 106

建設材料 36 ドイツ語 108

中国語 110

【第２学年】 ハングル 112

現代文 37 建築施工Ⅰ 114

古典 38 建築施工Ⅱ 115

歴史 40 環境保全Ａ 116

線形代数Ⅰ 42 遺伝子工学概論 117

微分積分Ⅰ 44 環境都市工学演習Ⅰ 119

物理 46 土木ＣＡＤ 120

化学 48 工業英語 121
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代文Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0002 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 『国語総合　現代文編』（東京書籍）『プレミアムカラー　国語便覧』（数研出版）『新版 チャレンジ常用漢字』（第
一学習社）

担当教員 外村 彰
到達目標
１．日本語で書かれた文章を的確に読解すること。
２．さまざまな文章を読解することで思索する力、豊かな感性を涵養すること。
３．作品が書かれた時代（文学史）や作家に関する知識を身につけること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 日本語で書かれた文章を的確に読
解できる

日本語で書かれた文章を読解でき
る

日本語で書かれた文章を読解でき
ない

評価項目2
さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とが的確にできる

さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とができる

さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とができない

評価項目3
作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることが的確に
できる

作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることができる

作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることができな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 日本語で書かれた文章を的確に理解する能力を養うため、小説、評論などの文章を読解する。また、自分の考えをまと

め表現できる思索力と言語能力を身につける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。週に一度を目安に漢字テストを実施する。適宜、課題提出も課す。

注意点
授業態度は常に真摯にとり組む姿勢が基本です。積極的に学び、文章を読むことの楽しさ、奥深さに向き合ってくださ
い。不真面目な態度は相応に減点の対象とします。漢字テストは楷書で丁寧に記すよう、くれぐれも留意しておくこと
。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 随想「少女たちの『ひろしま』」（梯久美子）
１，随想「少女たちの『ひろしま』」を読解する。表現を
的確に捉え、筆者の伝えたかったことを様々な角度から考
察し、平和の尊さについて思いをめぐらせる。

2週 随想「少女たちの『ひろしま』」（梯久美子）
3週 随想「少女たちの『ひろしま』」（梯久美子）

4週 評論「生物の多様性とは何か」（福岡伸一）
２，評論「生物の多様性とは何か」を読解する。論理の展
開を的確に捉える。キーワードに留意しながら、筆者の主
張を多角的に批評、考察する。

5週 評論「生物の多様性とは何か」（福岡伸一）
6週 評論「生物の多様性とは何か」（福岡伸一）
7週 中間試験

8週 答案返却・解説　
評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）

9週 評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）
３，評論「映像文化の変貌」を読解する。表象文化論の論
理展開を的確に捉える。筆者の主張を様々な角度から批評
、考察する。

10週 評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）
11週 評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）

12週 詩「小景異情」ほか（室生犀星ほか）
４，詩「小景異情」ほかを読解・鑑賞する。詩情のありか
を的確に捉える。表現に込められた感性を様々な角度から
読みとる。作者や背景に対する知識を学び、人生の意味に
ついて考える。

13週 詩「小景異情」ほか（室生犀星ほか）
14週 詩「小景異情」ほか（室生犀星ほか）

15週 期末試験

16週 答案返却・解説　諸課題
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 80 5 0 5 5 5 100
基礎的能力 80 5 0 5 5 5 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代文Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0003 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 『国語総合　現代文編』（東京書籍）『プレミアムカラー　国語便覧』（数研出版）『新版 チャレンジ常用漢字』（第
一学習社）

担当教員 外村 彰
到達目標
１．日本語で書かれた文章を的確に読解すること。
２．さまざまな文章を読解することで思索する力、豊かな感性を涵養すること。
３．作品が書かれた時代（文学史）や作家に関する知識を身につけること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 日本語で書かれた文章を的確に読
解できる

日本語で書かれた文章を読解でき
る

日本語で書かれた文章を読解でき
ない

評価項目2
さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とが的確にできる

さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とができる

さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とができない

評価項目3
作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることが的確に
できる

作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることができる

作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることができな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 日本語で書かれた文章を的確に理解する能力を養うため、小説、評論などの文章を読解する。また、自分の考えをまと

め表現できる思索力と言語能力を身につける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。週に一度を目安に漢字テストを実施する。適宜、課題提出も課す。

注意点
授業態度は常に真摯にとり組む姿勢が基本です。積極的に学び、文章を読むことの楽しさ、奥深さに向き合ってくださ
い。不真面目な態度は相応に減点の対象とします。漢字テストは楷書で丁寧に記すよう、くれぐれも留意しておくこと
。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 随想「少女たちの『ひろしま』」（梯久美子）
１，随想「少女たちの『ひろしま』」を読解する。表現を
的確に捉え、筆者の伝えたかったことを様々な角度から考
察し、平和の尊さについて思いをめぐらせる。

2週 随想「少女たちの『ひろしま』」（梯久美子）
3週 随想「少女たちの『ひろしま』」（梯久美子）

4週 評論「生物の多様性とは何か」（福岡伸一）
２，評論「生物の多様性とは何か」を読解する。論理の展
開を的確に捉える。キーワードに留意しながら、筆者の主
張を多角的に批評、考察する。

5週 評論「生物の多様性とは何か」（福岡伸一）
6週 評論「生物の多様性とは何か」（福岡伸一）
7週 中間試験

8週 答案返却・解説　
評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）

9週 評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）
３，評論「映像文化の変貌」を読解する。表象文化論の論
理展開を的確に捉える。筆者の主張を様々な角度から批評
、考察する。

10週 評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）
11週 評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）

12週 詩「小景異情」ほか（室生犀星ほか）
４，詩「小景異情」ほかを読解・鑑賞する。詩情のありか
を的確に捉える。表現に込められた感性を様々な角度から
読みとる。作者や背景に対する知識を学び、人生の意味に
ついて考える。

13週 詩「小景異情」ほか（室生犀星ほか）
14週 詩「小景異情」ほか（室生犀星ほか）

15週 期末試験

16週 答案返却・解説　諸課題
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 80 5 0 5 5 5 100
基礎的能力 80 5 0 5 5 5 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 古典文学Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0004 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 『国語総合　古典編』 （東京書籍）
担当教員 上芝 令子
到達目標
1．古文と現代文の違いを知り、古文を読む際の基礎的知識を学ぶ。
2．古文、漢文の語彙や表現を学び、日本語表現の多様性を理解する。
3．漢文訓読の基礎的知識を学習し、簡単な漢文が読めるようになる。
4．古典を通じて古人のものの見方、思想様式を学び、今日に活用しうる発想を知る
5．古文、漢文の語彙の表現を学び、日本語表現の多様性を理解する。
6．漢文訓読の知識を用いて、初歩的な漢文の文章が読めるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
古文と現代文の違いを知り、古文
を読む際の基礎的知識を学ぶこと
が的確にできる

古文と現代文の違いを知り、古文
を読む際の基礎的知識を学ぶこと
ができる

古文と現代文の違いを知り、古文
を読む際の基礎的知識を学ぶこと
ができない

評価項目2
古文、漢文の語彙や表現を学び、
日本語表現の多様性を的確に理解
できる

古文、漢文の語彙や表現を学び、
日本語表現の多様性を理解できる

古文、漢文の語彙や表現を学び、
日本語表現の多様性を理解できな
い

評価項目3
漢文訓読の基礎的知識を学習し、
簡単な漢文を読むことが的確にで
きる

漢文訓読の基礎的知識を学習し、
簡単な漢文を読むことができる

漢文訓読の基礎的知識を学習し、
簡単な漢文を読むことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
中学校での古典学習をふまえ、古典入門の授業とする。古文、漢文を理解するための基礎学力を身につけ、古人の思索
を理解することで豊かな教養を涵養する。日本語日本文化および東アジアの文化に対する深い見識を養うことを目的と
する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。適宜、課題提出も課す。

注意点
グローバル化が叫ばれる現代だからこそ、自らが立脚する日本語日本文化に対する幅広い知識、理解を持つことが肝要
となる。異文化に対する柔らかい享受の姿勢は日本古典文学の世界が培ってきた伝統である。ぜひ真摯かつ積極的に学
んでほしい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス

2週 古文入門「絵仏師良秀」（「宇治拾遺物語」）

1，古文入門
古文と現代文の違いを知る。
仮名遣い・文法・語彙を学習し、古文の骨格を理解する
品詞について学習する。
文学史的知識を身につける。

3週 古文入門「絵仏師良秀」（「宇治拾遺物語」）
4週 「絵仏師良秀」（「宇治拾遺物語」）

5週 漢文入門「訓読に親しむ（一）、（二）」
2，漢文入門
漢文を読む際に必要な知識を学ぶ。
訓読のきまり、書き下し文を学ぶ。
人口に膾炙した格言、成句に対する知識を深める。

6週 再読文字・助字・演習
7週 中間試験
8週 答案返却・解説

9週 「芥川」（「伊勢物語」）

1，古文基礎編その1
物語作品を読み、内容を理解し、鑑賞する。
文法・語彙を学習し、古典の作品世界を理解する。
用言の活用について学習する。
文学史的知識を身につける。

10週 「芥川」（「伊勢物語」）

11週 「つれづれなるままに」（「徒然草」）
2，古文基礎編その2
古典三大随筆を知り、その一端を鑑賞する。
文法・詩彙を学習し、古典世界に親しむ。
文学史的知識を身につける。

12週 故事成語「助長」

3，漢文「助長」「推敲」を読解する。
訓読のきまりに従い、正確な暮き下し文に改めることがで
きる
初歩的な漢文の内容理解ができる。
故事成語について学習する。

13週 故事成語「推敲」
14週 故事成語「推敲」
15週 期末試験
16週 答案返却・解説

評価割合
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試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 歴史総合Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0005 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 伊藤純郎ほか「高等学校日本史Ｂ」（清水書院）
担当教員 藤本 義彦
到達目標
・日本近代の外交を把握する
・ペリー来航から明治維新までの過程を把握する
・日清戦争の過程、結果について把握する
・日露戦争の過程、結果について把握する
・日本の古代中世の外交の特徴を把握する

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 日本の古代から近代の外交の特徴
を詳細に把握することができる

日本の古代から近代の外交の特徴
を把握することができる

日本の古代から近代の外交の特徴
を把握することができない

評価項目2 ペリー来航から明治時代への変遷
を詳細に理解することができる

ペリー来航から明治時代への変遷
を理解することができる

ペリー来航から明治時代への変遷
を理解することができない

評価項目3 条約改正の過程を詳細に把握する
ことができる

条約改正の過程を把握することが
できる

条約改正の過程を把握することが
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 日本近代の歴史を政治・外交の面に力点をおきながら学習する。また、重要な問題については古代・中世に遡って学習

し理解を深める。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義中心。参考にビデオ視聴する。

注意点 日頃から本や新聞などを読んで、社会問題・時事問題に興味をもつようにしてください。「歴史」は暗記科目ではあり
ません。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 呉の歴史１（戦艦大和） 地元呉に関る歴史について学ぶ
2週 呉の歴史２（戦艦大和） 戦艦大和建造の意味について理解する
3週 古代・中世の外交（１） 古代中世の外交で主に中国との関係を理解する
4週 古代・中世の外交（２） 古代中世の外交で主にアジアの国々との関係を理解する
5週 古代・中世の外交（３） 古代中世の外交で主に欧州の国々との関係を理解する
6週 鎖国 江戸時代の初期の外交・鎖国について理解する
7週 中間試験
8週 外国船の来航 江戸時代後期の外国船の来航や蘭学について理解する
9週 ペリー来航（１） 幕末の米国の日本接近について理解する
10週 ペリー来航（２） 開国の結果、影響について理解する
11週 条約改正 条約改正について理解する
12週 近代以前の戦争 近代以前の戦いについて理解する
13週 日清戦争 日清戦争の原因、経過、結果について理解する
14週 日露戦争 日露戦争の原因、経過、結果について理解する
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 75 20 0 5 0 0 100
基礎的能力 75 20 0 5 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 歴史総合Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0006 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 伊藤純郎ほか「高等学校日本史Ｂ」（清水書院）
担当教員 藤本 義彦
到達目標
・１９～２０世紀の世界の情勢について理解する
・第１次大戦から第２次大戦の過程を把握する
・２０世紀人々の生活・文化の特徴を把握する
・民族問題について把握する
・冷戦構造の特徴を把握する
・植民地独立の過程を把握する
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 帝国主義の時代を詳細に把握する
ことができる

帝国主義の時代を把握することが
できる

帝国主義の時代を把握することが
できない

評価項目2
第１次大戦から第２次大戦の時代
への変遷を詳細に理解することが
できる

第１次大戦から第２次大戦の時代
への変遷を理解することができる

第１次大戦から第２次大戦の時代
への変遷を理解することができな
い

評価項目3 第２次大戦後の世界の情勢を詳細
に把握することができる

第２次大戦後の世界の情勢を把握
することができる

第２次大戦後の世界の情勢を把握
することができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 １９世紀から２０世紀の歴史を政治・社会・文化の面に力点をおきながら学習する。また、現代にも通じる問題につい

ては教科書にとらわれることなく、より詳しく論じる。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義中心。参考にビデオ視聴する。

注意点 日頃から本や新聞などを読んで、社会問題・時事問題に興味をもつようにしてください。「歴史」は暗記科目ではあり
ません。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 第１次世界大戦（１） 第１次大戦の原因、経過について理解する
2週 第１次世界大戦（２） 第１次世界大戦の結果について理解する
3週 １９２０年代のアメリカ 第１次大戦後のアメリカの状況について知る
4週 世界恐慌 世界恐慌の原因、経過、結果について理解する

5週 ナチスとヒトラー（１） 世界恐慌後のドイツの状況、ナチスの台頭について理解す
る

6週 ナチスとヒトラー（２） 第２次大戦中のドイツの動向について理解する
7週 中間試験
8週 ユダヤ人 ユダヤ人の迫害、イスラエルの誕生について学ぶ
9週 大正デモクラシー 日本の政党政治について理解する

10週 満州事変 満州事変から満州国の成立、日本の孤立化について理解す
る

11週 太平洋戦争（１） 太平洋戦争に至る過程、真珠湾攻撃について学ぶ
12週 太平洋戦争（２） ミッドウェー海戦から日本の敗戦に至る過程を理解する
13週 植民地の独立 インドの独立とガンディーについて学ぶ
14週 冷戦 第２次大戦後の米ソの対立について理解する
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 75 20 0 5 0 0 100
基礎的能力 75 20 0 5 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0007 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 PRO-VISION English Communication Ⅰ New Edition（桐原書店），PRO-VISION English CommunicationⅠ New
Edition Workbook（桐原書店），MEW Exercise Book Core 500（いいずな書店）他

担当教員 柿元 麻理恵
到達目標
１．教科書の新出語句や重要表現を覚え，使うことができる。
２．教科書の内容を理解し，正確かつ適切に音読することができる。
３．英語で聴いた内容を理解し，正確かつ適切に応答することができる。
４．副教材（『MEW Exercise Book Core 500』）の語句を覚え，正確かつ適切に使うことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 教科書の新出語句や重要語句を覚
え，適切に使うことができる

教科書の新出語句や重要語句を覚
え，使うことができる

教科書の新出語句や重要語句を覚
えることができず，使うこともで
きない

評価項目2 教科書の内容を理解し，正確かつ
適切に音読することができる

教科書の内容を理解し，正確もし
くは適切音読することができる

教科書の内容を理解し，正確かつ
適切に音読することができない

評価項目3 英語で聴いた内容を理解し，正確
かつ適切に応答することができる

英語で聴いた内容を理解し，正確
もしくは適切に応答することがで
きる

英語で聴いた内容を理解し，正確
かつ適切に応答することができな
い

評価項目４
副教材（『MEW Exercise Book
Core 500』）の語句を覚え，正確
かつ適切に使うことができる

副教材（『MEW Exercise Book
Core 500』）の語句を覚え，使う
ことができる

副教材（『MEW Exercise Book
Core 500』）の語句を覚え，使う
ことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 言語運用の４技能（読む・書く・聞く・話す）のうち，特に「読む」および「聞く」を重点的に向上させることを目的

とする。テキストの音読と精読を通して読解力の育成を図るとともに，語彙や表現を身につけることを目的とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

単語テストを毎回実施する。
各Lessonが終わったら，単元末テストを行う。
リスニング演習，速読演習を適宜行う。

注意点 テキストだけでなく辞書も必ず持参して活用すること。毎回必ず予習をして授業に臨むこと。
６月に行う英語統一試験で所定のスコア以上の得点であった場合，加点を行う。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
概要説明
LESSON 1 The Power of Vision and Hard Work
単語テスト

2週 LESSON 1 The Power of Vision and Hard Work
単語テスト

3週 LESSON 1 The Power of Vision and Hard Work
単語テスト

4週 LESSON 2 Oh Bento!
単語テスト

5週  LESSON 2 Oh Bento!
単語テスト

6週  LESSON 2 Oh Bento!
単語テスト

7週 中間試験

8週
試験返却，解説
LESSON 3 The Sky’s Your Only Limit
単語テスト

9週 LESSON 3 The Sky’s Your Only Limit
単語テスト

10週 LESSON 3 The Sky’s Your Only Limit
単語テスト

11週 LESSON 3 The Sky’s Your Only Limit
単語テスト

12週 LESSON 4 Beavers, Engineers of the Forest
単語テスト

13週 LESSON 4 Beavers, Engineers of the Forest
単語テスト

14週 LESSON 4 Beavers, Engineers of the Forest
単語テスト

15週 期末試験
16週 成績返却，解説

評価割合
試験 単語テスト 単元末テスト 提出物 出席 その他 合計
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総合評価割合 50 30 10 5 5 0 100
基礎的能力 50 30 10 5 5 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0008 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 PRO-VISION English Communication Ⅰ New Edition（桐原書店），PRO-VISION English CommunicationⅠ New
Edition Workbook（桐原書店），MEW Exercise Book Days 1200（いいずな書店）他

担当教員 柿元 麻理恵
到達目標
１．教科書の新出語句や重要表現を覚え，使うことができる。
２．教科書の内容を理解し，正確かつ適切に音読することができる。
３．英語で聴いた内容を理解し，正確かつ適切に応答することができる。
４．副教材（『MEW Exercise Book Days 1200』）の語句を覚え，正確かつ適切に使うことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 教科書の新出語句や重要語句を覚
え，適切に使うことができる

教科書の新出語句や重要語句を覚
え，使うことができる。

教科書の新出語句や重要語句を覚
えることができず，使うこともで
きない

評価項目2 教科書の内容を理解し，正確かつ
適切に音読することができる。

教科書の内容を理解し，正確もし
くは適切音読することができる。

教科書の内容を理解し，正確かつ
適切に音読することができない。

評価項目3
英語で聴いた内容を理解し，正確
かつ適切に応答することができる
。

英語で聴いた内容を理解し，正確
もしくは適切に応答することがで
きる。

英語で聴いた内容を理解し，正確
かつ適切に応答することができな
い。

評価項目4
副教材（『MEW Exercise Book
Days 1200』）の語句を覚え，正
確かつ適切に使うことができる。

副教材（『MEW Exercise Book
Days 1200』）の語句を覚え，使
うことができる。

副教材（『MEW Exercise Book
Days 1200』）の語句を覚え，使
うことができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 言語運用の４技能（読む・書く・聞く・話す）のうち，特に「読む」および「聞く」を重点的に向上させることを目的

とする。テキストの音読と精読を通して読解力の育成を図るとともに，語彙や表現を身につけることを目的とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

単語テストを毎回実施する。
各Lessonが終わったら，単元末テストを行う。
リスニング演習，速読演習を適宜行う。

注意点 テキストだけでなく辞書も必ず持参して活用すること。毎回必ず予習をして授業に臨むこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週
夏休み明け課題試験
LESSON 5 Chocolate: A Story of Dark and Light
単語テスト

2週 LESSON 5 Chocolate: A Story of Dark and Light
単語テスト

3週 LESSON 5 Chocolate: A Story of Dark and Light
単語テスト

4週 LESSON 6 The Power of Music to Change Young Lives
単語テスト

5週 LESSON 6 The Power of Music to Change Young Lives
単語テスト

6週 LESSON 6 The Power of Music to Change Young Lives
単語テスト

7週 中間試験

8週
試験返却，解説
LESSON 7 Talking Plants
単語テスト

9週 LESSON 7 Talking Plants
単語テスト

10週 LESSON 7 Talking Plants
単語テスト

11週 LESSON 8 One Pen Can Change the World
単語テスト

12週 LESSON 8 One Pen Can Change the World
単語テスト

13週 LESSON 8 One Pen Can Change the World
単語テスト

14週 LESSON 8 One Pen Can Change the World
単語テスト

15週 期末試験
16週 成績返却，解説

評価割合
試験 単語テスト 単元末テスト 提出物 出席 その他 合計

総合評価割合 50 30 10 5 5 0 100
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基礎的能力 50 30 10 5 5 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語表現Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0009 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材
『総合英語 Evergreen』，『総合英語Evergreen English Grammar 23 Lessons』，『総合英語Evergreen English
Grammar 23 Lessons Workbook』(いいずな書店），即戦ゼミ11 大学入試 ベストポイント 英語頻出問題 740［最新
三訂版］（桐原書店）

担当教員 大森 誠
到達目標
講義や演習を通じて，英文法の基本的特性を正確に理解し，適切に表現することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 新出語句・表現を覚え，英文の中
で適切に使うことができる。

新出語句・表現を覚え，英文の中
で使うことができる。

新出語句・表現を覚え，英文の中
で使うことができない。

評価項目2
英文法の基本的特性を正確に理解
し，適切に表現することができる
。

英文法の基本的特性を理解し，表
現することができる。

英文法の基本的特性を理解できず
，表現することができない。

評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 中学校で学習した英文法内容を基盤とし，講義や演習をとおして，基礎的な英語表現力を身につける。

授業の進め方と授業内
容・方法

毎回，課題プリント（宿題）を課す。
前時学習した範囲での小テストを課す。
１つの文法項目が終わるごとに，ベストポイント740をもとに単元末テストを行う。

注意点

英文法の授業について：
予習では，文法書（Evergreen）を読み，概要を理解しておくこと。
復習は，教科書問題，課題プリントおよび Workbookに取り組むこと。
授業での疑問点や不明な点があれば，積極的に教員室に来て質問をすること。
定期試験後の成績は，評価割合に基づいた累積の評価点を提示する。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
授業の概要説明
Intro 1 文の成り立ち
Intro 2 文の種類（１）
Intro 3 文の種類（２）

2週 Intro 4 動詞と文型（１）
Intro 5 動詞と文型（２） 小テスト

3週 Lesson 1　動詞と時制（１）
Lesson 2　動詞と時制（２） 小テスト

4週 Lesson 3　動詞と時制（３） 小テスト

5週 Lesson 4　完了形（１）
Plus　完了形 小テスト

6週 Lesson 5　完了形（２） 小テスト
7週 中間試験 Workbookの提出

8週 答案返却，解説
Lesson 6　助動詞（１）

小テスト
ベストポイント740テスト（第２章）

9週 Lesson 7　助動詞（２）
Plus 助動詞 小テスト

10週 Lesson 8　態（１）
Lesson 9　態（２）

小テスト
ベストポイント740テスト（第３章）

11週 Plus 態 小テスト

12週 Lesson 10　不定詞（１）
Lesson 11　不定詞（２）

小テスト
ベストポイント740テスト（第７章）

13週 Lesson 12　不定詞（３）
Plus 不定詞① 小テスト

14週 Plus 不定詞② 小テスト
15週 期末試験 Workbookの提出

16週 答案返却・解答説明
夏休み課題の指示

小テスト
ベストポイント740テスト（第４章）

評価割合
試験 小テスト 単元末テスト 提出物 出席 その他 合計

総合評価割合 60 20 10 5 5 0 100
基礎的能力 60 20 10 5 5 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語表現Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0010 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材
『総合英語 Evergreen』，『総合英語Evergreen English Grammar 23 Lessons』，『総合英語Evergreen English
Grammar 23 Lessons Workbook』(いいずな書店），即戦ゼミ11 大学入試 ベストポイント 英語頻出問題 740［最新
三訂版］（桐原書店）

担当教員 大森 誠
到達目標
講義や演習を通じて，英文法の基本的特性を正確に理解し，適切に表現することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 新出語句・表現を覚え，英文の中
で適切に使うことができる。

新出語句・表現を覚え，英文の中
で使うことができる。

新出語句・表現を覚え，英文の中
で使うことができない。

評価項目2
英文法の基本的特性を正確に理解
し，適切に表現することができる
。

英文法の基本的特性を理解し，表
現することができる。

英文法の基本的特性を理解できず
，表現することができない。

評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 中学校で学習した英文法内容を基盤とし，講義や演習をとおして，基礎的な英語表現力を身につける。

授業の進め方と授業内
容・方法

毎回，課題プリント（宿題）を課す。
前時学習した範囲での小テストを課す。
１つの文法項目が終わるごとに，ベストポイント740をもとに単元末テストを行う。

注意点

英文法の授業について：
予習では，文法書（Evergreen）を読み，概要を理解しておくこと。
復習は，教科書問題，課題プリントおよび Workbookに取り組むこと。
授業での疑問点や不明な点があれば，積極的に教員室に来て質問をすること。
定期試験後の成績は，評価割合に基づいた累積の評価点を提示する。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週
夏休み明け課題試験
Lesson 13　動名詞
Plus 動名詞

2週 Plus 動名詞と不定詞 小テスト

3週 Lesson 14　分詞（１）
Lesson 15　分詞（２）

小テスト
ベストポイント740テスト（第５章）

4週 Lesson 16 分詞（３） 小テスト
5週 Plus 分詞 小テスト

6週 Lesson 17　比較（１）
Lesson 18　比較（２）

小テスト
ベストポイント740テスト（第６章）

7週 Plus 比較 小テスト
8週 中間試験 Workbookの提出

9週 答案返却，解説
Lesson 19　関係詞（１）

小テスト
ベストポイント740テスト（第10章）

10週 Lesson 20　関係詞（２） 小テスト

11週 Lesson 21　関係詞（３）
Plus 関係詞 小テスト

12週 第22章　仮定法（１） 小テスト
ベストポイント740テスト（第11章）

13週 第23章　仮定法（２） 小テスト
14週 Plus 仮定法 小テスト
15週 期末試験 Workbookの提出

16週 答案返却・解答説明
春休み課題の指示

小テスト
ベストポイント740テスト（第12章）

評価割合
試験 小テスト 単元末テスト 提出物 出席 その他 合計

総合評価割合 60 20 10 5 5 0 100
基礎的能力 60 20 10 5 5 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 保健
科目基礎情報
科目番号 0011 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 和唐正勝ほか『最新高等保健体育』（大修館書店）
担当教員 丸山 啓史
到達目標
1．現代の健康のとらえ方について理解でき，自らの健康にかかわる意志決定・行動選択ができる。
2．生活習慣病の予防について理解できる
3．喫煙・飲酒が健康に及ぼす影響とその要因・対策について理解できる。
4．薬物の種類とその健康への影響について理解できる。
5．エイズ・性感染症の現状の理解とその予防をすることができる。
6．応急手当の意義やその基本，心肺蘇生法の理論を理解し．実践することができる。
7．思春期における性意識を理解し，適切な性行動を選択することができる。
8．妊娠・出産のメカニズムについて理解できる。
9．避妊法と人工妊娠絶について理解できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
現代の健康のとらえ方について理
解でき，自らの健康にかかわる意
志決定・行動選択が適切にできる

現代の健康のとらえ方について理
解でき，自らの健康にかかわる意
志決定・行動選択ができる

現代の健康のとらえ方について理
解でき，自らの健康にかかわる意
志決定・行動選択ができない

評価項目2 生活習慣病の予防について適切に
理解できる

生活習慣病の予防について理解で
きる

生活習慣病の予防について理解で
きない

評価項目3
喫煙・飲酒が健康に及ぼす影響と
その要因・対策について適切に理
解できる

喫煙・飲酒が健康に及ぼす影響と
その要因・対策について理解でき
る

喫煙・飲酒が健康に及ぼす影響と
その要因・対策について理解でき
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるようにし，生涯を通じて自らの健康を適切に管理し，改善

していくための資質や能力を育てる。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする

注意点
現在及び将来の生活を健康で安全に暮らしていくための大切な授業です。質問がある場合には，放課後やオフィスアワ
ーを利用して積極的に質問に来てください。予習としては．事前に教科書に目を通し，疑問点を明確にしておくことで
す。授業では，講義内容や板書の内容を理解し，理解できない点は随時質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション
2週 現代社会と健康 健康の考え方と成り立ち
3週 現代社会と健康 私たちの健康のすがた
4週 現代社会と健康 生活習慣病とその予防

5週 現代社会と健康
応急手当の意義とその基本
日常的な応急手当
心肺蘇生法の原理とおこない方

6週 現代社会と健康 喫煙と健康
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 現代社会と健康 飲酒と健康
10週 現代社会と健康 薬物乱用と健康
11週 生涯を通じる健康 感染症とその予防，性感染症・エイズ予防
12週 生涯を通じる健康 思春期と健康
13週 生涯を通じる健康 性への関心・欲求と性行動

14週 生涯を通じる健康 妊娠・出産と健康
避妊法と人工妊娠中絶

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 体育Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0012 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 丸山 啓史
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．バレーボールの個人的技能をゲームで生かすことができる。
3．バレーボールの集団的技能をゲームで生かすことができる。
4．バレーボールのゲームを企画・運営ができる。
5．バスケットボールの個人的技能をゲームで生かすことができる。
6．バスケットボールの集団的技能をゲームで生かすことができる
7．バスケットボールのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 バレーボールの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

バレーボールの技能をゲームで生
かすことができる

バレーボールの技能をゲームで生
かすことができない

評価項目3 バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことが適切にできる

バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことができる

バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ．運動能力を高
める自己診断資料とする。協調性と安全・確実・敏速に行動ができるような態度を養う。ゲームに必要な個人的技能や
集団的技能を高め，技能の程度に応じた作戦を工夫してゲームができるようにするとともに，得点や勝敗を競う過程や
結果に喜びや楽しさを味わう。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション・新体カテスト
1．新体カテスト
新体カテストの測定項目を理解し、正しい測定を実施でき
る
自らの得点を集計し、自己評価できる

2週 新体カテスト
3週 新体カテスト

4週 集団行動・体育祭の種目
2．体育祭種目
体育祭種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実施で
きる

5週 集団行動・体育祭の種目

6週 バレーボール

3．バレーボール
バレーボールの技術・ルールを理解し、学習した審判法を
基準に体育で実践するバレーボール試合の審判ができる
サーブ、オーバーハンドレシーブ、アンダーハンドレシー
ブ、スパイクを代表とする個人技能を修得し、試合で実践
できる。

7週 バレーボール
8週 バレーボール
9週 バレーボール
10週 バレーボール
11週 バレーボール
12週 バレーボール
13週 バレーボール
14週 バレーボール・スキルテスト
15週 バレーボール・スキルテスト
16週 バレーボール・スキルテスト

後期
1週 球技大会の種目

4．球技大会種目の練習
球技大会の種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実
施できる

2週 球技大会の種目
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3週 バスケットボール

5バスケットボール
バスケットボールの技術・ルールを理解し、学習した審判
法を基準に体育で実践するバスケットボール試合の審判が
できる
ゴール下シュート、レイアップ、セットシュート、ドリブ
ル、チェストパスを代表とする個人技能を修得し、試合で
実践できる。

4週 バスケットボール
5週 バスケットボール
6週 バスケットボール
7週 バスケットボール
8週 バスケットボール
9週 バスケットボール
10週 バスケットボール
11週 バスケットボール
12週 バスケットボール

13週 持久走 6．持久走
長距離走の特性を理解し、駅伝大会で実践できる

14週 バスケットボール・スキルテスト
15週 バスケットボール・スキルテスト
16週 バスケットボール・スキルテスト

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学ＡⅠ
科目基礎情報
科目番号 0013 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 4
教科書/教材 新井一道　他著「新基礎数学」（大日本図書）
担当教員 影山 優
到達目標
１．いろいろな数と式について四則計算ができること
２．いろいろな方程式，不等式が解け，また証明ができる
３．２次関数の性質を理解し，グラフがかけること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 いろいろな数と式について四則計
算が適切にできる

いろいろな数と式について四則計
算ができる

いろいろな数と式について四則計
算ができない

評価項目2 方程式，不等式が解け，証明が適
切にできる

方程式，不等式が解け，証明がで
きる

方程式，不等式が解けず，証明が
できない

評価項目3 ２次関数の性質を理解し，グラフ
が適切に描くことができる。

２次関数の性質を理解し，グラフ
が描くことができる。

２次関数の性質を理解できず，グ
ラフが描けない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
中学校の数学をもとにして，高専数学のための基礎づくりを目的としています。整式の計算から入り，方程式や不等式
，2次関数などを学習し，数学的な考え方や計算技術などの習得を目指します。就職・進学に必ず必要となる基礎学力を
身につけるものです。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点

これから学んでいく数学および専門科目の基礎中の基礎なので，分からないところを残しておくと進級が難しくなりま
す。基本的なことから始めて授業を進める予定です。数学の学習は授業内容を復習し，実際に自分で手を動かして問題
を解いてみることが大事です。もし，授業を聴いてわからないところはどんどん質問してください。随時質問は受け付
けます。
中学校の数学から引き続き勉強する広い数学の世界を楽しんで行ってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 整式の計算 整式の加減乗除の計算や、式の展開ができる。
2週 因数分解 整式の因数分解ができる。

3週 剰余の定理と因数定理 因数定理等を利用して、4次までの簡単な整式の因数分解が
できる。

4週 分数式、複素数 分数式の加減乗除の計算ができ、また実数、平方根、複素
数の基本的な計算ができる。

5週 ２次方程式 解の公式等を利用して、2次方程式を解くことができる。

6週 いろいろな方程式
因数定理等を利用して、基本的な高次方程式を解くことが
でき、また簡単な連立方程式、無理方程式・分数方程式を
解くことができる。

7週 中間試験

8週 恒等式 恒等式と方程式の違いを区別でき、部分分数への分解等が
できる。

9週 等式の証明 等式の証明ができる。
10週 不等式 1次不等式や2次不等式を解くことができる。
11週 集合・命題 集合と命題について理解できる。

12週 命題の証明 必要条件、十分条件について理解し、背理法を用いた証明
ができる。

13週 ２次関数のグラフ, 2次関数と２次方程式 2次関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、最大値
・最小値を求めることができる。

14週 ２次不等式 2次関数の性質を理解し、グラフを利用し2次不等式を求め
ることができる。

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学ＡⅡ
科目基礎情報
科目番号 0014 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 新井一道　他著「新基礎数学」（大日本図書）
担当教員 影山 優
到達目標
１．べき関数，分数関数，無理関数などのグラフがかけること。
２．指数関数，対数関数の性質を理解し，グラフがかけること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
べき関数，分数関数，無理関数な
どのグラフをかくことが適切にで
きる

べき関数，分数関数，無理関数な
どのグラフをかくことができる

べき関数，分数関数，無理関数な
どのグラフをかくことができない

評価項目2
指数関数，対数関数の性質を理解
し，グラフをかくことが適切にで
きる

指数関数，対数関数の性質を理解
し，グラフをかくことができる

指数関数，対数関数の性質を理解
できず，グラフをかくことができ
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 基礎数学AⅠに続き，高専数学のための基礎づくりを目的としている。べき関数，分数関数，無理関数，逆関数，指数関

数，対数関数などを学習し，数学的な考え方や計算技術などの習得を目指す。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点

これから学んでいく数学および専門科目の基礎中の基礎なので，分からないところを残しておくと進級が難しくなりま
す。基本的なことから始めて授業を進める予定です。数学の学習は授業内容を復習し，実際に自分で手を動かして問題
を解いてみることが大事です。もし，授業を聴いてわからないところはどんどん質問してください。随時質問は受け付
けます。
基礎数学AⅠから引き続き勉強する広い数学の世界を楽しんで行ってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 いろいろな関数 べき関数や分数関数の性質を理解し、グラフをかくことが
できる。

2週 いろいろな関数 べき関数や分数関数の性質を理解し、グラフをかくことが
できる。

3週 いろいろな関数 べき関数や分数関数や無理関数の性質を理解し、グラフを
かくことができる。

4週 いろいろな関数 べき関数や分数関数や無理関数の性質を理解し、グラフを
かくことができる。

5週 いろいろな関数 簡単な場合について、関数の逆関数を求め、そのグラフを
かくことができる。

6週 いろいろな関数 簡単な場合について、関数の逆関数を求め、そのグラフを
かくことができる。

7週 指数関数・対数関数 指数関数の定義・基本性質を理解できる。
対数の意味を理解し、定義・基本性質を理解できる。

8週 中間試験

9週 指数関数・対数関数 指数関数のグラフをかくことができ、指数関数を含む簡単
な方程式を解くことができる。

10週 指数関数・対数関数 指数関数のグラフをかくことができ、指数関数を含む簡単
な方程式を解くことができる。

11週 指数関数・対数関数 対数の意味を理解し、対数を利用した計算ができる。

12週 指数関数・対数関数 対数の意味を理解し、底の変換公式などを用いて対数の計
算ができる。

13週 指数関数・対数関数 対数関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、対数
関数を含む簡単な方程式を解くことができる。

14週 指数関数・対数関数
対数関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、対数
関数を含む簡単な方程式を解くことができ、
常用対数表を利用できる。

15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学ＢⅠ
科目基礎情報
科目番号 0015 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 新井一道　他著「新基礎数学」（大日本図書）
担当教員 岡中 正三
到達目標
１．座標平面における点と直線，2直線の関係を理解し，問題が解ける。
２．２次曲線の問題が解ける。不等式の表す領域が図示できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
座標平面における点と直線，2直線
の関係を理解し，問題を解くこと
が適切にできる

座標平面における点と直線，2直線
の関係を理解し，問題を解くこと
ができる

座標平面における点と直線，2直線
の関係を理解せず，問題を解くこ
とができない

評価項目2 ２次曲線，不等式の問題が適切に
解ける ２次曲線，不等式の問題が解ける ２次曲線，不等式の問題が解けな

い
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 中学校で学んだ数学に続いて平面図形（直線や２次曲線）の方程式を学ぶ。就職・進学に必ず必要となる基礎学力を身

につける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点
これから学んでいく数学および工学の基礎なので，分からないところを残しておくと進級してから大変苦労します。答
えが正しいというだけでは駄目で，答えを出すまでを正しく記述することが大切です。授業をしっかり聞き，「なぜこ
うなるか」を自分の頭で考え，自分で問題を解くようにしましょう。わからない場合は積極的に質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 点と直線 ２点間の距離
2週 直線の方程式 直線の方程式
3週 直線の方程式 直線の方程式
4週 ２直線の関係 ２直線の関係
5週 ２直線の関係 ２直線の関係
6週 円 円
7週 中間試験
8週 楕円 円
9週 双曲線 双曲線
10週 放物線 放物線
11週 ２次曲線と直線 ２次曲線と直線の関係
12週 ２次曲線と直線 ２次曲線と直線の関係
13週 不等式と領域 不等式が表す領域
14週 不等式と領域 不等式が表す領域
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学ＢⅡ
科目基礎情報
科目番号 0016 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 新井一道　他著「新基礎数学」（大日本図書）
担当教員 岡中 正三
到達目標
１．場合の数が計算できる
２．数列の一般項，和が計算できる。およびそれらに関係することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1 場合の数が適切に計算できる 場合の数が計算できる 場合の数が計算できない

評価項目2 数列の一般項，和が適切に計算で
きる 数列の一般項，和が計算できる 数列の一般項，和が計算できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 前期で学んだ基礎数学BIに続き，場合の数，数列に関することなどを学ぶ。就職・進学に必ず必要となる基礎学力を身

につける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点
これから学んでいく数学および工学の基礎なので，分からないところを残しておくと進級してから大変苦労します。答
えが正しいというだけでは駄目で，答えを出すまでを正しく記述することが大切です。授業をしっかり聞き，「なぜこ
うなるか」を自分の頭で考え，自分で問題を解くようにしましょう。わからない場合は積極的に質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 場合の数 積の法則，和の法則
2週 順列 順列
3週 組み合わせ 組み合わせ
4週 いろいろな順列 いろいろな順列
5週 いろいろな順列 いろいろな順列
6週 二項定理 二項定理
7週 二項定理 二項定理
8週 中間試験
9週 数列・等差数列 数列・等差数列
10週 等比数列 等比数列
11週 数列の和 数列の和
12週 数列の和 数列の和
13週 漸化式と数学的帰納法 漸化式と数学的帰納法
14週 漸化式と数学的帰納法 漸化式と数学的帰納法
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学C
科目基礎情報
科目番号 0017 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 新井一道他著「新基礎数学」（大日本図書），高遠節夫他「新線形代数」（大日本図書）
担当教員 野村 真理子
到達目標
1. 三角比を理解し、その応用ができること
2. ベクトル定義を理解し、ベクトルの基本的な計算ができること
3. ベクトルの平行・垂直条件を利用することができること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 三角比を理解し、その応用が適切
にできる

三角比を理解し、その応用ができ
る

三角比を理解できず、その応用が
できない

評価項目2 ベクトルの演算が適切にできる ベクトルの演算ができる ベクトルの演算ができない
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 基礎数学AⅠに続き，高専数学のための基礎づくりを目的としている。三角比、力学などで重要なベクトルなどを学習し

，数学的な考え方や計算技術などの習得を目指す。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点
これから学んでいく数学および専門科目の基礎的な内容を学習します。分からないところを残しておくと進級が難しく
なります。基本的なことから始めて授業を進める予定です。数学の学習は授業内容を復習し，実際に自分で手を動かし
て問題を解いてみることが大事です。もし，授業を聴いてわからないところはどんどん質問してください。随時質問は
受け付けます。基礎数学AⅠから引き続き勉強する広い数学の世界を楽しんで行ってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 三角比とその応用 三角比を理解し、鋭角の場合について、三角比を求めるこ
とができる。

2週 三角比とその応用 三角比を理解し、鈍角の場合について、三角比を求めるこ
とができる。

3週 三角比とその応用
4週 三角比とその応用 正弦定理，余弦定理を用いた計算ができる。
5週 三角比とその応用
6週 三角比とその応用 三角形への応用ができる。
7週 三角比とその応用
8週 中間試験
9週 平面ベクトル 有向線分による表示
10週 平面ベクトル ベクトルの和・差、実数倍
11週 平面ベクトル 内積
12週 平面ベクトル 内分点のベクトル表示
13週 平面ベクトル 直線と円のベクトル方程式
14週 平面ベクトル
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 20-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 物理Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0018 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 改訂版 総合物理Ⅰ (数研出版)，2019 セミナー基礎物理＋物理（第一学習社），フォローアップドリル物理基礎「運動
の表し方・力・運動方程式」

担当教員 小林 正和
到達目標
全ての学習項目について，知識を身につけ関係する計算ができるようになる。
全ての学習項目について，現象・式を理解して説明ができるようになる。
全ての学習項目について，物理に関する知識・理解を他の場面で使えるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
全ての学習項目について，広い知
識を身につけ関係する計算ができ
る

全ての学習項目について，知識を
身につけ関係する計算ができる

一部または全ての学習項目につい
て，知識を身につけ関係する計算
ができない

評価項目2
全ての学習項目について，より広
く・深く現象・式を理解して，よ
りよく説明ができるようになる

全ての学習項目について，現象・
式を理解して，説明ができるよう
になる

一部または全ての学習項目につい
て，現象・式を十分に理解してお
らず，十分な説明ができない

評価項目3
全ての学習項目について，物理に
関する知識・理解を，他のより広
い場面で使うことができる

全ての学習項目について，物理に
関する知識・理解を，他の場面で
使うことができる

一部または全ての学習項目につい
て，物理に関する知識・理解を
，他の場面で使うことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物理は「今起こっていることを説明する」のが目的の学問です。この科目では，高専で学ぶ物理分野のうち，力学に
ついて扱います。力学に関係する基本的な概念および法則を理解し，自然界のさまざまな物理現象と基本的な概念を結
びつけ，自分で考えられるようになることを目的とします。

授業の進め方と授業内
容・方法 　講義および演習を基本とします。適宜，小テストや課題を課す他，実験を行います。

注意点

　これから学んでいく物理および専門科目の基礎となる科目です。最初は，これまで学習してきた科目との勉強方法や
考え方の違いに戸惑うことでしょう。だからといって分からないところをそのままにしておくと，進級が難しくなるか
，進級できても専門科目の授業についていけなくなります。この違いを乗り越えるには，授業をただ聞いているだけで
は足りないということを，まずは理解しましょう。
　授業では自分で学習するための基本事項を説明しますが，物理の学習は授業内容を復習する他，実際に自分で手を動
かして問題を解くことで理解の確認と定着を進めることが極めて重要です。授業を聞いていて分からないところは，授
業中でもどんどん質問してください。自宅学習で分からないところがあった場合には，教員室に質問に来てください。
　必要な既学習内容を理解していない場合には，補習等をおこなう場合があります。
　自然界のさまざまな物理現象を理解する考え方を学ぶことで，専門科目を勉強するハードルが大きく下がるだけでな
く，世界の見え方がガラリと変わります。物理の学習を通じて，これらを楽しんでいってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 授業説明・物理の学習 物理の授業の進め方・学習方法について理解できる
2週 速さと等速直線運動・変位 速さと等直線運動，変位について説明できる

3週 速度・平均の速度と瞬間の速度・速度の合成 速度と平均・瞬間の速度について説明できる
合成速度を求めることができる

4週 相対速度・加速度 相対速度を求めることができる
加速度について説明できる

5週 等加速度直線運動
等加速度直線運動について説明できる
等加速度直線運動の公式を用いて，物体の変位や速度等に
関する計算ができる

6週 自由落下・鉛直投射
重力加速度について説明できる
自由落下および鉛直投射された物体の変位や速度等に関す
る計算ができる

7週 中間試験

8週 水平投射・斜方投射 水平投射および斜方投射された物体の変位や速度等に関す
る計算ができる

9週 力・いろいろな力
力について説明できる
重力・張力・垂直抗力・弾性力について説明できる
フックの法則を用いて，弾性力の大きさを求めることがで
きる

10週 力の合成・分解・力のつりあい
物体に作用する力を図示することができる
力の合成と分解をすることができる
質点にはたらく力のつりあいの問題を解くことができる

11週 作用と反作用 作用と反作用の関係について，具体例を挙げて説明できる
12週 慣性の法則・運動の法則 慣性の法則および運動の法則について説明できる

13週 運動方程式・重さと質量 運動の法則を運動方程式で表すことができる
重さと質量の違いについて説明できる

14週 運動方程式の応用 １物体および２物体の運動方程式を用いた計算ができる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
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定期試験 ポートフォリオ 合計
総合評価割合 80 20 100
基礎的能力 80 20 100
専門的能力 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 物理Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0019 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 改訂版 総合物理Ⅰ (数研出版)，2019 セミナー基礎物理＋物理（第一学習社），フォローアップドリル物理基礎「仕事
とエネルギー・熱」

担当教員 小林 正和
到達目標
全ての学習項目について、知識を身につけ関係する計算ができるようになる。
全ての学習項目について、現象・式を理解して、説明ができるようになる。
全ての学習項目について、物理に関する知識・理解を、他の場面で使えるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
全ての学習項目について、広い知
識を身につけ関係する計算ができ
る

全ての学習項目について、知識を
身につけ関係する計算ができる

一部または全ての学習項目につい
て、知識を身につけ関係する計算
ができない

評価項目2
全ての学習項目について、より広
く・深く現象・式を理解して、よ
りよく説明ができるようになる。

全ての学習項目について、現象・
式を理解して、説明ができるよう
になる。

一部または全ての学習項目につい
て、現象・式を十分に理解してお
らず、十分な説明ができない。

評価項目3
全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他のより広
い場面で使うことができる。

全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他の場面で
使うことができる。

一部または全ての学習項目につい
て、物理に関する知識・理解を、
他の場面で使うことができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物理は「今起こっていることを説明する」のが目的の学問です。この科目では，物理Ⅰ に引き続き，高専で学ぶ物理
分野のうち力学について扱います。力学に関係する基本的な概念および法則を理解し，自然界のさまざまな物理現象と
基本的な概念を結びつけ，自分で考えられるようになることを目的とします。

授業の進め方と授業内
容・方法 　講義および演習を基本とします。適宜，小テストや課題を課す他，実験を行います。

注意点

　これから学んでいく物理および専門科目の基礎となる科目です。最初は，これまで学習してきた科目との勉強方法や
考え方の違いに戸惑うことでしょう。だからといって分からないところをそのままにしておくと，進級が難しくなるか
，進級できても専門科目の授業についていけなくなります。この違いを乗り越えるには，授業をただ聞いているだけで
は足りないということを，まずは理解しましょう。
　授業では自分で学習するための基本事項を説明しますが，物理の学習は授業内容を復習する他，実際に自分で手を動
かして問題を解くことで理解の確認と定着を進めることが極めて重要です。授業を聞いていて分からないところは，授
業中でもどんどん質問してください。自宅学習で分からないところがあった場合には，教員室に質問に来てください。
　必要な既学習内容を理解していない場合には，補習等をおこなう場合があります。
　自然界のさまざまな物理現象を理解する考え方を学ぶことで，専門科目を勉強するハードルが大きく下がるだけでな
く，世界の見え方がガラリと変わります。物理の学習を通じて，これらを楽しんでいってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 摩擦を受ける運動 静止摩擦力と最大摩擦力，動摩擦力について説明できる
摩擦を受ける運動に関する計算ができる

2週 液体や気体から受ける力 圧力，浮力，空気の抵抗について説明できる

3週 剛体にはたらく力・力のモーメント・剛体のつりあい
剛体とその運動について説明できる
力のモーメントを求めることができる
剛体における力のつりあいに関する計算ができる

4週 剛体にはたらく力の合力・偶力・重心・転倒しない条件
剛体にはたらく力の合力および剛体が転倒しない条件を求
めることができる
重心に関する計算ができる

5週 仕事 仕事と仕事の原理，仕事率について説明できる
仕事と仕事率に関する計算ができる

6週 運動エネルギー エネルギーと運動エネルギーについて説明できる
物体の運動エネルギーに関する計算ができる

7週 位置エネルギー 重力および弾性力による位置エネルギーに関する計算がで
きる

8週 中間試験

9週 力学的エネルギーの保存 力学的エネルギー保存則について理解し，様々な物理量の
計算に利用できる

10週 運動に関する公式のまとめ これまでに学んだ運動に関する様々な公式や法則の関係に
ついて説明できる

11週 運動量と力積
運動量と力積について説明できる
物体の質量と速度から運動量を求めることができる
運動量の差が力積に等しいことを利用して，様々な物理量
の計算ができる

12週 直線運動および平面運動における運動量保存則 運動量保存則について説明できる
運動量保存則を様々な物理量の計算に利用できる

13週 物体の分裂・床との衝突 物体の分裂および床との衝突に関する計算ができる
反発係数や弾性衝突，非弾性衝突について説明できる

14週 直線上の２物体の衝突・床との斜め衝突・運動量と力学的
エネルギー

床との斜め衝突および２物体の衝突に関する様々な計算が
できる

15週 学年末試験
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16週 答案返却・解答説明
評価割合

定期試験 ポートフォリオ 合計
総合評価割合 80 20 100
基礎的能力 80 20 100
専門的能力 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 化学Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0020 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 竹内敬人他「 改訂　化学基礎」（東京書籍）、竹内敬人他「ダイナミックワイド 図説化学」（東京書籍）
担当教員 田中 慎一
到達目標
1. 物質の構造、性質及びその変化を理解すること。
2. 化学の基本的な計算ができること。
3. 溶液調整や実験器具の使い方など基本的な実験操作を習得すること。
4. 化学反応式の意味を理解し、計算ができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を適切に
理解できる

物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を理解で
きる

物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を理解で
きない

評価項目2
溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を適切に習得で
きる

溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を習得できる

溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を習得できない

評価項目3
化学式や化学結合について理解し
、物質や結晶の性質について適切
に説明できる

化学式や化学結合について理解し
、物質や結晶の性質について説明
ができる

化学式や化学結合について理解し
、物質や結晶の性質について説明
ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物理量の概念、計算方法等化学の基礎を理解させる。また、物質の性質はその組成と構造によって決まることから化
学結合を理解し、日常で起こる様々な化学変化や現象を物質の性質から考える。本授業は進学等に関連し、学力向上を
身につけることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 講議及び演習を基本とし、学習内容に沿った実験を行う。実験は個人あるいはグループ実験を行う。

注意点 教科書の問や演習問題は必ず自分で解くこと。わからないことは溜め込まないで、すぐに解決しておくこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 物質の構造

１. 物質の構成
　　物質の構成と分離・精製
　　物質の構成元素
　　原子の構造
　　電子配置とイオンの形成
　　元素の周期律

2週 物質の構造
3週 物質の構造
4週 物質の構造
5週 物質の構造
6週 物質の構造
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明,　物質の構造

9週 物質の構造

２. 物質と化学結合
　　化学式と化学結合（イオンとイオン化エネルギー）
　　化学式と化学結合（電子親和力とイオン結合）
　　化学式と化学結合（イオン結晶と共有結合）
　　電子式と構造式
　　分子間力と分子結晶
　　共有結晶
　　金属と金属結晶

10週 物質の構造
11週 物質の構造
12週 物質の構造
13週 物質の構造
14週 物質の構造
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 化学Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0021 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 竹内敬人他「 改訂　化学基礎」（東京書籍）、竹内敬人他「ダイナミックワイド 図説化学」（東京書籍）
担当教員 田中 慎一
到達目標
1. 物質の構造、性質及びその変化を理解すること。
2. 化学の基本的な計算ができること。
3. 溶液調整や実験器具の使い方など基本的な実験操作を習得すること。
4. 化学反応式の意味を理解し、計算ができること。
5. 酸・塩基の性質及び反応を理解すること。
6. 水素イオン濃度及び水素イオン指数の計算ができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を適切に
理解できる

物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を理解で
きる

物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を理解で
きない

評価項目2
溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を適切に習得で
きる

溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を習得できる

溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を習得できない

評価項目3
化学反応式， 酸・塩基のの性質
，水素イオン濃度及び水素イオン
指数を理解し、計算が適切にでき
る

化学反応式， 酸・塩基のの性質
，水素イオン濃度及び水素イオン
指数を理解し、計算ができる

化学反応式， 酸・塩基のの性質
，水素イオン濃度及び水素イオン
指数を理解し、計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物理量の概念、計算方法等化学の基礎を理解させる。また、物質の性質はその組成と構造によって決まることから化
学結合を理解し、日常で起こる様々な化学変化や現象を物質の性質から考える。本授業は進学等に関連し、学力向上を
身につけることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 講議及び演習を基本とし、学習内容に沿った実験を行う。実験は個人あるいはグループ実験を行う。

注意点 教科書の問や演習問題は必ず自分で解くこと。わからないことは溜め込まないで、すぐに解決しておくこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 物質の構造

３.物質量
　　原子量・分子量・式量・モルの概念と計算方法
　　溶液の濃度（表し方と計算）
　　化学反応式と量的関係
　　化学変化における諸法則

2週 物質量と化学変化
3週 物質量と化学変化
4週 物質量と化学変化
5週 物質量と化学変化
6週 物質量と化学変化
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 酸・塩基

４.酸と塩基
　　酸と塩基の性質と定義
　　水素イオン濃度・水素イオン指数の計算
　　中和反応の量的な関係
　　中和滴定による濃度計算
　　逆滴定と酸化物

10週 酸・塩基
11週 酸・塩基
12週 酸・塩基
13週 酸・塩基
14週 酸・塩基
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ライフサイエンス・アースサ
イエンス

科目基礎情報
科目番号 0022 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 カラー図解でわかる高校生物超入門（SBクリエイティブ）、地学基礎(数研)
担当教員 芦田 嘉之
到達目標
1 地球環境と生命科学の基礎
2 地球の歴史と生物進化の基礎
3 生態系と地球環境の理解
4 現代社会における生物と地学の理解
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 地球環境と生命科学の基礎につい
て詳細に理解できる

地球環境と生命科学の基礎につい
て理解できる

地球環境と生命科学の基礎につい
て理解できない

評価項目2 地球の歴史と生物進化の基礎につ
いて詳細に理解できる

地球の歴史と生物進化の基礎につ
いて理解できる

地球の歴史と生物進化の基礎につ
いて理解できない

評価項目3 生態系と地球環境を詳細に理解で
きる 生態系と地球環境の理解ができる 生態系と地球環境の理解ができな

い

評価項目4 現代社会における生物と地学を詳
細に理解できる

現代社会における生物と地学の理
解ができる

現代社会における生物と地学の理
解ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
ライフサイエンス・アースサイエンスでは、生物を中心とした地球環境を理解し、人間と自然との関係を統合的に考え
る力を養うことを目標とする。これらの知識を得る過程で、科学的な考え方や人間社会を快適にする技術への応用につ
いて考え、自らの専門分野に関係する課題に対処できるようにする。

授業の進め方と授業内
容・方法 PowerPointを使った講議中心。課題は配付した課題用ノートで毎回提出。

注意点
担当教員は非常勤講師のため、授業の前後しかいない。質問等は電子メールで受け付ける。
事前に連絡してから研究室へ来てもよい（広島大学大学院理学研究科数理分子生命理学専攻生物化学研究室）。
私設図書室（蔵書１.４万冊超）も歓迎。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 授業計画と授業概要　宇宙と地球 ４６億年規模で地球環境と生物多様性を考える
2週 生物の共通性と多様性の基礎 DNA、タンパク質、細胞、代謝、自己複製
3週 生命の起源と生物進化 種とは何か　化学進化　遺伝子頻度の変化　自然選択
4週 地球の歴史　プレートテクトニクス 地球の起原と地球の構造　プルームテクトニクス
5週 火山と地震の理解 マグマの生成と断層
6週 地球４６億年の歴史　課題解説 地球上で多様な生物がどのようにして生じたのか？
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明　システム論 システム（系）とは何だろうか？
9週 生態系とバイオーム システムとしての生態系とバイオーム
10週 生物圏の物質の循環とエネルギー収支 地球のエネルギー収支
11週 大気圏と海洋圏の理解 地球システムで気象と気候を考える
12週 地球温暖化問題とは何か 地球温暖化は何が問題なのか？
13週 ヒトのシステム 科学的に考えるとは？
14週 全体のまとめと課題解説 バイオテクノロジー、生命科学と医療、食料
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 情報リテラシー
科目基礎情報
科目番号 0023 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 実教出版：30時間アカデミック　情報リテラシー　Office 2010
担当教員 及川 栄作
到達目標
１．コンピューターの仕組みを理解し、インターネットを使った情報の活用ができる。
２．情報倫理・セキュリティの関連事項を理解し、説明でき、それに基づいた判断・行動ができる。
３．Word、Excel、Power pointが活用できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
コンピューターの仕組みを確実に
理解し、インターネットを使った
情報の活用が適切にできる。

コンピューターの仕組みを理解し
、インターネットを使った情報の
活用ができる。

コンピューターの仕組みを理解で
きない。

評価項目2
情報倫理・セキュリティの関連事
項を理解し、説明でき、それに基
づいた適切な判断・行動ができる
。

情報倫理・セキュリティの関連事
項を理解し、説明でき、それに基
づいた判断・行動ができる。

情報倫理・セキュリティの関連事
項を理解できない。

評価項目3 Word、Excel、Power pointが適
切に活用できる。

Word、Excel、Power pointが活
用できる。

Word、Excel、Power pointが活
用できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
現代社会においてパソコンを使用しての文書作成や表計算、インターネットや電子メールを使う能力は必要不可欠であ
る。本授業ではパソコンを操作するために必要な基礎知識およびワープロ等の操作を学習する。また、情報を処理・活
用する上で重要な情報倫理・セキュリティも学ぶ。本授業は進学と就職に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 授業の単元ごとに概要を説明した後、各自で演習課題に取り組む形式となる。

注意点 情報処理は今後の講義や演習のレポート作成、卒業研究論文、企業でのレポート作成等に必ず必要となる技術である。
その基礎として、ワープロ、表計算、プレゼンテーション資料作成の基礎を最低限身に付けること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 高専でのPCの使い方、Windowsの環境
2週 高専でのPCの使い方、Windowsの環境
3週 情報マナー、情報セキュリティ
4週 eラーニング、インターネットの使い方
5週 Wordによる文書作成
6週 Wordによる文書作成
7週 Wordによる文書作成
8週 Excelによる表計算
9週 Excelによる表計算
10週 Excelによる表計算
11週 Power pointの使い方
12週 Power pointを使った資料作成
13週 Power pointを使った資料作成
14週 Power pointによるプレゼンテーション
15週 Power pointによるプレゼンテーション
16週 情報倫理・情報セキュリティに関するwebテスト

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 20 10 0 20 50 0 100
基礎的能力 10 5 0 10 25 0 50
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 10 5 0 10 25 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 プロジェクトデザイン入門
科目基礎情報
科目番号 0024 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 4
教科書/教材 配布プリントなど
担当教員 林 和彦,野波 諒太,井上 浩孝,三村 陽一,仁保 裕,松野 一成,大和 義昭
到達目標
１．高専で学ぶ専門科目の概要と特徴を理解する。
２．コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力を必要とする取り組みを経験し、その必要性を
認識する。
３．自己に対する向き不向き、好き嫌い、得手不得手を考える取り組みを経験し、その必要性を認識する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 高専で学ぶ専門科目の概要と特徴
を理解する。

高専で学ぶ専門科目の概要と特徴
を知る。

高専で学ぶ専門科目の概要と特徴
を理解できない。

評価項目2

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない。

評価項目3
自己に対する向き不向き、好き嫌
い、得手不得手を考える取り組み
を経験し、その必要性を認識する
。

自己に対する向き不向き、好き嫌
い、得手不得手を考える取り組み
を経験し、その必要性を知る。

自己に対する向き不向き、好き嫌
い、得手不得手を考える取り組み
を経験しない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等
概要 グループワークを中心に、他人とコミュニケーション取りながら、自己に関することを表現する体験を行う。また、実

験・実習によって、所属学科および他学科の特徴を学ぶ。
授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点 他人とコミュニケーションを取るように心がけて下さい。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーションと専門に関する実験・実習 授業の内容と全体の目標を理解する。

2週 自己分析についてのワークショップと専門に関する実験・
実習

自己について理解を深めることと専門に関する実験・実習
を完遂する。

3週 自己分析についてのワークショップと専門に関する実験・
実習

自己について理解を深めることと専門に関する実験・実習
を完遂する。

4週 自己分析についてのワークショップと専門に関する実験・
実習

自己について理解を深めることと専門に関する実験・実習
を完遂する。

5週 自己分析についてのワークショップの発表と専門に関する
実験・実習

自己について理解を深めることと専門に関する実験・実習
を完遂する。

6週 国際関係と技術者の関係のワークショップと専門に関する
実験・実習

国際関係と技術者の関係のワークショップと専門に関する
実験・実習を完遂する。

7週 国際関係と技術者の関係のラークショップと専門に関する
実験・実習

国際関係と技術者の関係のワークショップと専門に関する
実験・実習を完遂する。

8週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

9週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

10週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

11週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

12週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

13週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

14週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

15週 他人と協働して自己を表現するワークショップの発表と専
門に関する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

16週 活動した内容の振返り 振り返りのワークを完成する。
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 20 30 0 50
専門的能力 0 0 0 10 15 0 25
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分野横断的能力 0 0 0 10 15 0 25
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワークⅠ
科目基礎情報
科目番号 0025 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 各テーマに応じて準備する
担当教員 林 和彦
到達目標
１．コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について認識している。
２．主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力
について認識している。
３．創成能力やエンジニアリングデザイン能力について認識している。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
コミュニケーションスキル、合意
形成、情報収集・活用・発信力、
課題発見、論理的思考力について
適切に認識している。

コミュニケーションスキル、合意
形成、情報収集・活用・発信力、
課題発見、論理的思考力のについ
て知っている。

コミュニケーションスキル、合意
形成、情報収集・活用・発信力、
課題発見、論理的思考力を知らな
い。

評価項目2

主体性、自己管理能力、責任感、
チームワーク力、リーダーシップ
、倫理観（独創性の尊重、公共心
）、未来志向性、キャリアデザイ
ン力について適切に認識している
。

主体性、自己管理能力、責任感、
チームワーク力、リーダーシップ
、倫理観（独創性の尊重、公共心
）、未来志向性、キャリアデザイ
ン力について認識している。

主体性、自己管理能力、責任感、
チームワーク力、リーダーシップ
、倫理観（独創性の尊重、公共心
）、未来志向性、キャリアデザイ
ン力について知らない。

評価項目3
創成能力やエンジニアリングデザ
イン能力について適切に認識して
いる。

創成能力やエンジニアリングデザ
イン能力について認識している。

創成能力やエンジニアリングデザ
イン能力について知らない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点 テーマ内容については、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス 授業内容の確認する。
2週 課題検討 課題探求のための情報収集をする。
3週 課題検討 課題探求のための情報収集をする。
4週 課題検討 課題を検討する。
5週 課題設定、チームビルディング 課題を決定し、チームを編成する。

6週 調査活動・実践活動 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 進捗確認 課題内容、解決策の立案内容、実行計画の進捗を確認する
。

9週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
10週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
11週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
12週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
13週 進捗確認 実践活動の進捗を確認する。
14週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
15週 発表準備 発表の準備をする。
16週 発表 発表

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 40 60 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 測量Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0026 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 堤　隆　｢測量学Ⅰ｣（コロナ社）
担当教員 谷川 大輔
到達目標
1. 測量の意義や目的が理解できること．
2. 計算の取り扱いについて理解できること．
3. 測量の定義と分類を理解できること．
4. 平板測量を理解できること．
5. 水準測量を理解できること．
6. 面積・体積の測定ができること．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 計算の取り扱いについて理解し、
実践できる。

計算の取り扱いについて理解でき
る。

計算の取り扱いについて理解でき
ない。

評価項目2 平板測量を理解でき実践できる。 平板測量を理解できる。 平板測量を理解できない。

評価項目3 水準測量を理解でき、実践できる
。 水準測量を理解できる。 水準測量を理解できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

山・平地・河川などの自然物の利用，開発，制御あるいは道路，鉄道，トンネル，橋，堤防，建物などいろいろな施設
や構造物を造るにあたって，これらの計画，設計，施工の各段階に必要な測量技術の理論および応用を取得することを
目的とする．測量に必要な基礎知識，測量機器の構造，使用方法および誤差についての概念と取り扱い方法，複雑な地
形や市街地・農地などの細部測量を行う平板測量の方法，必要とする精度に応じた距離，角度および高低差の測量方法
を主に学ぶ．本授業は資格取得に関連する．

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし，その理解度向上のために随時、実習との連携を行う．

注意点 測量及び実習により，卒業時「測量士補」が取得できる．環境都市工学科の基礎となるので，十分理解すること．休み
時間や放課後，随時質問を受付けるので適宜相談すること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 総説 測量の定義と歴史について理解する。
2週 測量と数学 測量の計算の取扱を理解する。
3週 距離測量 距離測量の方法を理解する。
4週 距離測量 距離測量の誤差について理解する。
5週 平板測量 平板測量の器械の使い方について理解する。
6週 平板測量 各種平板測量の測定方法について理解する。
7週 中間試験
8週 中間試験回答返却・解説
9週 水準測量 間接距離測量・間接水準測量について理解する。
10週 水準測量 昇降式・器高式水準測量について理解する。
11週 水準測量 水準測量での誤差の取扱方法を理解する。
12週 水準測量 交互水準測量について理解する。
13週 面積・体積の測定 様々な面積の求め方を理科視する。
14週 期末試験まとめ
15週 期末試験回答返却・解説
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 測量Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0027 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 堤　隆　｢測量学Ⅰ｣（コロナ社）
担当教員 重松 尚久
到達目標
1. セオドライトの構造を理解し，据え付け方法および角度の読み方が理解できること
2. 水平角の測定方法を理解できること
3. トラバース測量の計算を理解できること
4. その他の測量方法の習得

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 水平角の測定方法を理解できき実
践できる。 水平角の測定方法を理解できる。 水平角の測定方法を理解できない

。

評価項目2 トラバース測量の計算を理解でき
実践できる。

トラバース測量の計算を理解でき
る。

トラバース測量の計算を理解でき
ない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 測量Ⅰに続いて基礎的技術を習得する．測量士補試験に出題される問題を解くことができる程度の専門知識を身につけ

，簡単な平面測量の計算ができることを目標とする．本授業は資格取得に関連する．
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし，その理解度向上のために随時、実習との連携を行う．

注意点
事前に教科書を熟読し，疑問点を明確にしておくこと．質問がある場合には，放課後やオフィスアワーを利用して積極
的に質問にくること．測量に関する科目を習得し，本学科を卒業した学生には無試験で測量士補の資格が与えられる
．取りこぼすと測量士補の資格が取れなくなる可能性があるので教科書・ノートを見て授業内容を確認してしっかり復
習をしておくこと．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 総括 角測量の測定方法を理解する。
2週 角測量 セオドライトの構造と据付方法を理解する。
3週 角測量 トランシットの検査と調整法を理解する。
4週 角測量 角測量に生じる誤差とその消去方法を理解する。
5週 角測量 水平角の測定方法を理解する。
6週 角測量 水平角の測定方法を理解する。
7週 中間試験
8週 トラバース測量 トラバース測量の手順を理解する。
9週 トラバース測量 方位角と方位を理解する。
10週 トラバース測量 緯距・経距を理解する。
11週 トラバース測量 誤差の調整法を理解する。
12週 トラバース測量 合緯距・合経距を理解する。
13週 トラバース測量 面積計算の方法を理解する。

14週 リモートセンシング
GPS測量 各種測量の方法を理解する。

15週 期末試験
16週 解答返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 実験実習Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0028 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 配布プリント
担当教員 谷川 大輔
到達目標
１．簡易距離測量と直接距離測量を行える。
２．平板の据付を行える。
３．複導線法による測量を行え、図面を作成できる。
４．細部測量を行え、図面を作成できる。
５．レベルの据付を行える。
６．昇降式、器高式による水準測量を行える。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 簡易距離測量と直接距離測量を適
切に行える。

簡易距離測量と直接距離測量を行
える。

簡易距離測量と直接距離測量を行
えない。

評価項目2 平板の据付を迅速に行える。 平板の据付を行える。 平板の据付を行えない。

評価項目3 複導線法による測量を適切に行え
、図面を作成できる。

複導線法による測量を行え、図面
を作成できる。 複導線法による測量を行えない。

評価項目4 細部測量を適切に行え、図面を作
成できる。

細部測量を行え、図面を作成でき
る。 細部測量を行えない。

評価項目5 レベルの据付を迅速に行える。 レベルの据付を行える。 レベルの据付を行えない。

評価項目6 昇降式、器高式による水準測量を
適切に行える。

昇降式、器高式による水準測量を
行える。

昇降式、器高式による水準測量を
行えない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
測量の授業と並行して、測量機器の構造・取り扱い、使用方法を熟知させ、実習を通じて測量の理解を深めることを目
的とする。班編成は、作業に必要最小限の3～4名とし、各人それぞれが必ず測量機器を操作することにより、個人の実
力の向上を求める。適宜、機器の操作テストを行うことにより、実践能力の向上に努める。本実習は、就職、進学およ
び資格取得に関連する。また、グループ作業を通じて、コミュニケーション能力を身に付ける。

授業の進め方と授業内
容・方法

各測量ごとに1～5週ずつ実習を行い、実習内容をレポートにまとめて提出する形でひとつの実習が完了する形となる。
実習は3～4名の班で行うものとする。

注意点
卒業時に「測量士補」の資格取得を申請するために本実習の単位が必要である。環境都市工学科の基礎となるので、充
分理解すること。授業中、随時質問を受け付けるので適宜相談すること。課題は授業内で終了できるように計画されて
いるので、授業中自らの役割を認識し、班で協力して取り組むことが肝要である。また、平板測量の据付けテストの合
格および全レポートの提出が単位修得の要件となっている。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 測量実習で実施する自習内容および使用する器具について
理解する。

2週 距離測量 距離測量を理解し、実践できる。
3週 チェーン測量 チェーン測量を理解し、実践できる。
4週 チェーン測量 チェーン測量を理解し、実践できる。
5週 チェーン測量 チェーン測量を理解し、実践できる。

6週 平板測量I、II（検査・調査、据付練習） 平板測量で用いる器械について理解し、検査・調整ができ
る。

7週 平板測量II（据付練習） 平板の据付ができるようになる。
8週 平板測量II（据付練習） 平板の据付ができるようになる。
9週 平板測量II（据付テスト） 平板の据付が4分以内にできるようになる。
10週 平板測量III（複導線法） 平板を用いた複導線法を理解し、実践できる。
11週 平板測量III（複導線法） 平板を用いた複導線法を理解し、実践できる。
12週 平板測量III（複導線法） 複導線法における誤差を理解し、誤差の補正ができる。
13週 平板測量III（細部測量） 細部測量を理解し、実践できる。
14週 平板測量III（細部測量） 細部測量を理解し、実践できる。
15週 平板測量III（細部測量） 細部測量を理解し、実践できる。
16週

後期

1週 水準測量I（検査・調整） 水準測量で用いる器械について理解し、検査・調整ができ
る。

2週 水準測量I（検査・調整） 水準測量で用いる器械について理解し、検査・調整ができ
る。

3週 水準測量II（昇降式） 昇降式を理解し、実践できる。
4週 水準測量II（昇降式） 昇降式を理解し、実践できる。
5週 水準測量II（昇降式） 昇降式を理解し、実践できる。
6週 水準測量II（昇降式） 昇降式を理解し、実践できる。
7週 水準測量II（昇降式） 昇降式の計算を実施し、誤差の補正ができる。
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8週 水準測量II（器高式） 器高式を理解し、実践できる。
9週 水準測量II（器高式） 器高式を理解し、実践できる。
10週 水準測量II（器高式） 器高式を理解し、実践できる。
11週 水準測量II（器高式） 器高式を理解し、実践できる。
12週 水準測量II（器高式） 器高式の計算を実施し、誤差の補正ができる。

13週 演習問題 有効数字、距離測量、平板測量に関する演習問題を解答で
きる。

14週 演習問題 水準測量に関する演習問題を解答できる。
15週 まとめ
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 10 0 0 50 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 10 0 0 50 40 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建設材料
科目基礎情報
科目番号 0029 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 町田篤彦ほか「土木材料学」（オーム社）
担当教員 三村 陽一
到達目標
1．建設材料の性質などの一般的事項について説明できること
2．金属材料（鋼材）の製法や性質，種類と用途について説明できること
3．アスファルト材料・高分子材料の性質や利用方法について説明できること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 建設材料の性質などの一般的事項
について適切に説明できる

建設材料の性質などの一般的事項
について説明できる

建設材料の性質などの一般的事項
について説明できない

評価項目2
金属材料（鋼材）の製法や性質
，種類と用途について適切に説明
できる

金属材料（鋼材）の製法や性質
，種類と用途について説明できる

金属材料（鋼材）の製法や性質
，種類と用途について説明できな
い

評価項目3
アスファルト材料・高分子材料の
性質や利用方法について適切に説
明できる

アスファルト材料・高分子材料の
性質や利用方法について説明でき
る

アスファルト材料・高分子材料の
性質や利用方法について説明でき
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
公共性が特に重視される構造物を構築するうえで，その安全性および耐久性を満足させるためには，建設材料に関する
充分な知識を欠くことができない。ここでは，建設材料の基本的な性質・特徴を学習し，その材料の使途を適切に判断
できる基礎を学ぶ。本授業は就職および進学の両方に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする．

注意点 環境都市工学科の基礎となるので，充分理解すること。休み時間や放課後，随時質問を受付けるので適宜相談すること
．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 総論 1. 総論
建設材料に要求される性質、建設材料の基本的性質

2週 総論
3週 総論
4週 総論

5週 金属材料 2. 金属材料
鋼材の製法、鋼材の性質、鋼材の種類と利用方法

6週 金属材料
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 金属材料

10週 金属材料 3. アスファルト材料
アスファルト材料の製法と性質、アスファルト混合物

11週 アスファルト材料
12週 アスファルト材料
13週 高分子材料
14週 高分子材料
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 20 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 20 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代文
科目基礎情報
科目番号 0220 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材  『現代文B』（三省堂）
担当教員 外村 彰
到達目標
1．日本語で書かれた文章類（小説，評論。詩歌）を正しく読解すること。
2．さまざまな文章にふれ、思索できる力や感性などを身につけること。
3．作品が書かれた時代、作家に関する知識を身につける。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
日本語で書かれた文章類（小説
，評論。詩歌）を正しく読解する
ことができる

日本語で書かれた文章類（小説
，評論。詩歌）を読解することが
できる

日本語で書かれた文章類（小説
，評論。詩歌）を読解することが
できない

評価項目2
さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
が適切にできる

さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
ができる

さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
ができない

評価項目3
作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることが適切に
できる

作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることができる

作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることができな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 １年次での「国語総合（現代文）」に引き続き、国語を的確に理解し、適切に表現できる基礎学力、日本語日本文化に

関する見識を身につけるために、現代日本の思想や文化を代表する評論・小説・詩などを学習する。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。適宜課題提出も課す。

注意点 授業に対する真摯な態度が何より基本である。作品を理解し、自らの頭でしっかり考える力を積極的に養おうとする姿
勢が重要である。発想の幅を広げ、自由にものを見る思考のレッスンにより、教養の幅を広げていってもらいたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス、中島敦の文学
1．小説：山月記（中島敦）
東西の芸術観の相違点、美意識の異なりについて考える。
今日に生きている伝統的な美意識について各自で思考をめ
ぐらす。

2週 中島敷「山月記」
3週 中島敷「山月記」
4週 中島敷「山月記」
5週 中島敷「山月記」
6週 中島敷「山月記」
7週 中間試験

8週 丸山真男「である」ことと「する」こと
2．評論：「である」ことと「する」こと（丸山真男）
論理の展開を的確にとらえる。
筆者の主張をさまざまな角度から批評する。

9週 丸山真男「である」ことと「する」こと
10週 丸山真男「である」ことと「する」こと
11週 丸山真男「である」ことと「する」こと

12週 丸山真男「である」ことと「する」こと

13週 宮沢賢治「永訣の朝」
3．詩：永訣の朝（宮沢賢治）
作品の主題と心情を理解する。
宮沢賢治の他の詩を読み、鑑賞する。
作者や背景についての知識を深める。

14週 宮沢賢治「永訣の朝」
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 古典
科目基礎情報
科目番号 0221 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 『改訂版新訂国語総合　 古典編』 （第一学習社）（1年次から継続使用）
担当教員 石本 百合子
到達目標
1．随筆の古典的名作を読むことで、日本語日本文化の教養を身につける。
2．古典の文学史的知識を深め、人生上の教養とする。
3．韻文の古典的名作を読むことで、日本語日本文化の教養を身につける。
4．漢文の文法・通釈に習熟し、日本語習熟能力の礎とする。
5．長く読み継がれてきた古典の持つ人生の知恵を体得し、人間力を涵養する
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
随筆の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることが適切にできる

随筆の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることができる

随筆の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることができない

評価項目2
古典の文学史的知識を深め、人生
上の教養を身につけることが適切
にできる

古典の文学史的知識を深め、人生
上の教養を身につけることができ
る

古典の文学史的知識を深め、人生
上の教養を身につけることができ
ない

評価項目3
韻文の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることが適切にできる

韻文の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることができる

韻文の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
古典の授業を通して、日本語日本文化および東アジアの文化に対する深い見識を身につける。各作品の読解により、古
人の思索を追体験して、豊かな教養を修める。本授業は、読む力を通した多様な人間認識、人間力形成のために必要で
ある。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。適宜課題提出も課す。

注意点
授業態度を重視する。態度不良者はその都度減点対象とし、単位不認定に至ることがある。積極的な授業参加により、
語彙力、読解力、感受性を養い、人間として多様な価値観を持って生きることの大切さ、また東洋文化の基底を解する
ことで、各人の教養の幅を広げていってもらいたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス

2週 中世の文学史、「徒然草」（「つれづれなるままに」）
1．随筆「徒然草」
人生の智慧を読解し体得できる能力を涵養する。
文中の語彙、表現を解し、通釈能力を高める。
文法，文学史的知識を身につける。

3週 「徒然草」（「ある人、弓射ることを習ふに」）
2．古典文学史
上代・中古一近世の代表的作品の概要を知る。
文学的知識を教養として身につける

4週 「徒然草」（「ある人、弓射ることを習ふに」）
5週 漢詩（五言絶句、七言絶句）
6週 漢詩（五言律詩）
7週 中間試験

8週 「土佐日記」（「帰京」）

3．日記「土佐日記」、俳諧「奥の細道」
日記文学に関する文学的知識、俳諧に関する基礎的知識を
身につける。
鑑賞を通して、作者の価値観、自己観照のあり方を読みと
る感性、また文法・文学史的知識を身につける。

9週 「土佐日記」（「帰京」）
10週 「奥の細道」「旅立ち」
11週 「奥の細道」「旅立ち」

12週 「故事成語」

4．漢文「故事成語」「論語」「孟子」・漢詩
漢文の修辞、表現法を理解する。
人生の修養・智慧を読みとって体得する力を涵養する
文法・文学史的知識を身につける。
漢詩の鑑賞能力を身につける。

13週 「論語」（学問、仁、政治）
14週 「孟子」（王道）
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
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分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 歴史
科目基礎情報
科目番号 0222 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 伊藤純郎ほか編『高等学校日本史Ｂ』清水書院
担当教員 藤本 義彦
到達目標
1.江戸時代との政治構造（朝廷・寺社・武士との関係）を理解する。
2.江戸時代の対外関係およびその前提となる世界状況を理解する。
3.江戸時代の産業・社会・文化を理解する。
4.明治維新の目的と、そのために何が行われたかを理解する。
5.大日本帝国憲法の特徴を理解する。
6.日清・日露戦争が日本にとってどのような意味を持っていたか理解する。
7.大正から昭和初期にかけて、どのように政党政治が展開したかを理解する。
8.第一次世界大戦前後の国際情勢と日本の国際的な立場を理解する。
9.日本が日中戦争、アジア・太平洋戦争に至る経緯を理解する。
10.敗戦後、日本占領がどのようになされたかを理解する。
11.戦後における日米の関係を理解する。
12.現在の日本がかかえている問題について考えることが出来る。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 江戸時代との政治構造や産業・社
会・文化などを詳細に理解できる

江戸時代との政治構造や産業・社
会・文化などを理解できる

江戸時代との政治構造や産業・社
会・文化などを理解できない

評価項目2
明治維新の目的と、そのために何
が行われたか，大日本帝国憲法の
特徴を詳細に理解できる

明治維新の目的と、そのために何
が行われたか，大日本帝国憲法の
特徴を理解できる

明治維新の目的と、そのために何
が行われたか，大日本帝国憲法の
特徴を理解できない

評価項目3
大正から昭和にかけての政治，国
際情勢，戦争，現在の日本がかか
えている問題について詳細に理解
できる

大正から昭和にかけての政治，国
際情勢，戦争，現在の日本がかか
えている問題について理解できる

大正から昭和にかけての政治，国
際情勢，戦争，現在の日本がかか
えている問題について理解できな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 日本近世から近現代の歴史を学習する。江戸時代（近世）・明治・大正昭和（戦前）・戦後という大きな時代的枠組を

意識しつつ、各時代の政治・社会・文化をそれぞれ学習する。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義形式を中心とする。参考にビデオを視聴する。

注意点 単語や年代の暗記も重要ですが、時代的枠組みや歴史的展開といったものに重点を置いていきたいと思います。積極的
に発言してもらえると助かります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 江戸時代とはどのような時代か 江戸時代がどのような時代であったかを理解する。

2週 江戸幕府の政治構造 江戸時代の政治構造（朝廷・寺社・武士との関係）を理解
する。

3週 江戸時代の対外関係 江戸時代の対外関係およびその前提となる世界状況を理解
する。

4週 江戸時代の産業・経済 江戸時代の産業・経済の状況を理解する。
5週 江戸時代の社会構造 江戸時代の社会構造を理解する。
6週 江戸時代の文化・学問 江戸時代の文化・学問を理解する。
7週 中間試験
8週 幕末・明治の世界状況 幕末・明治の日本をとりまく世界状況を理解する。
9週 幕末 幕末の政治状況がどのように展開したか理解する。

10週 明治新政府の構想と展開 明治維新の目的と、そのために何が行われたかを理解する
。

11週 国会開設と憲法制定に向けて 国会開設と憲法制定に至る政治過程を理解する。
12週 憲法と初期議会 大日本帝国憲法の特徴を理解する。
13週 日清戦争 日清戦争の意義を理解する。
14週 日露戦争 日露戦争の意義を理解する。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 国際状況の変化 第一次世界大戦前の世界状況を理解する。
2週 政党政治の展開 政党政治がどのように展開したかを理解する。
3週 第一次世界大戦と日本 第一次世界大戦で被害が大きくなった理由を理解する。
4週 国際協調の時代 第一次世界大戦後の世界状況と日本の立場を理解する。
5週 社会問題と社会主義運動 この時期の社会問題と社会主義運動について理解する。
6週 二大政党と世界恐慌 政党政治から軍国主義への変化の過程を理解する。

7週 日中戦争・アジア・太平洋戦争 日中戦争およびアジア・太平洋戦争の原因と経緯を理解す
る。

8週 中間試験
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9週 占領下の日本 日本占領がどのように行われたかを理解する。
10週 日本国憲法 日本国憲法について理解する。
11週 日本の独立と５５年体制の成立 55年体制の成立と性格を理解する。
12週 高度経済成長の光と影 55年体制下の日本の動きを理解する。

13週 国際状況の変化と模索する日本 70年代の国際状況の変化とそれによる日本への影響を理解
する。

14週 ５５年体制の終焉から政権交代へ 55年体制の崩壊から政権交代までの流れを理解する。
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 60 0 0 10 0 30 100
基礎的能力 60 0 0 10 0 30 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 線形代数Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0223 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 環境都市工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 高遠節夫他「新線形代数」（大日本図書）
担当教員 平松 直哉
到達目標
１．ベクトル定義を理解し、ベクトルの基本的な計算ができること
２．ベクトルの平行・垂直条件を利用することができること
３．空間内の直線・平面・球のベクトル方程式が求めることができること
４．行列の定義を理解し、行列の基本的な演算ができること
５．連立一次方程式が解くことできること
６．逆行列の定義を理解し、逆行列を求めることができること
７．行列式の定義および性質を理解し、基本的な行列式の値を求めることができること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1 ベクトルの演算が適切にできる ベクトルの演算ができる ベクトルの演算ができない
評価項目2 行列の演算が適切にできる 行列の演算ができる 行列の演算ができない

評価項目3 逆行列・行列式の計算が適切にで
きる 逆行列・行列式の計算ができる 逆行列・行列式の計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 比例の考え方を拡張したものが線形性があるといえるが、線形変換が行列で表されるということを根底に、力学などで

重要なベクトルや、連立一次方程式を解くときの新しい視点としての行列・行列式に関することを学ぶ。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜、小テストや課題レポートを課す。

注意点
例えば構造計算やコンピュータグラフィックスの基礎は線形代数にあるように、工学や科学を学ぶ上で重要な科目です
。授業は集中して聞くことはもちろんですが、実際に自分で解いてみることが大切です。疑問点は早めに質問して、分
からないところを残さないように努力しましょう。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 平面ベクトル 有向線分による表示
2週 平面ベクトル ベクトルの和・差，実数倍
3週 平面ベクトル ベクトルの成分表示
4週 平面ベクトル 内積
5週 平面ベクトル 内分点のベクトル表示
6週 平面ベクトル 直線の円のベクトル方程式
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明・空間ベクトル 空間座標
9週 空間ベクトル 有向線分による表示，成分表示
10週 空間ベクトル 内積
11週 空間ベクトル 空間における直線の方程式
12週 空間ベクトル 平面の方程式
13週 空間ベクトル 球の方程式
14週 空間ベクトル
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 行列 行列の計算
2週 行列 2次正方行列の逆行列
3週 行列
4週 行列
5週 連立１次方程式と行列 行基本変形と連立一次方程式
6週 連立１次方程式と行列 行基本変形と逆行列
7週 連立１次方程式と行列 行列の階数
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明，行列式 2次，３次の行列式（サラスの方法）
10週 行列式 行列式の定義と性質
11週 行列式 行列式の展開
12週 行列式の応用 逆行列の公式と余因子行列
13週 行列式の応用 連立一次方程式と逆行列
14週 行列式の応用 行列式の図形的意味
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明
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評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 43-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 微分積分Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0224 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 環境都市工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 高遠節夫他「新微分積分」（大日本図書）
担当教員 野村 真理子,赤池 祐次
到達目標
１．微分法の概念を理解し，極限や導関数が求められること
２．微分法の応用として，接線，不定形の極限，関数の極値，変曲点などが計算できること
３．積分法の概念を理解し，不定積分，定積分が計算できること
４．積分の応用として，面積，長さ，体積などが計算できること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1 微分の計算が適切にできる 微分の計算ができる 微分の計算ができない
評価項目2 積分の計算が適切にできる 積分の計算ができる 積分の計算ができない
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 １変数関数について微分法と積分法の基本的概念を明確にし，いろいろな関数の導関数および積分の計算を学習する。

また，応用問題としての極値や面積を求める。本授業は学力の向上に必要である。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし，プリント課題などを実施する

注意点
微分積分学は自然科学・工学の基礎となる科目ですから，十分理解するよう努力してください。そのため，自分で実際
に数多くの問題を解いて基本的な計算力を身につけることが重要です。また，分からないところは放置せずに積極的に
質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 関数の極限と導関数 関数の極限，連続性が理解できる。
2週 関数の極限と導関数 微分係数，導関数，導関数の公式が理解できる。
3週 関数の極限と導関数 微分係数，導関数，導関数の公式が理解できる。
4週 いろいろな関数の導関数 三角関数，逆三角関数の導関数が理解できる。
5週 いろいろな関数の導関数 三角関数，逆三角関数の導関数が理解できる。
6週 いろいろな関数の導関数 指数関数，対数関数の導関数が理解できる。
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明，関数の変動 指数関数，対数関数の導関数が理解できる。
9週 いろいろな関数の導関数 指数関数，対数関数の導関数が理解できる。
10週 いろいろな関数の導関数
11週 いろいろな関数の導関数
12週 いろいろな関数の導関数

13週 微分法の応用 関数の増減，極値，最大・最小，グラフの接線が理解でき
る。

14週 微分法の応用 不定形の極限が理解できる。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 微分法の応用 高次導関数，曲線の凹凸が理解できる。
2週 微分法の応用 媒介変数表示の微分法，速度と加速度が理解できる。
3週 定積分と不定積分 定積分・不定積分の定義と関係が理解できる。
4週 定積分と不定積分 定積分・不定積分の定義と関係が理解できる。
5週 積分の計算 不定積分の計算が理解できる。
6週 積分の計算 不定積分の計算が理解できる。
7週 積分の計算 定積分の計算が理解できる。
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明，面積 定積分の計算が理解できる。
10週 置換積分，部分積分 置換積分，部分積分が理解できる。
11週 置換積分，部分積分 置換積分，部分積分が理解できる。
12週 置換積分，部分積分 置換積分，部分積分が理解できる。
13週 積分法の応用 面積，曲線の長さ，立体の体積が理解できる。
14週 積分法の応用 面積，曲線の長さ，立体の体積が理解できる。
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
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総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 物理
科目基礎情報
科目番号 0225 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 環境都市工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 総合物理Ⅰ 力と運動・熱，総合物理Ⅱ 波・電気と磁気 （数研出版），センサー総合物理（啓林館）
担当教員 森 貞雄
到達目標
1.仕事とエネルギーに関する基礎事項を理解している．
2.運動量と力積に関する基礎事項を理解している．
3.円運動と単振動に関する基礎事項を理解している．
4.波の特徴や性質を理解している．
5.電池，抵抗などを含んだ直流回路を理解し，簡単な問題が解ける．
6.クーロン力を理解している．
7.電場を理解している．
8.原子の基本概念を理解している．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

仕事とエネルギー
仕事とエネルギー,運動量と力積に
関する基礎事項を詳細に理解して
いる．

仕事とエネルギー,運動量と力積に
関する基礎事項を理解している．

仕事とエネルギー,運動量と力積に
関する基礎事項を理解していない
．

振動・波動 円運動と単振動，波の特徴や性質
を詳細に理解している．

円運動と単振動，波の特徴や性質
を理解している．

円運動と単振動，波の特徴や性質
を理解していない．

電磁気
クーロン力，電場，電流の基本概
念を詳細に
理解している．

クーロン力，電場，電流の基本概
念を理解している．

クーロン力，電場，電流の基本概
念を理解していない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
力学・波・電気・電磁気に関係する基本的な概念及び法則を理解し、自然のまざまな物理現象と基本的な概念を結びつ
け自分で考えられるようになる。

授業の進め方と授業内
容・方法

教科書を補足する形で講義（演示実験を含む）を進める．基本的技能についてはeラーニングによる演習を課す．
定期試験とは別に実施する物理の「知識・計算」に関する試験を行う．

注意点
分からないことは，まず自分で考えて，それでも理解できない場合は理解できないところをはっきりさせてから教員に
聞きにくるようにしてください．レポートなど事前の予告なく課すので，授業に欠席した場合は，レポートが課された
かどうかは自分でまわりの人に聞くなどして確認してください。教員のフォローを前提としないこと．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 （1）力学 ・実力テスト
・有効桁数

2週 （1）力学 ・等速円運動

3週 （1）力学 ・慣性力
・円運動と慣性力

4週 （1）力学 ・単振動
5週 （1）力学 ・振り子
6週 （1）力学 ・万有引力
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 （2）波動 ・波
・縦波，横波

10週 （2）波動
・基本的性質
（独立性，重ね合わせの原理，
干渉，反射，屈折）
・固有振動，共振，ドップラー効果

11週 （2）波動 ・基本的性質（つづき）
12週 （2）波動 ・基本的性質（つづき）
13週 （2）波動 ・基本的性質（つづき）
14週 （2）波動 ・基本的性質（つづき）
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 （2）波動 ・光の性質（1）
　電磁波としての光

2週 （2）波動 ・光の性質（2）
反射・屈折・全反射

3週 （2）波動
・光の性質（3）
　ホイヘンスの原理
　分散・散乱

4週 （2）波動 ・光の干渉

5週 （3）電磁気 ・原子の構造と静電気
・クーロン力
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6週 （3）電磁気
・導体と絶縁体
・静電誘導

7週 （3）電磁気 ・電場
・電気力線

8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明

10週 （3）電磁気 ・電位
・電荷の持つエネルギー

11週 （3）電磁気 ・コンデンサーと蓄えられるエネルギー
12週 （3）電磁気 ・電流　オームの法則
13週 （3）電磁気 ・直流回路
14週 （3）電磁気 ・直流回路（つづき）
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 50 0 0 0 30 0 80
応用力 20 0 0 0 0 0 20
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 化学
科目基礎情報
科目番号 0226 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 竹内敬人他「 化学基礎」（東京書籍）、竹内敬人他「 化学」（東京書籍）、竹内敬人他「ダイナミックワイド 図説化
学」（東京書籍）

担当教員 寺岡 文照
到達目標
1. 固体の溶解度の計算ができること。
2. 希薄溶液の性質を理解し，計算ができること。
3. 酸化還元を電子の授受から理解すること。
4. 酸化還元反応の応用と電池の仕組みについて理解すること。
5. 酸化還元の電気分解への応用ができる。
6. 化学反応における熱の出入りについて理解し、熱化学方程式について計算できること。
7. 化学結合における電子の役割の違いおよび簡単な結晶構造を理解すること
8. 無機物質の単体と化合物の性質について理解すること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 固体の溶解度や希薄溶液の性質を
理解し，適切に計算ができる

固体の溶解度や希薄溶液の性質を
理解し，計算ができる

固体の溶解度や希薄溶液の性質を
理解し，計算ができない

評価項目2 酸化還元反応の応用ついて適切に
理解できる

 酸化還元反応の応用ついて理解で
きる

酸化還元反応の応用ついて理解で
きない

評価項目3 熱化学方程式について適切に計算
できる 熱化学方程式について計算できる 熱化学方程式について計算できな

い
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物質の性質や構造を考える際に、原子間の電子の動きが重要な意味を持っている。電子の動きに注目して化学結合や
物質間の反応を理解することを目的とする。本授業は，様々な材料に関する基礎的知識とそれを生かすことのできる能
力を養うと共に，進学等に関連し，学力向上を身につけることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 講議及び演習を基本とし、学習内容に沿った実験を行う。実験は個人あるいはグループ実験を行う。

注意点 教科書の問や演習問題は必ず自分で解くこと。わからないことは溜め込まないで、すぐに解決しておくこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 物質の三態変化 １.物質の三態とその変化
   飽和蒸気圧と蒸気圧曲線

2週 物質の三態変化
3週 溶液の性質 ２.固体の溶解度

4週 溶液の性質
３.希薄溶液の性質
　　沸点上昇と凝固点降下
　　浸透圧

5週 溶液の性質
6週 溶液の性質
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 酸化と還元
４.酸化還元反応
　　酸化数の求め方
　　酸化還元滴定
   金属のイオン化傾向

10週 酸化と還元
11週 酸化と還元
12週 酸化と還元

13週 電池 ５.電池・電気分解
　　電池の種類と構造

14週 電池
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 電池
　　電極での化学反応
　　電気分解の応用
　　ファラデーの法則

2週 電気分解
3週 電気分解

4週 物質とエネルギー
６.反応熱と熱化学方程式
　　化学変化とエネルギー
　　ヘスの法則

5週 物質とエネルギー
6週 物質とエネルギー
7週 中間試験
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8週 答案返却・解答説明

9週 化学結合と結晶
７.化学結合と結晶
　　結晶構造と金属結晶の格子定数及び充填率の計算
　　分子間力　

10週 化学結合と結晶
11週 化学結合と結晶

12週 　無機物質
８.無機物質　
　　非金属元素
　　典型金属元素

13週 　無機物質
14週 　無機物質
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 体育
科目基礎情報
科目番号 0227 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 実技 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 山田 なつ紀,渡邊 英幸
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．バレーボールの個人的技能をゲームで生かすことができる。
3．バレーボールの集団的技能をゲームで生かすことができる。
4．バレーボールのゲームを企画・運営ができる。
5．バスケットボールの個人的技能をゲームで生かすことができる。
6．バスケットボールの集団的技能をゲームで生かすことができる
7．バスケットボールのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 バレーボールの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

バレーボールの技能をゲームで生
かすことができる

バレーボールの技能をゲームで生
かすことができない

評価項目3 バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことが適切にできる

バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことができる

バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ．運動能力を高
める自己診断資料とする。協調性と安全・確実・敏速に行動ができるような態度を養う。ゲームに必要な個人的技能や
集団的技能を高め，技能の程度に応じた作戦を工夫してゲームができるようにするとともに，得点や勝敗を競う過程や
結果に喜びや楽しさを味わう。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション・新体カテスト
1．新体カテスト
新体カテストの測定項目を理解し、正しい測定を実施でき
る
自らの得点を集計し、自己評価できる

2週 新体カテスト
3週 新体カテスト

4週 集団行動・体育祭の種目
2．体育祭種目
体育祭種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実施で
きる

5週 集団行動・体育祭の種目

6週 バレーボール

3．バレーボール
バレーボールの技術・ルールを理解し、学習した審判法を
基準に体育で実践するバレーボール試合の審判ができる
サーブ、オーバーハンドレシーブ、アンダーハンドレシー
ブ、スパイクを代表とする個人技能を修得し、試合で実践
できる。
ローテーション、三段攻撃を代表とする集団技能を修得し
、試合で実践できる

7週 バレーボール
8週 バレーボール
9週 バレーボール
10週 バレーボール
11週 バレーボール
12週 バレーボール
13週 バレーボール
14週 バレーボール・スキルテスト
15週 バレーボール・スキルテスト
16週 バレーボール・スキルテスト

後期
1週 球技大会の種目

4．球技大会種目の練習
球技大会の種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実
施できる

2週 球技大会の種目
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3週 バスケットボール

5バスケットボール
バスケットボールの技術・ルールを理解し、学習した審判
法を基準に体育で実践するバスケットボール試合の審判が
できる
ゴール下シュート、レイアップ、セットシュート、ドリブ
ル、チェストパスを代表とする個人技能を修得し、試合で
実践できる。
マンツーマン、ゾーンディフェンス、リバウンドを代表と
する集団技能を修得し、試合で実践できる

4週 バスケットボール
5週 バスケットボール
6週 バスケットボール
7週 バスケットボール
8週 バスケットボール
9週 バスケットボール
10週 バスケットボール
11週 バスケットボール
12週 バスケットボール

13週 持久走 6．持久走
長距離走の特性を理解し、駅伝大会で実践できる

14週 バスケットボール・スキルテスト
15週 バスケットボール・スキルテスト
16週 バスケットボール・スキルテスト

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワーク
科目基礎情報
科目番号 0228 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント等
担当教員 林 和彦
到達目標
1. 1年生においては、高専で学ぶ専門科目の概要を把握し、確固とした目標を持ち、技術者像を明確にイメージする。
2. コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について、2年生においては認識し、3年生におい
ては理解し、4,5年生においては活用することができる．
3. 主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力に
ついて、2年生においてはその必要性を認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては必要に応じて発揮できる．
4. 創成能力やエンジニアリングデザイン能力を2年生においては認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては活用することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない

評価項目2

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用が適切にできる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができない

評価項目3
創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用が適切にでき
る

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができる

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点
在学期間中に同じテーマは最長で2年間まで選択できますが、可能な限り多くのテーマに取り組む方が学習効果が上がり
ます。また、テーマによっては1回だけ選択できるテーマもありますので、担当教員に確認して下さい。テーマ内容につ
いては、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。（※）テーマによっては、中間試験および期末試
験および学年末試験を行う．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

2週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

3週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

4週 チーム編成，個別ガイダンス 各テーマごとに分かれて，課題設定と課題解決プロセスを
理解する。

5週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

6週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表
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14週 レポート作成と活動内容の振り返り レポート作成：発表会後，活動成果としてレポートを作成
する．

15週 期末試験（※）

16週 レポート提出と後期の活動のための計画立案
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

後期

1週 活動内容の目標の確認
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

2週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

3週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

4週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

5週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

6週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

7週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

8週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表

14週 振り返りとレポート作成 レポート作成：後期は1年間の活動内容を総括してレポート
を作成する．

15週 学年末試験（※）
16週 レポート提出

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 20 30 0 50
分野横断的能力 0 0 0 20 30 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 コミュニケーション英語Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0229 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 環境都市工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3

教科書/教材 Power On II（東京書籍）, Power On II Workbook（東京書籍）, 速読英単語　入門編（Z会出版）, Power on Ⅱスタ
ディノート（東京書籍）

担当教員 上杉 裕子
到達目標
1. 「英文の構造」「段落の構成」「英文の論理展開」などを意識的に学習することで，まとまった英文を整理して理解することができる。
2. ペアワークやグループワーク（ディスカッション）を通して、協同学習を行い、「読む」「聞く」「話す」を中心としたコミュニケーション
能力を向上させることができる。
3. 教科書や単語帳の単語，イディオム表現を覚え，正確かつ適切に使用することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
「英文の構造」「段落の構成」「
英文の論理展開」などを意識しな
がら，まとまった英文を整理して
理解することができる。

まとまった英文を理解することが
できる。

「英文の構造」「段落の構成」「
英文の論理展開」などを意識的に
学習することなく，まとまった英
文を整理して理解することができ
ない。

評価項目2
速読演習やリスニング練習を通し
，「読む」「聞く」ことの処理速
度を上げ，能力を向上させること
ができる。

速読演習やリスニング練習を通し
，「読む」「聞く」ことの処理速
度を上げることができる。

リスニング練習を通し，「聞く」
力を向上させることができない。

評価項目3
教科書や単語帳の単語，イディオ
ム表現を覚え，正確かつ適切に使
用することができる。

教科書や単語帳の単語，イディオ
ム表現を覚えることができる。

教科書や単語帳の単語，イディオ
ム表現を覚えることができず，正
確かつ適切に使用することができ
ない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要

英語４技能のうち，本授業では特に「読む」「聞く」「話す」を向上させる。授業はオールイングリッシュで行う。
「読む」については，教科書の音読と精読を通して読解力の育成をはかるとともに，「英文の構造」「段落の構成」「
英文の論理展開」などを意識しながら教科書内容に関連した語彙や表現を習得することを目的とする。システムを利用
したゲーム感覚の音読練習を行い、楽しみながら英語に触れる機会、英語を使う機会を作る。ペアワークやグループワ
ーク（ディスカッション）を通じて総合的なコミュニケーション能力を向上させる。
「聞く」については，リスニング演習を実施する。
「話す」については、ペアやグループ内で英語を用いて意思を伝える表現力向上のための練習を行う。

授業の進め方と授業内
容・方法

・毎回の授業
単語テスト（速読英単語　入門編），教科書の音読、協同学習による内容理解
・スタディ・ノートで予習をし、定期テスト時にはWorkbookを提出

注意点
オールイングリッシュので授業である。学生参加型の協同学習を実施する。各自で問題を解き、協働しながら内容を理
解していく。辞書を必ず持参し、積極的に発表てほしい。学生の自主性養成をはかるため、発表はクラス貢献度として
評価に組み込む。一方的な授業ではなく学生間、学生と教員間の双方向的な授業形態である。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概要説明 1年間の授業形態、小テスト計画、学修の心構えを説明する

2週 Lesson 1 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

3週 Lesson 1
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック

4週 Lesson１、Lesson 2 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

5週 Lesson 2 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

6週 Lesson 2
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 Lesson 3 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

10週 Lesson 3 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

11週 Lesson 3
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック

12週 Lesson 4 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

13週 Lesson 4 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

14週 Lesson 4
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック
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15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 Lesson 5 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

2週 Lesson 5
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック

3週 Lesson 6 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

4週 Lesson 6
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック

5週 Lesson 7 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

6週 Lesson 7
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 Lesson 8 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

10週 Lesson 8
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック

11週 Lesson 9 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

12週 Lesson 9
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック

13週 Lesson 10 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

14週 Lesson 10
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック

15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
定期試験 単語テスト クラス貢献度 提出物 出席 合計

総合評価割合 60 20 10 10 0 100
基礎的能力 60 20 10 10 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語表現Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0230 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材  Evergreen English Grammar 23 Lessons,  ALC Net Academy2（e-learning教材, 多読用図書（第2パソコン演習室
），その他

担当教員 上杉 裕子
到達目標
１．1年時に理解した英文法項目を文法問題の中で適切に運用し、総復習し定着させる。
２．自分に適した多読用教材を選択し，その概要に把握しながら速読力および未知語の意味推測能力を向上させる。
３．ネイティブスピーカーによる英会話指導により、英語表現力、リスニング力を養う。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
理解した英文法項目を文法問題の
中で適切に運用することができる
。

理解した英文法項目を文法問題の
中で運用することができる。

理解した英文法項目を文法問題の
中で運用することができない。

評価項目2 理解した英文法を用いてリスニン
グ能力を大いに向上させる。

理解した英文法を用いてリスニン
グ能力を向上させる。

理解した英文法を用いてリスニン
グ能力を向上させることができな
い。

評価項目3
自分に適した多読用教材を選択し
，その概要に把握しながら速読力
および未知語の意味推測能力を向
上させる。

自分に適した多読用教材を選択し
，その概要に把握しながら速読力
もしくは未知語の意味推測能力を
向上させる。

多読用教材の概要に把握すること
ができない。速読力を向上させる
ことができない。未知語の意味を
正しく推測することができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要

１年「英語表現１」で学習した文法内容をもとに，問題演習をとおして，文法知識の運用能力向上を図る。
１年「英語表現１」で学習していない発展的な文法内容について，問題演習をとおして学習する。
１年「英語表現１」で学習した文法内容や１年「コミュニケーション英語１」で学習した語彙，語法を活用しながら
，ネイティブスピーカーの指導よりリスニング、スピーキングにかかわる諸活動を行う。
e-learningにより文法復習を行う。
自らに適した多読図書を選択し，興味や関心を持って多読活動を行うとともに，速読力の向上や未知語の意味推測能力
向上を図る。

授業の進め方と授業内
容・方法

演習を基本とするため，授業への積極的な参加を要求する。
毎回の授業の進め方は以下のとおりである。
・昨年の英語表現の授業で学習した内容を定着させるための確認小テスト（Evergreen English Grammra 23より出題
）　　
・文法演習ALC Net Academy 2（前期のみ）　　
・多読活動　
・ネイティブスピーカーによるスピーキング、リスニング活動

注意点
オールイングリッシュで行う授業である。小テストにより1年時の文法事項を定着させる。e-learningにより文法復習を
する。多読を通して、英文に触れ、リーディング力を向上させる。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概要説明 1年間の授業形態、小テスト予定、学習の心構えについて説
明する。

2週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

3週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

4週
小テスト
多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

5週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

6週
小テスト
多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

7週 中間試験

8週
答案返却・解答説明
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

9週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

10週
小テスト
多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動
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11週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

12週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

13週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

14週
小テスト
多読活動
リスニング・スピーキング活動

15週 期末試験

16週 答案返却，解説
リスニング・スピーキング活動

後期

1週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

2週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

3週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

4週 小テスト
リスニング・スピーキング活動

5週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

6週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

7週
小テスト
多読活動
リスニング・スピーキング活動

8週 中間試験

9週 答案返却・解説
リスニング・スピーキング活動

10週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

11週
小テスト
多読活動
リスニング・スピーキング活動

12週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

13週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

14週
小テスト
多読活動
リスニング・スピーキング活動

15週 学年末試験

16週 答案返却，解説
リスニング・スピーキング活動

評価割合
定期試験 小テスト 多読 クラス貢献度 英会話 合計

総合評価割合 40 20 10 10 20 100
基礎的能力 40 20 10 10 20 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 測量
科目基礎情報
科目番号 0214 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 堤　隆　｢測量学Ⅰ｣（コロナ社）
担当教員 重松 尚久
到達目標
1. セオドライトの構造を理解し，据え付け方法および角度の読み方が理解できること
2. 水平角の測定方法を理解できること
3. トラバース測量の計算を理解できること
4. その他の測量方法の習得

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 水平角の測定方法を理解できき実
践できる。 水平角の測定方法を理解できる。 水平角の測定方法を理解できない

。

評価項目2 トラバース測量の計算を理解でき
実践できる。

トラバース測量の計算を理解でき
る。

トラバース測量の計算を理解でき
ない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 第1学年の測量に続いて基礎的技術を習得する．測量士補試験に出題される問題を解くことができる程度の専門知識を身

につけ，簡単な平面測量の計算ができることを目標とする．本授業は資格取得に関連する．
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし，その理解度向上のために随時、実習との連携を行う．

注意点
事前に教科書を熟読し，疑問点を明確にしておくこと．質問がある場合には，放課後やオフィスアワーを利用して積極
的に質問にくること．測量に関する科目を習得し，本学科を卒業した学生には無試験で測量士補の資格が与えられる
．取りこぼすと測量士補の資格が取れなくなる可能性があるので教科書・ノートを見て授業内容を確認してしっかり復
習をしておくこと．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 総括 角測量の測定方法を理解する。
2週 角測量 セオドライトの構造と据付方法を理解する。
3週 角測量 トランシットの検査と調整法を理解する。
4週 角測量 角測量に生じる誤差とその消去方法を理解する。
5週 角測量 水平角の測定方法を理解する。
6週 角測量 水平角の測定方法を理解する。
7週 中間試験
8週 トラバース測量 トラバース測量の手順を理解する。
9週 トラバース測量 方位角と方位を理解する。
10週 トラバース測量 緯距・経距を理解する。
11週 トラバース測量 誤差の調整法を理解する。
12週 トラバース測量 合緯距・合経距を理解する。
13週 トラバース測量 面積計算の方法を理解する。

14週 リモートセンシング
GPS測量 各種測量の方法を理解する。

15週 期末試験
16週 解答返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 実験実習
科目基礎情報
科目番号 0215 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 環境都市工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3

教科書/教材 前期：堤　隆「測量学I」コロナ社・岡林．埋．山田「測量学II」コロナ社 後期：建設材料実験教育研究会編，「建設材
料実験法」，鹿島出版会

担当教員 神田 佑亮,三村 陽一,堀口 至
到達目標
1．角測量とトラバース測量に関する知識と技術を習得する
2．骨材・鋼材，配合設計，供試休作製に関する知識と実験技術を習得する
3．フレッシュコンクリートの試験や硬化コンクリートの強度試験lこ関する知識と実験技術を習得する
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 角測量とトラバース測量に関する
知識と技術を適切に習得している

角測量とトラバース測量に関する
知識と技術を習得している

角測量とトラバース測量に関する
知識と技術を習得していない

評価項目2
骨材・鋼材，配合設計，供試休作
製に関する知識と実験技術を適切
に習得している

骨材・鋼材，配合設計，供試休作
製に関する知識と実験技術を習得
している

骨材・鋼材，配合設計，供試休作
製に関する知識と実験技術を習得
していない

評価項目3
フレッシュコンクリートの試験や
硬化コンクリートの強度試験lこ関
する知識と実験技術を適切に習得
している

フレッシュコンクリートの試験や
硬化コンクリートの強度試験lこ関
する知識と実験技術を習得してい
る

フレッシュコンクリートの試験や
硬化コンクリートの強度試験lこ関
する知識と実験技術を習得してい
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
前期は，トータルステーションにより校内の基準点をトラバース測量により求める技術を習得する。後期は，骨材，コ
ンクリート鋼材等に関する各種実験を行い，建設材料の特性に関する知識と実験技術を習得する。本実習は就職・進学
および資格取得に関連する。また，グループ作業を通じて，コミュニケーションカを身に付ける。

授業の進め方と授業内
容・方法

数名の班編成を行い、全学生が実験実習に携われるように配慮する。また、1つの実験実習項目が終了するごとにレポー
ト提出させる。

注意点
前期の測量実習は，基準点測量に広く利用されるトラバース測量を中心に実習するので，確実に技術を習得すること
．また，セオドライとの据付けテスト合格と全レポートの提出が単位修得の要件となっている．
後期は，建設材料として広く用いられているコンクリートに関する試験を行うので， 十分理解し，技術を習得すること
．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス、セオドライトの据付練習
測量実習（前期）
1．セオドライトの据付
セオドライトの据付練習，セオドライトの据付テスト

2週 セオドライトの検査調整
2．セオドライトの検査調整（第1調整～第7調整）
上盤・円形気泡管の調整，十字線の調整，水平軸の調整，
十字横線の調整，望遠鏡気泡管の調整，鉛直バーニヤの
調整，求心望遠鏡の調整

3週 セオドライトの検査調整
4週  セオドライトの据付テスト

5週 測角練習 3．測角練習（セオドライトトータルステーション）
単測法，反復法（倍角法），方向法

6週 測角練習
7週 測角練習

8週 基準点測量（トラバース測量）
4．トータルステーションを用いた基準点測量（トラバース
測量）
実測（外業），トラバース計算（内業）

9週 基準点測量（トラバース測量）
10週 基準点測量（トラバース測量）
11週 基準点測量（トラバース測量）
12週 基準点測量（トラバース測量）
13週 基準点測量（トラバース測量）
14週 基準点測量（トラバース測量）
15週 基準点測量（トラバース測量）
16週 基準点測量（トラバース測量）

後期

1週 ガイダンス 材料実験（後期）

2週 骨材準備 1．骨材に関する試験
ふるい分け試験，密度および吸水率試験

3週 骨材に関する試験
4週 骨材に関する試験
5週 骨材に関する試験
6週 骨材に関する試験

7週 コンクリートの打設 2．コンクリートの打設
配合設計，供試体作製，スランプ試験，空気量試験
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8週 コンクリートの打設
9週 コンクリートの打設

10週 鋼材に関する試験 3．鋼材に関する試験
鋼材の引張試験，弾性係数測定

11週 クイズラリー 4．クイズラリー
実験に関する小テスト

12週 コンクリートの強度試験
5．コンクリートの強度試験
圧縮強度試験，静弾性係数試験，割裂引張強度試験，曲げ
強度試験

13週 コンクリートの強度試験
14週 レポート作成
15週 レポート作成
16週 レポート作成

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 20 80 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 20 80 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建設材料
科目基礎情報
科目番号 0216 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 町田篤彦ほか「土木材料学」（オーム社）
担当教員 堀口 至
到達目標
1．建設材料の性質などの一般的事項について説明できること
2．金属材料（鋼材）の製法や性質，種類と用途について説明できること
3．アスファルト材料・高分子材料の性質や利用方法について説明できること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 建設材料の性質などの一般的事項
について適切に説明できる

建設材料の性質などの一般的事項
について説明できる

建設材料の性質などの一般的事項
について説明できない

評価項目2
金属材料（鋼材）の製法や性質
，種類と用途について適切に説明
できる

金属材料（鋼材）の製法や性質
，種類と用途について説明できる

金属材料（鋼材）の製法や性質
，種類と用途について説明できな
い

評価項目3
アスファルト材料・高分子材料の
性質や利用方法について適切に説
明できる

アスファルト材料・高分子材料の
性質や利用方法について説明でき
る

アスファルト材料・高分子材料の
性質や利用方法について説明でき
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
公共性が特に重視される構造物を構築するうえで，その安全性および耐久性を満足させるためには，建設材料に関する
充分な知識を欠くことができない。ここでは，建設材料の基本的な性質・特徴を学習し，その材料の使途を適切に判断
できる基礎を学ぶ。本授業は就職および進学の両方に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする．

注意点 環境都市工学科の基礎となるので，充分理解すること。休み時間や放課後，随時質問を受付けるので適宜相談すること
．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 総論 1. 総論
建設材料に要求される性質、建設材料の基本的性質

2週 総論
3週 総論
4週 総論

5週 金属材料 2. 金属材料
鋼材の製法、鋼材の性質、鋼材の種類と利用方法

6週 金属材料
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 金属材料
10週 金属材料

11週 アスファルト材料 3. アスファルト材料
アスファルト材料の製法と性質、アスファルト混合物

12週 アスファルト材料

13週 高分子材料 4. 高分子材料
高分子材料の性質、高分子材料の利用方法

14週 高分子材料
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 20 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 20 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 コンクリート工学
科目基礎情報
科目番号 0217 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 大塚浩司ほか「コンクリート工学[第２版]」（朝倉書店）
担当教員 三村 陽一
到達目標
1．コンクリートの特徴や材料の性質などについて説明できること
2．コンクリート配合設計計算ができること
3．フレッシュコンクリートや硬化コンクリートの性質について説明できること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 コンクリートの特徴や材料の性質
などについて適切に説明できる

コンクリートの特徴や材料の性質
などについて説明できる

コンクリートの特徴や材料の性質
などについて説明できない

評価項目2 コンクリート配合設計計算が適切
にできる

コンクリート配合設計計算ができ
る

コンクリート配合設計計算ができ
ない

評価項目3
フレッシュコンクリートや硬化コ
ンクリートの性質について適切に
説明できる

フレッシュコンクリートや硬化コ
ンクリートの性質について説明で
きる

フレッシュコンクリートや硬化コ
ンクリートの性質について説明で
きない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
公共性が特に重視される構造物を構築する上で，その安全性及び耐久性を満足させるには，建設材料に関する十分な知
識は欠くことのできない。ここでは建設材料の中でも特にコンクリートを熟知し，その基礎から応用を理解するための
学習をする。また．そのためにはどのような試験を行うぺきかについても学習する。本授業は就職および進学の両方に
関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。

注意点 環境都市工学科の基礎となるので，十分理解すること。休み時間や放課後に随時質問を受付けるので適宜相談すること
。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 序章 1．序章
コンクリートの特徴

2週 セメント 2．コンクリート用材料
セメント．水，骨材，混和材料の特徴

3週 セメント
4週 セメント
5週 水
6週 骨材
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 骨材
10週 骨材
11週 混和材料
12週 混和材料

13週 フレッシュコンクリート 3．フレッシュコンクリート
ワーカビリティー，材料の分離．空気量，初期性状

14週 フレッシュコンクリート
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 コンクリートの配合設計 4．コンクリートの配合設計
配合の基本的考え方．配合設計の方法

2週 コンクリートの配合設計
3週 コンクリートの配合設計
4週 コンクリートの配合設計

5週 硬化コンクリート
5．硬化コンクリートの性質
圧縮強度，その他の強度，弾性および塑性
体積変化とひび割れ，耐久性

6週 硬化コンクリート
7週 硬化コンクリート
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 硬化コンクリート
11週 硬化コンクリート
12週 硬化コンクリート
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13週 維持管理と補修 8．維持管理と補修
構造物の維持管理．非破壊検査．構造物の補修方法

14週 維持管理と補修
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 20 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 20 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 環境工学
科目基礎情報
科目番号 0218 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 PEL　環境工学　実教出版株式会社
担当教員 谷川 大輔
到達目標
1.地球の物質循環について理解し、説明できること。
2.地球温暖化メカニズムと温室効果ガスの影響を理解し、説明できること。
3.オゾン層破壊の現状と原因を理解し、説明できること。
4.酸性雨の現状と原因を理解し、説明できること。
5.スモッグの現状と原因を理解し、説明できること。
6.森林破壊よび生物の多様性を理解し、説明できる。
7.環境ホルモン物質の影響メカニズムと概要を理解し、説明できること。
8.廃棄物問題の現状と法規制を理解し、説明できること。
9.持続可能な社会と資源リサイクルの関係を理解し、説明できること。
10.バイオマスの種類について理解し、説明できること。
11.バイオマスのエネルギー利用について理解し、説明できること。
12.水質汚濁の歴史と水環境の現状を理解し、説明できること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 環境問題を理解し、3つ以上例を上
げて説明できる

環境問題を理解し、2つ以上例を上
げて説明できる

環境問題を理解し、例を上げて説
明できない

評価項目2 循環資源を理解し、適切な処理法
を理解し、説明できる

循環資源を理解し、適切な処理法
を述べるとができる

循環資源を理解できず、適切な処
理法を述べることができない

評価項目3 複数の環境問題の課題を理解し、
このそれぞれに対策を説明できる

環境問題の課題を理解し、この対
策を説明できる

環境問題の課題を理解できず、こ
の対策も説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
地球規模の環境問題が顕在化してきている。これを踏まえ、環境問題の現状とその要因、評価手法、法体系を学ぶ。主
たる内容は地球規模の環境問題、公害、資源とエネルギー、廃棄物問題、生態系の保全についてである。本授業は進学
と就職に関連する。また、進路や人間力向上に関連するトピックスを適宜、紹介する。

授業の進め方と授業内
容・方法 地球・地域環境の理解を目的に講義を行う。特に、理解度を把握するためにレポート提出等の指導を行う。

注意点
これから、環境工学を学んで行く上での概要を学ぶ科目です。環境問題の全体をとらえて、何が原因で問題が発生した
か、どのような対策がなされ、また技術開発がなされているかや法規制等について、予習や復習あるいはweb検索など
を行うなどして取り組んでください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 総説、地球の物質循環 地球の成り立ち・物質循環を理解する。
2週 地球温暖化 地球温暖化について理解し、説明できる。

3週 オゾン層の破壊・酸性雨・森林破壊と砂漠化 オゾン層の破壊・酸性雨・森林破壊と砂漠化について理解
する。

4週 海洋汚染・開発途上国の環境問題・生物多様性の危機 海洋汚染・開発途上国の環境問題・生物多様性の危機につ
いて理解する。

5週 人類とエネルギー 人類とエネルギーの歴史および枯渇性資源と再生可能資源
について理解する。

6週 中間試験まとめ
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 技術者に必要な倫理観 技術者に必要な倫理観について理解する。
10週 持続可能な社会 持続可能な社会・低炭素社会について理解する。
11週 公害問題 典型七公害および国内における公害の歴史を理解する。
12週 公害病と環境政策 四大公害病および環境政策について理解する。
13週 期末試験まとめ
14週 期末試験
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ レポート 合計

総合評価割合 80 0 0 0 0 20 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 0 20 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 自然生態学
科目基礎情報
科目番号 0219 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 サイエンスビュー生物総合資料　増補4訂版　(実教出版）
担当教員 木村 善一郎
到達目標
1.生態系の概念を理解する。
2.微生物の構造と機能を習得する。
3.微生物の分類ができるようになる。
4.微生物の代謝について理解する。
5.生物の変遷・多様性について理解する。
6.生物の遺伝について理解する。
7.生物・微生物の環境中での役割を理解する。

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 生態系の概念と 生態系の概念を理解できる。 生態系の概念を理解できない。

評価項目2
生物を構成する細胞の構成につい
て理解することで、生物の多様性
とエネルギー代謝の普遍性につい
て理解できる。

生物を構成する細胞の構成、分類
および代謝について理解できる。

生物を構成する細胞の構成につい
て理解できない。

評価項目3
生物・微生物の環境中における役
割を理解することで、人間活動と
自然環境との関わりについて理解
できる。

生物・微生物の環境中における役
割を理解できる。

生物・微生物の環境中における役
割を理解できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
本科目は、就職・進学の両方に関係する。環境関連の専門科目の基礎となる生態学について学ぶ。生態系を構成してい
る
生物・微生物の基礎を学習し、環境中での物質循環における役割や産業への応用事例まで学ぶ。

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は講義を主体に行い、適宜レポートを課す。評価は定期試験80%+授業態度20%=100%(100点）とし、　60%以
上を合格とする。

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 生態系概説についての講義 生態系の概念を理解できる。
2週 生物の分類についての講義 生物の分類を理解できる。
3週 細胞の構造についての講義 生物を構成する細胞の構造と多様性について理解できる。

4週 細胞内物質についての講義 細胞を構成する各種物質（核酸・アミノ酸等）について理
解できる。

5週 顕微鏡を用いた顕微鏡観察実験 顕微鏡観察により細胞構造の多様性について理解できる。
6週 生物の分類・同定についての講義 生物の分子生物学的同定分類法について理解できる。

7週 生物の増殖についての講義 生物のエネルギー獲得機構（同化・異化）について理解で
きる。

8週 中間試験
9週 試験解答と説明
10週 生物の多様性についての講義 地球環境を構成する生物種の多様性について理解できる。

11週 生態系の遷移についての講義 生態系の構成を決定付ける因子（温度と降雨量）について
理解できる。

12週 生態系を構成する生物種についての講義 食物網を通じた生態系におけるエネルギーの流れについて
理解できる。

13週 生態系における物質・エネルギー循環に関する講義
生態系における炭素・窒素・酸素および水素の循環につい
て理解できる。またそこに形成されるエネルギーの流れに
ついて理解できる。

14週 生態系を応用した環境技術についての講義 生物を応用した産業技術や環境・生態系修復技術について
理解できる。

15週 期末試験
16週 試験解答と説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 20 0 0 100
基礎的能力 40 0 0 10 0 0 50
専門的能力 40 0 0 10 0 0 50
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代文
科目基礎情報
科目番号 0248 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『高等学校現代文B［改訂版］』（三省堂）　『ビジュアルカラー　国語便覧』（大修館書店）
担当教員 上芝 令子
到達目標
1．日本語で書かれた文章類（評論・小説・韻文）を正しく読解すること。
2．さまざまな文章にふれ、思索できる力や感性などを身につけること。
3．作品が書かれた時代、作家に関する知識を身につける。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
日本語で書かれた文章類（評論・
小説・短歌）を正しく読解するこ
とができる

日本語で書かれた文章類（評論・
小説・短歌）を読解することがで
きる

日本語で書かれた文章類（評論・
小説・短歌）を正しく読解するこ
とができない

評価項目2
さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
が適切にできる

さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
ができる

さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
ができない

評価項目3
作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることが適切に
できる

作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることができる

作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることができな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 二年生「現代文」の発展科目である。日本語で書かれた小説や詩歌、評論などを的確に読解する能力を養い、思考・表

現力を体得する。本授業は、読む力を通した多様な人間認識、人間力 の形成のために必要である。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。適宜課題提出も課す。定期テスト８割・平常点２割を基調として成績を出す。

注意点
積極的な授業参加を重視する。発想の幅を広げ、自由にものを見る思考のレッスンにより、教養の幅を広げていっても
らいたい。
授業態度を重視する。態度不良者はその都度減点対象とし、単位不認定に到ることがあるので注意すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス
2週 近代文学史⑴明治～大正 １⑴．近代文学史の教養を身につける。

3週 池内了「なぜ」に答えられない科学 ２．評論「なぜ」に答えられない科学
評論文における論理展開を理解する。

4週 池内了「なぜ」に答えられない科学
5週 池内了「なぜ」に答えられない科学

6週 鞦韆は～俳句十六句 ３⑴．俳句の鑑賞力を体得する。
俳句の世界に描かれた修辞、清新な感性をとらえる。

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明等
9週 近代文学史⑵大正～昭和 １⑵．近代文学史の教養を身につける。

10週 鞦韆は～俳句十六句 ３⑵．俳句の鑑賞力を体得する。
俳句の世界に描かれた修辞、清新な感性をとらえる。

11週 加藤周一「日本文化の雑種性」
４．評論「日本文化の雑種性」
評論文における論理展開を理解する。
筆者の主張している日本ならではの文化観を理解する。

12週 加藤周一「日本文化の雑種性」
13週 加藤周一「日本文化の雑種性」
14週 加藤周一「日本文化の雑種性」
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明等

後期

1週 近代文学史⑶昭和戦後～現代 １⑶．近代文学史の教養を身につける。

2週 石原吉郎「ある〈共生〉の体験から」
２．評論「ある〈共生〉の体験から」
評論文における論理展開を理解する。
今日生きているわれわれにとっての「戦争」「平和」の意
義について各自で思考をめぐらす。

3週 石原吉郎「ある〈共生〉の体験から」
4週 石原吉郎「ある〈共生〉の体験から」
5週 石原吉郎「ある〈共生〉の体験から」
6週 近代文学史⑷外国の文学者と名作 １⑷．外国文学史の教養を身につける。
7週 森鷗外の文学
8週 中間試験
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9週 森鷗外「舞姫」

3．小説「舞姫」
人物形象と事件の読解を通して主題を理解する。
作者に関する文学史的知識を身につける。
当時の社会状況を理解した上で、恋愛・生きることの意味
を考察する。

10週 森鷗外「舞姫」
11週 森鷗外「舞姫」
12週 森鷗外「舞姫」
13週 森鷗外「舞姫」
14週 森鷗外「舞姫」
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明等

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 10 10 0 100
基礎的能力 80 0 0 10 10 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代社会
科目基礎情報
科目番号 0249 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『最新現代社会　新訂版』実教出版
担当教員 小倉 亜紗美
到達目標
1．環境問題や生命倫理など、現代社会に特有の問題の本質を理解する
2．青年期の心理の特徴を理解する
3．宗教や哲学における人間観を理解し、これまでどのような生き方が望ましいとされてきたのかを考察する。
4．民主主義の本質を理解し、現代の日本の政治制度の構造を把握する。
5．人権や法の支配など、法律の基礎概念を理解する。
6．資本主義経済の特徴を理解し、労働者としての権利を理解する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
環境問題や生命倫理など、現代社
会に特有の問題の本質を詳細に理
解でき，青年期の心理の特徴を詳
細に理解できる

環境問題や生命倫理など、現代社
会に特有の問題の本質を理解でき
，青年期の心理の特徴を理解でき
る

環境問題や生命倫理など、現代社
会に特有の問題の本質を理解でき
ず，青年期の心理の特徴を理解で
きない

評価項目2
民主主義の本質を理解し、現代の
日本の政治制度の構造を把握する
ことが適切にできる

民主主義の本質を理解し、現代の
日本の政治制度の構造を把握する
ことができる

民主主義の本質を理解し、現代の
日本の政治制度の構造を把握する
ことができない

評価項目3
資本主義経済の特徴を詳細に理解
でき、また，労働者としての権利
を詳細に理解できる

資本主義経済の特徴を理解でき、
労働者としての権利を理解できる

資本主義経済の特徴を理解できず
，また、労働者としての権利を理
解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
現代社会が抱える様々な問題と我々の生活との関わりを理解することは、社会で活躍する人材にとって基礎的な能力と
言える。また、その問題に対し自らがどのように関わるのか、解決のためにはどのような能力を身に着ける必要がある
のかを考察することを通じ、当事者意識を持ち社会問題の解決に取り組むことのできる人材の育成を目指す。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を中心とするが、ニュースや新聞などを用いた時事問題の分析と討論もおこなう。

注意点
高専で学んだ知識を活かす社会人となるためには、高度な専門知識だけではなく、現代社会がどのように成り立ち、ど
のような問題が生じているのかを幅広く知ることが必要不可欠である。自分が学んだ知識や技術を、今後の社会でどの
ように活用していくべきなのか、自分が活躍するためには今後どのような能力を身に着けるべきなのか自発的に考えて
もらいたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
イントロダクション
私たちの生きる社会①
地球環境問題、資源･エネルギー問題

地球環境や資源･エネルギー問題について理解する

2週 私たちの生きる社会②
科学技術の発展と生命、情報化と生活 科学技術の発展の影響について理解する

3週 現代社会と青年の生き方 現代社会における政権木の特質について理解する
4週 よりよく生きることを求めて 主要な哲学や宗教について理解する
5週 民主政治とは 民主政治の基本的な考え方を理解する
6週 日本国憲法の基本原理 憲法の基本原理について理解する
7週 中間試験
8週 平和主義と安全保障 平和主義の理念と安全保障の現実について理解する

9週 日本の政治機構①
国会と内閣 国会と内角の仕組みについて理解する

10週 日本の政治機構②
裁判と地方自治 裁判所と地方自治について理解する

11週 現代政治の特質と課題①
選挙のしくみと課題 選挙の仕組みについて理解する

12週 現代政治の特質と課題② 政党や世論について理解する

13週 現代社会と法①
法のはたらき 家族法や私法の原則について理解する

14週 現代社会と法②
社会生活と法、司法と人権 刑事裁判の基本について理解する

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 経済のしくみ①
経済社会の変容、市場経済のしくみ 資本主義経済の特質について理解する

2週 経済のしくみ②
国民所得、財政政策と金融政策 国民所得、財政政策、金融政策について理解する

3週 変化する日本経済①
戦後復興と経済成長 高度経済成長の原因と帰結について理解する

4週 変化する日本経済②
バブル後の日本経済、中小企業と農業 バブル経済後の日本経済の課題について理解する
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5週 豊かな生活の実現①
自律した消費者と労働者の権利 消費者や労働者の権利について理解する

6週 豊かな生活の実現②
社会保障の役割、環境保全 社会保障制度のしくみ、循環型社会について理解する

7週 国際政治のしくみ①
国際社会の特質、国際紛争 国家システムの成立、国際紛争の原因について理解する

8週 中間試験

9週 国際政治のしくみ②
国際連合と安全保障

国際連合の基本的しくみ、その安全保障の仕組みについて
理解する

10週 国際政治のしくみ③
冷戦とその後、軍縮の取り組み 冷戦とその後の国際社会、軍縮のしくみについて理解する

11週 国際経済のしくみ①
貿易と国際分業 自由貿易と保護貿易、国際収支などについて理解する

12週 国際経済のしくみ②
グローバル化する経済 国際経済の変容について理解する

13週 国際社会の現状と課題①
地域統合の進展、変容する世界経済 ＥＵなど地域統合の動向について理解する

14週 国際社会の現状と課題②
地域紛争と難民問題 地域紛争や難民問題などについて理解する

15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 地理
科目基礎情報
科目番号 0250 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 『地理Ａ』（東京書籍）、『新高等地図』（東京書籍）
担当教員 古屋 辰郎
到達目標
・地理の適切な表現・読図法・利用法を習得する。
・自然環境が成り立つ仕組みを理解し、説明できるようになる。
・経済活動を通じたグローバルな地域の結びつきを理解し、説明できるようになる。
・日本および諸外国の環境と人々の生活について理解し、説明できるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
地理の適切な表現・読図法・利用
法を理解し、説明できるようにな
る。

地図の適切な表現・読図法・利用
法を理解できるようになる。

地図の適切な表現・読図法・利用
法を理解・説明できない。

評価項目2 自然環境が成り立つ仕組みを理解
し、説明できるようになる。

自然環境が成り立つ仕組みを理解
できるようになる。

自然環境が成り立つ仕組みを理解
・説明できない。

評価項目3
経済活動を通じたグローバルな地
域の結びつきを理香氏、説明でき
るようになる。

経済活動を通じたグローバルな地
域の結びつきを理解し、説明でき
ようになる。

経済活動を通じたグローバルな地
域の結びつきを理解・説明できな
い。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 ①地理（とりわけ系統地理）の基本的事項を理解する。②自然環境の成り立ちについて理解する。③経済・社会的側面

から「グローバル・ローカル」に見られる異なるスケール間の相互作用を理解する。
授業の進め方と授業内
容・方法

基本的に講義形式でおこないます。教科書のみならず、自作プリントやスライドを用いて、視覚的に理解させることに
努めます。板書も併用します。

注意点 適宜小レポート課題を出します。地理を学習する上で、視覚的に理解することが重要です。教科書のみならず、地図帳
・資料集を活用してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 地図表現・地図の利用 地図の適切な表現・読図法・利用法を習得する
2週 人口からみる地域とその結びつき 人口事象を地理的にとらえる
3週 地形環境① 大地形の基礎知識について理解する
4週 地形環境② 小地形の基礎知識について理解する
5週 気候 気候とその地理的特徴について理解する
6週 農作物と農業地域 農作物・農業の地理的特徴について理解する
7週 中間試験
8週 工業の地理的分散と地理的集中 工業活動のグローバルな結びつきを理解する
9週 産業立地 産業立地に関する基礎的事項について理解する
10週 イノベーションと地理 イノベーションと地理の関係について理解する

11週 情報化時代の流通システムと小売業 流通・小売を通じて、情報化が地域社会にもたらす影響を
理解する

12週 消費・観光 消費・観光の地理的特徴を理解する
13週 グローバル化における都市 グローバル化における都市の変化について理解する
14週 グローバル化における農村 グローバル化における農村の変化について理解する
15週 期末試験
16週 答案返却・解答開設

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 線形代数Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0251 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 高遠節夫他「新線形代数」（大日本図書）
担当教員 赤池 祐次
到達目標
１．線形変換, 表現行列の意味を理解し, 求められること。
２．固有値を求めることができ, それを用いて行列の対角化ができること。
３．行列の対角化を用いて，２次形式の標準形を求めたり, 行列のべき乗計算ができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
固有値を用いて行線形変換, 表現行
列の意味を理解し, 求めることが適
切にできる

線形変換, 表現行列の意味を理解し
, 求めることができる

線形変換, 表現行列の意味を理解し
, 求めることができない

評価項目2 固有値を求めることで, 行列の対角
化が適切にできる

固有値を求めることで, 行列の対角
化ができる

固有値を求めることで, 行列の対角
化ができない

評価項目3
行列の対角化を用いて，２次形式
の標準形を求めたり, 行列のべき乗
計算が適切にできる

行列の対角化を用いて，２次形式
の標準形を求めたり, 行列のべき乗
計算ができる

行列の対角化を用いて，２次形式
の標準形を求めたり, 行列のべき乗
計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 専門科目を学ぶ上で必要な行列の応用としての「線形変換，固有値」を学習する
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし，プリント課題などを実施する

注意点 学習方法としては予習・復習を行い，実際に自分で問題を解いてみることが大切である。授業では「聞く態度の精錬
，学習集中力，主体的な問題解決力」の向上を目指す。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 線形変換の定義、基本性質 線形変換の定義、基本性質
2週 線形変換の定義、基本性質
3週 線形変換の合成、逆変換 合成変換、逆変換
4週 線形変換の合成、逆変換
5週 様々な線形変換 回転を表す線形変換
6週 様々な線形変換 直交変換
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 固有値・固有ベクトル 固有値・固有ベクトルの定義、基本性質
固有方程式

10週 行列の対角化 行列の対角化、対角化行列
11週 行列の対角化 対角化可能の条件
12週 対称行列の対角化 対称行列の性質
13週 対称行列の対角化 2次形式の標準形

14週 対称行列の対角化 行列のべき乗計算
微分方程式への応用

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 75 0 0 0 25 0 100
基礎的能力 75 0 0 0 25 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 微分積分Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0252 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 環境都市工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 「新微分積分Ⅰ」（大日本図書）p.127～，「新微分積分Ⅱ」（大日本図書）p.1-93
担当教員 川勝 望
到達目標
１．媒介変数表示・極座標による図形が説明できて，その面積や曲線の長さが計算できること
２．関数のマクローリン展開ができること
３．2変数関数の偏微分が計算できて，その応用である接平面の方程式や極大・極小問題が解けること
４．2重積分の定義を理解し，累次積分になおして計算ができるようになること
５．２重積分を極座標などに変数変換をして計算ができるようになること
６．２重積分を用いて基本的な立体の体積を計算できるようになること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 媒介変数表示・極座標による図形
が説明，計算が適切にできる

媒介変数表示・極座標による図形
が説明，計算ができる

媒介変数表示・極座標による図形
が説明，計算ができない

評価項目2 2変数関数の偏微分の計算が適切に
できる 2変数関数の偏微分の計算ができる 2変数関数の偏微分の計算ができな

い
評価項目3 2重積分の計算が適切にできる 2重積分の計算ができる 2重積分の計算ができない
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 2年次で学習した「微分積分Ⅰ」を基礎にして，微分積分の発展的な内容を学ぶ。主に２変数関数の偏微分，重積分とそ

れらの応用について学習する。本授業では学力を身につけることができる。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし，適宜，課題レポートや休暇明けテストなどを課す。

注意点
微分積分学は工業技術者にとって大変重要な科目ですから，十分理解するように努力してください。そのために自分で
実際に数多くの問題を解いて基本的な計算力を身につけることも肝心です。また，わからないことがあった場合はどん
どん質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 媒介変数表示による図形の面積・曲線の長さ 図形の面積・曲線の長さ
2週 極座標による図形の面積・曲線の長さ 図形の面積・曲線の長さ
3週 広義積分 広義積分
4週 多項式による近似 多項式による近似
5週 数列の極限 数列の極限
6週 級数 級数の計算
7週 中間試験
8週 べき級数とマクローリン展開 関数のマクローリン展開
9週 べき級数とマクローリン展開 オイラーの公式
10週 偏微分法 2変数関数の連続性・偏微分
11週 偏微分法 接平面
12週 偏微分法の応用 合成関数の偏微分法・高次偏導関数
13週 偏微分法の応用 2変数関数の多項式による近似
14週 偏微分法の応用 極大・極小
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 偏微分法の応用・陰関数の微分法 陰関数の微分法
2週 条件付き極値 条件付き極値問題
3週 包絡線 包絡線
4週 2重積分 2重積分の定義・性質
5週 2重積分 2重積分の定義・性質
6週 2重積分の計算 2重積分の計算
7週 2重積分の計算 2重積分の計算
8週 中間試験
9週 極座標による2重積分 極座標による2重積分
10週 極座標による2重積分 極座標による2重積分
11週 変数変換による2重積分 変数変換による2重積分
12週 広義積分 広義積分
13週 2重積分のいろいろな応用 体積，曲面積
14週 2重積分のいろいろな応用 重心
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明
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評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 75 0 0 0 25 0 100
基礎的能力 75 0 0 0 25 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 微分方程式
科目基礎情報
科目番号 0253 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 高遠節夫他「新微分積分Ⅱ」（大日本図書）
担当教員 影山 優
到達目標
１．微分方程式の意味が理解できること
２．１階微分方程式が解けること
３．２階線形微分方程式が解けること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 微分方程式の意味が適切に理解で
きる 微分方程式の意味が理解できる 微分方程式の意味が理解できない

評価項目2 １階微分方程式を適切に解くこと
ができる

１階微分方程式を解くことができ
る

１階微分方程式を解くことができ
ない

評価項目3 ２階線形微分方程式を適切に解く
ことができる

２階線形微分方程式を解くことが
できる

２階線形微分方程式を解くことが
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 専門科目を学ぶ上で必要な科目の応用として「微分方程式の解法」を学習する
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし，プリント課題などを実施する。

注意点 学習方法としては予習・復習を行い。実際に自分で問題を解いてみることが大切である。
授業では「聞く態度，学習集中力，主体的な問題解決」を目指す。不明な点など質問は随時受け付ける。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 微分方程式の意味 微分方程式の意味，解曲線を理解できる
2週 微分方程式の解 一般解，特殊解，特異解，初期条件について理解できる
3週 1階微分方程式の解法 変数分離形の微分方程式が解ける
4週 1階微分方程式の解法 同次形の微分方程式が解ける
5週 1階微分方程式の解法 １階線形微分方程式が解ける
6週 1階微分方程式の解法 定数変化法を理解し、これを用いて微分方程式が解ける
7週 1階微分方程式の応用 雨滴の運動、電気回路などへの応用問題が解ける
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 2階線形微分方程式 関数の線形独立・線形従属を理解できる
11週 定数係数線形微分方程式 ロンスキアン・特性方程式などを理解できる
12週 定数係数非斉次線形微分方程式 定数係数（非）斉次線形微分方程式が解ける

13週 いろいろな線形微分方程式 連立微分方程式・定数係数でない線形微分方程式などが解
ける

14週 線形でない2階微分方程式 線形でない２階微分方程式の解法が理解できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 化学
科目基礎情報
科目番号 0254 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 竹内敬人他「 化学」（東京書籍）、竹内敬人他「ダイナミックワイド 図説化学」（東京書籍）
担当教員 大山 晴香
到達目標
1. 有機化合物の構造と性質について理解し、分子式と構造式が書けるようになること。
2. 有機化合物の分子式を求める計算ができること。
3. 有機化合物と官能基の化学的性質について理解し、化学反応式が書けるようになること。
4. ヨウ素価及びケン価の計算ができること。
5. ベンゼン環の構造と芳香族化合物の性質について理解すること。
6. 芳香族化合物の反応性について理解し、化学反応式が書けるようになること。
7. 合成高分子の分子構造と化学的、物理的性質について理解すること。
8. 天然高分子や生体高分子の分子構造、機能や性質について理解すること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
有機化合物の構造と性質について
理解し、分子式と構造式が書け
，計算が適切にできる

有機化合物の構造と性質について
理解し、分子式と構造式が書け
，計算ができる

有機化合物の構造と性質について
理解し、分子式と構造式が書け
，計算ができない

評価項目2 ベンゼン環の構造と芳香族化合物
の性質について適切に理解できる

ベンゼン環の構造と芳香族化合物
の性質について理解できる

ベンゼン環の構造と芳香族化合物
の性質について理解できない

評価項目3 高分子の分子構造と化学的、物理
的性質について適切に理解できる

高分子の分子構造と化学的、物理
的性質について理解できる

高分子の分子構造と化学的、物理
的性質について理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　我々の生活では天然に存在する有機化合物だけでなく、新しい材料を人工的に合成し利用している。そのため、我々
の身の回りにあるこれらの物質の生成方法及び化学的・物理的性質について理解することは多種多様な材料を利用した
り新たに合成する上で重要な意味を持つ。本授業は、様々な材料に関する基礎的知識とそれを生かすことのできる能力
を養うと共に、進学等に関連し，学力向上を身につけることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 講議及び演習を基本とし、学習内容に沿った実験を行う。実験は個人あるいはグループ実験を行う。

注意点 教科書の問や演習問題は必ず自分で解くこと。わからないことは溜め込まないで、すぐに解決しておくこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 有機化合物 1. 有機化合物の構造と特徴

2週 有機化合物
2. 脂肪族炭化水素
　 飽和炭化水素
   不飽和炭化水素

3週 有機化合物
4週 有機化合物

5週 有機化合物 3. 酸素を含む脂肪族化合物
   アルコール、エーテル、カルボン酸、エステルなど

6週 有機化合物
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 有機化合物
4. 芳香族化合物
　 酸素を含む芳香族化合物
　 窒素を含む芳香族化合物

10週 有機化合物

11週 高分子化合物 5. 合成高分子化合物

12週 高分子化合物 6. 天然高分子化合物
　 糖類、たんぱく質、核酸

13週 高分子化合物
14週 高分子化合物
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 75-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 体育
科目基礎情報
科目番号 0255 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 実技 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 渡邊 英幸
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．ソフトテニスの基礎技能をゲームで生かすことができる。
3．ソフトテニスのゲームを企画・運営ができる。
4．サッカーの個人的技能をゲームで生かすことができる。
5．サッカーの集団的技能をゲームで生かすことができる
6．サッカーのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 ソフトテニスの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

ソフトテニスの技能をゲームで生
かすことができる

ソフトテニスの技能をゲームで生
かすことができない

評価項目3 サッカーの技能をゲームで生かす
ことが適切にできる

サッカーの技能をゲームで生かす
ことができる

サッカーの技能をゲームで生かす
ことができない

学科の到達目標項目との関係
教育方法等

概要
新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ，運動能力を高
める自己診断資料とする。技能や経験こ応じてチーム編成をし，チームの役割を自覚し，自主的・計画的に練習やゲー
ムを行う。また，ルールを守り全力でプレーし，審判の判定に従い，勝敗に対して公正な態度がとれるようにする。場
所の安全を確かめ，健康・安全に留意して，練習やゲームができるようにする。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション・新体カテスト
1．新体カテスト
新体カテストの測定項目を理解し、正しい測定を実施でき
る
自らの得点を集計し、自己評価できる

2週 新体カテスト
3週 新体カテスト

4週 集団行動・体育祭の種目
2．体育祭種目
体育祭種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実施で
きる

5週 集団行動・体育祭の種目

6週 ソフトテニス

3．ソフトテニス
ルールー審判方法・ゲーム方法の説明．班編成
基礎技能（グランド・ストローク，ボレー，スマッシュ
．ロビング，サービス，サーブレシーブ）を修得し、試合
で実践できる

7週 ソフトテニス
8週 ソフトテニス
9週 ソフトテニス
10週 ソフトテニス
11週 ソフトテニス
12週 ソフトテニス
13週 ソフトテニス
14週 ソフトテニス・スキルテスト
15週 ソフトテニス・スキルテスト
16週 ソフトテニス・スキルテスト

後期

1週 球技大会の種目
4．球技大会種目の練習
球技大会の種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実
施できる

2週 球技大会の種目

3週 サッカー

5．サッカー
ルール・審判方法・ゲーム方法の説明，班編成，個人的技
能（キック，ドリブル，トラッピング，シュートヘディン
グ，スローイン）を修得をし、試合で実践できる
集団的技能（攻撃・守備フォーメーション）を修得
し、試合で実践できる

4週 サッカー
5週 サッカー
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6週 サッカー
7週 サッカー
8週 サッカー
9週 サッカー
10週 サッカー
11週 サッカー
12週 サッカー

13週 持久走 6．持久走
長距離走の特性を理解し、駅伝大会で実践できる

14週 サッカー・スキルテスト
15週 サッカー・スキルテスト
16週 サッカー・スキルテスト

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワーク
科目基礎情報
科目番号 0256 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント等
担当教員 林 和彦
到達目標
1. 1年生においては、高専で学ぶ専門科目の概要を把握し、確固とした目標を持ち、技術者像を明確にイメージする。
2. コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について、2年生においては認識し、3年生におい
ては理解し、4,5年生においては活用することができる．
3. 主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力に
ついて、2年生においてはその必要性を認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては必要に応じて発揮できる．
4. 創成能力やエンジニアリングデザイン能力を2年生においては認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては活用することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない

評価項目2

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用が適切にできる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができない

評価項目3
創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用が適切にでき
る

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができる

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点
在学期間中に同じテーマは最長で2年間まで選択できますが、可能な限り多くのテーマに取り組む方が学習効果が上がり
ます。また、テーマによっては1回だけ選択できるテーマもありますので、担当教員に確認して下さい。テーマ内容につ
いては、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。（※）テーマによっては、中間試験および期末試
験および学年末試験を行う．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

2週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

3週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

4週 チーム編成，個別ガイダンス 各テーマごとに分かれて，課題設定と課題解決プロセスを
理解する。

5週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

6週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表
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14週 レポート作成と活動内容の振り返り レポート作成：発表会後，活動成果としてレポートを作成
する．

15週 期末試験（※）

16週 レポート提出と後期の活動のための計画立案
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

後期

1週 活動内容の目標の確認
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

2週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

3週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

4週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

5週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

6週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

7週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

8週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表

14週 振り返りとレポート作成 レポート作成：後期は1年間の活動内容を総括してレポート
を作成する．

15週 学年末試験（※）
16週 レポート提出

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 20 30 0 50
分野横断的能力 0 0 0 20 30 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 コミュニケーション英語Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0257 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材
森沢洋介『どんどん話すための瞬間英作文トレーニング』（ベレ出版），北山長貴ほか『Start-up Course for the
TOEIC L&R Test (Revised Edition)』，Mark D. Stafford ほか『Shaping Modern Japan: Key Events of the Last
60 Years』

担当教員 蒲地 祐子
到達目標
1. 学習する文法事項を理解し、英語で書かれた文の意味を的確に把握することができること
2. 学習する英語表現を瞬間的に正確な発音で発話できるようになること
3. TOEICテストの基本的文法問題に対応できるようになること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安(優) 標準的な到達レベルの目安(良) 未到達レベルの目安(不可)

評価項目1
学習する文法事項を正確に理解し
、英語で書かれた文の意味を的確
に把握することができる

学習する文法事項を理解し、英語
で書かれた文の意味を大まかに把
握することができる

学習する文法事項を理解し、英語
で書かれた文の意味を的確に把握
することができない

評価項目2 学習する英語表現を瞬間的に正確
な発音で発話できる

学習する英語表現を瞬間的にほぼ
正確な発音で発話できる

学習する英語表現を瞬間的に正確
な発音で発話できない

評価項目3 TOEICテストの基本的文法問題に
適切に対応できる

TOEICテストの基本的文法問題に
対応できる

TOEICテストの基本的文法問題に
適切対応できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要

テキストの演習により，中学からこれまでに学んだ英語の基礎を定着させ，会話やTOEICなどの資格試験で使えるよう
になるためのトレーニングを行う。前期は，TOEICテキストを用いて，編入学試験対策の基礎ともなる文法力の向上を
図ると共に、基本的なリスニング能力を強化する。後期は長文読解を通じてTOEICテストのリーディング・セクション
の得点向上を図ることができるよう、読解のトレーニングを行う。本授業は就職と進学に関連し，コミュニケーション
力を高めることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習を基本とする。

注意点

授業にはテキスト・辞書を必ず持参すること。授業内活動に加えて自主学習をしっかり行えば，英語力は伸びます。授
業外での学習を前提に授業を行うので，怠らないこと。疑問点は遠慮無く質問してください。

【カリキュラムの中での位置づけ】
1～2学年の英語関連科目で学んだ語彙・文法事項を基礎に，さらに英語力を伸ばすための科目。
【先行して理解する必要のある科目】
コミュニケーション英語I, II，英語表現I, II
【同時に学ぶ科目】
英語表現II
【ＥＳＤとの関連 （教育目標）】
（ESD1）
テキストの演習を通して，英語でのコミュニケーション能力を高めることで，他文化の人々と協力して行動するための
素養を身につける。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 イントロダクション
ＴＯＥＩＣテキスト　Unit1

トピック：交通と情報案内
文法事項：時制，進行形

2週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit２ トピック：指示と説明
文法事項：完了形，態

3週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit3 トピック：飲食
文法事項：文の構造

4週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit4 トピック：ビジネス
文法事項：該当無

5週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit5 トピック：通信・コミュニケーション
文法事項：形容詞，限定詞

6週 英作文トレーニング中間テスト
7週 中間試験（TOEIC形式問題）

8週 答案返却・解答説明
ＴＯＥＩＣテキスト　Unit6

トピック：社交
文法事項：準動詞

9週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit7 トピック：招待・案内
文法事項：副詞，法助動詞

10週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit8 トピック：医療・保険
文法事項：該当無

11週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit9 トピック：文化・娯楽
文法事項：仮定法

12週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit10 トピック：買い物
文法事項：接続詞，分詞構文

13週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit1１ トピック：運動・フィットネス
文法事項：完了形，完了進行形

14週 英作文トレーニング期末テスト
15週 期末試験（TOEIC形式問題）
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16週 答案返却・解答説明
ＴＯＥＩＣテキスト　Unit1２

トピック：トラブル・申請
文法事項：受動態の進行形，付加疑問文

後期

1週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit１
2週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 2
3週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 3
4週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 4
5週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 5
6週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 6
7週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 7
8週 英作文トレーニング中間テスト
9週 中間試験

10週 答案返却・解答説明
リーディングのテキスト　Unit 8

11週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 9
12週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 10
13週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 11
14週 英作文トレーニング期末テスト
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 小テスト 課題点 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 20 10 0 0 0 100
基礎的能力 70 20 10 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語表現Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0258 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 『Fundamental Science in English 1』（成美堂），『TOEIC L&R TEST 出る単特急 銀のフレーズ』（朝日新聞出版
），『英文法・語法　Engage』（いいずな書店），『Engage 準拠 Master Book』（いいずな書店）

担当教員 大森 誠
到達目標
１．理数系英語の長文読解を通じて理数系の基礎的な知識や概念を理解し，英語で表現できるようにする。
２．TOEIC 400点に必要となる語彙力を増強する。
３．英文法，語法の総復習を行い，英検２級程度の英文法，語法の完成を図る。
４．TOEIC リスニング演習を行い，出題される傾向を掴み，スコアアップに役立てる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 理数系の基礎的な知識や概念を理
解し，かつ英語で表現できる。

理数系の基礎的な知識や概念を理
解，もしくは英語で表現できる。

理数系英語の長文読解を通じて理
数系の基礎的な知識や概念を理解
できず，英語で表現できない。

評価項目2 TOEIC 400点に必要となる語彙を
定着させることができる。

TOEIC 400点に必要となる語彙を
概ね定着させることができる。

TOEIC 400点に必要となる語彙を
定着させることができない。

評価項目3 英検２級程度英文法，語法を理解
，表現することができる。

英検２級程度の英文法，語法を理
解もしくは表現することができる
。

英検２級程度の英文法，語法を理
解することができず，表現するこ
ともできない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
1. 技術英語の基礎となる理数系の英語に触れることにより，技術英語への意欲を高め，基礎的な知識や概念を英語で理
解し，表現できることを目的とする。
2. TOEIC対策として，リスニング演習および語彙力の増強を図る。
3. ２年生までに学習した英文法，語法の総復習を行い，英検２級程度の英文法，語法の確実な定着を図る。

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は演習形式で行う。
『TOEIC L&R TEST 出る単特急 銀のフレーズ』を用いて，毎授業の最初に単語テストを行う。
各Lesson終了後には単元末テストを行う。

注意点 辞書必携。『Engage 準拠 Master Book』（いいずな書店）は夏休み課題として使用する。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 春休み明け課題試験
ガイダンス リスニング演習

2週 Lesson 1 Numbers and alculations ― 数と計算 リスニング演習，単語テスト
3週 Lesson 1 Numbers and alculations ― 数と計算 リスニング演習，単語テスト
4週 Lesson 2 Figures ― 図形 リスニング演習，単語テスト
5週 Lesson 2 Figures ― 図形 リスニング演習，単語テスト
6週 Lesson 2 Figures ― 図形 リスニング演習，単語テスト
7週 中間試験 中間試験
8週 答案返却・解説 リスニング演習，単語テスト
9週 Lesson 3 State of Substance ― 物質の態 リスニング演習，単語テスト
10週 Lesson 3 State of Substance ― 物質の態 リスニング演習，単語テスト
11週 Lesson 3 State of Substance ― 物質の態 リスニング演習，単語テスト
12週 Lesson 4 Graphs and Functions ― グラフと関数 リスニング演習，単語テスト
13週 Lesson 4 Graphs and Functions ― グラフと関数 リスニング演習，単語テスト
14週 Lesson 4 Graphs and Functions ― グラフと関数 リスニング演習，単語テスト
15週 期末試験 期末試験
16週 答案返却・解説 答案返却・解説

後期

1週 夏休み明け課題試験 夏休み明け課題試験
2週 Lesson 6  Electricity ― 電気・電子 リスニング演習，単語テスト
3週 Lesson 6  Electricity ― 電気・電子 リスニング演習，単語テスト
4週 Lesson 6  Electricity ― 電気・電子 リスニング演習，単語テスト
5週 Lesson 7 Heat ― 熱 リスニング演習，単語テスト
6週 Lesson 7 Heat ― 熱 リスニング演習，単語テスト
7週 Lesson 7 Heat ― 熱 リスニング演習，単語テスト
8週 中間試験 中間試験
9週 答案返却・解説 答案返却・解説
10週 Lesson 9 Ions ― イオン リスニング演習，単語テスト
11週 Lesson 9 Ions ― イオン リスニング演習，単語テスト
12週 Lesson 10 Energy ― エネルギー リスニング演習，単語テスト
13週 Lesson 10 Energy ― エネルギー リスニング演習，単語テスト
14週 Lesson 10 Energy ― エネルギー リスニング演習，単語テスト
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15週 学年末試験 学年末試験

16週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明

評価割合
定期試験 単語テスト 単元末テスト 休み明け課題試

験 その他 その他 合計

総合評価割合 60 20 10 10 0 0 100
基礎的能力 60 20 10 10 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 実験実習
科目基礎情報
科目番号 0241 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 環境都市工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 前期:4 後期:2
教科書/教材 土質試験基本と手引き(公益社団法人地盤工学会)
担当教員 重松 尚久,谷川 大輔,木村 善一郎,小堀 慈久
到達目標
（土質）
1.土の含水比および土の湿潤状態を学ぶ．
2.土の粒度分布により土の種類や特性を学ぶ．
3.土の相対密度から土の状態と強度への影響を学ぶ．
4.土のせん断力を学ぶ．
5.土の力学試験の種類と対象土を学ぶ．
6.土の強度定数を学ぶ.
7.土のせん断時の体積変化を学ぶ.
（衛生）
１．物理化学的な水処理方法を理解する。
２．生物的な水処理方法を理解する。
３．水質分析が行えるようになる。

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 土の種類や特性を理解でき応用で
きる。 土の種類や特性を理解できる。 土の種類や特性を理解できない。

評価項目2 土の状態と強度への影響を理解で
き応用できる。

土の状態と強度への影響を理解で
きる。

土の状態と強度への影響を理解で
きない

評価項目3 土の力学試験の種類と対象土を理
解でき応用できる。

土の力学試験の種類と対象土を理
解できる。

土の力学試験の種類と対象土を理
解できない。

評価項目4 各種実験より土の強度定数を求め
ることができ応用できる。

各種実験より土の強度定数を求め
ることができる。

各種実験より土の強度定数を求め
ることができない。

評価項目5 物理化学的な水処理方法を理解し
、実践できる。

物理化学的な水処理方法を理解す
る。

物理化学的な水処理方法を理解し
ていない。

評価項目6 生物的な水処理方法を理解し、実
践できる。 生物的な水処理方法を理解する。 生物的な水処理方法を理解してい

ない。
評価項目7
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

（土質）
　土の試料を用いて試験により実際jの強度や変形を求め，土構造物の設計に用いる土の強度定数や物理特性を求め，考
察を行うことを目的とする．ここでは，土の比重、粒度分布等の物理的性質、および三軸圧縮試験、一面せん断試験、
圧密試験などで土の力学的性質を求める方法を実験を通して学習する．本実習は、就職および進学の両方に関連する．
（衛生）
環境工学および水環境工学に関する内容の実験と演習を行うことにより、これらに関する知見と理解を深める．本授業
は進学と就職に関連する．また、進路や人間力向上に関連するトピックスを適宜、紹介する．

授業の進め方と授業内
容・方法

（土質）
クラスを6班に分けて実験を行う．各実験の終了後にレポートを提出する．
（衛生）
クラスを8班に分け、4班ずつ実験と教室課題に分けて実施する．各実験の終了後にレポートを提出する．

注意点
土質実験は建設構造物を安定させるための基礎地盤を設計するための重要なデータを得る基礎科目であるので，積極的
に取り組むこと．
衛生実験では酸やアルカリといった劇薬を使用する．これらは直接手に触れたり目に入ったりすると危険である．まれ
に衣服に薬品がついた場合に、穴が空いてしまうことがあるため、作業着を着用すること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概要、ガイダンス

2週 土の粒度試験、凝集沈殿試験 土を工学的に分類し，材料土としての判別を行うことがで
きる。

3週 土の粒度試験、凝集沈殿試験 土を工学的に分類し，材料土としての判別を行うことがで
きる。

4週 土の粒度試験、ろ過試験 土を工学的に分類し，材料土としての判別を行うことがで
きる。

5週 土の粒度試験、ろ過試験 土を工学的に分類し，材料土としての判別を行うことがで
きる。

6週 土の液性塑性限界試験、大腸菌群数 土の液性塑性について理解できる。
7週 土の液性塑性限界試験、大腸菌群数 土の液性塑性について理解できる。
8週 土の液性塑性限界試験、データの整理・解説 土の液性塑性について理解できる。
9週 土粒子の密度試験、微生物による酸素消費速度の測定 土の密度や保水性を調べることができる。
10週 土粒子の密度試験、微生物による酸素消費速度の測定 土の密度や保水性を調べることができる。

11週 砂の最大密度・最小密度試験、生物科学的酸素要求量
（BOD）の測定 砂の最大密度・最小密度を理解できる。

12週 砂の最大密度・最小密度試験、生物科学的酸素要求量
（BOD）の測定 砂の最大密度・最小密度を理解できる。
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13週 土の透水試験、バイオメタンポテンシャル試験 土の透水性を求め，浸透水量の計算などに役立てる。
14週 土の透水試験、バイオメタンポテンシャル試験 土の透水性を求め，浸透水量の計算などに役立てる。
15週 土の透水試験、データ整理・解説 土の透水性を求め，浸透水量の計算などに役立てる。
16週 力学試験について

後期

1週 突き固めによる土の締め固め試験 突き固め試験の試験方法を理解し、土工の施工条件の決定
や管理基準をりかいできる。

2週 突き固めによる土の締め固め試験 突き固め試験の試験方法を理解し、土工の施工条件の決定
や管理基準をりかいできる。

3週 突き固めによる土の締め固め試験 突き固め試験の試験方法を理解し、土工の施工条件の決定
や管理基準をりかいできる。

4週 突き固めによる土の締め固め試験 突き固め試験の試験方法を理解し、土工の施工条件の決定
や管理基準をりかいできる。

5週 土の圧密試験 土の圧縮性を調べ，沈下量や沈下に要する時間を推定する
ことができる。

6週 土の圧密試験 土の圧縮性を調べ，沈下量や沈下に要する時間を推定する
ことができる。

7週 土の圧密試験 土の圧縮性を調べ，沈下量や沈下に要する時間を推定する
ことができる。

8週 土の圧密試験 土の圧縮性を調べ，沈下量や沈下に要する時間を推定する
ことができる。

9週 土の一面せん断試験 一面せん断試験の試験方法を理解し、土の強度係数を求め
ることができる．

10週 土の一面せん断試験 一面せん断試験の試験方法を理解し、土の強度係数を求め
ることができる．

11週 土の一面せん断試験 一面せん断試験の試験方法を理解し、土の強度係数を求め
ることができる．

12週 土の一面せん断試験 一面せん断試験の試験方法を理解し、土の強度係数を求め
ることができる．

13週 土の一軸圧縮試験 一軸圧縮試験の試験方法を理解し、土の強度係数を求める
ことができる。

14週 土の一軸圧縮試験 一軸圧縮試験の試験方法を理解し、土の強度係数を求める
ことができる。

15週 土の一軸圧縮試験 一軸圧縮試験の試験方法を理解し、土の強度係数を求める
ことができる。

16週 土の一軸圧縮試験 一軸圧縮試験の試験方法を理解し、土の強度係数を求める
ことができる。

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 0 100 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 100 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用物理
科目基礎情報
科目番号 0242 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 総合物理Ⅰ 力と運動・熱・総合物理Ⅱ 波・電気と磁気 （数研出版），センサー総合物理（啓林館），力学（森北出版
）

担当教員 林 和彦
到達目標
1.全ての学習項目について，知識を身につけ関連する計算ができるようになる．
2.全ての学習項目について，現象及びそれを表す式を理解して，説明ができるようになる．
3.全ての学習項目について，物理に関する知識・理解を，他の場面で使えるようになる．
4.物理の基本的・汎用的内容についての知識・理解を，他の場面で使えるようにする．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

学習単元の知識計算
全ての学習項目について，知識を
身につけ関連する計算が適切にで
きる

全ての学習項目について，知識を
身につけ関連する計算ができる

一部または全ての学習項目につい
て，知識を身につけ関連する計算
ができない

学習単元の理解
全ての学習項目について，より広
く・深く現象・式を理解して、よ
りよく説明ができるようになる。

全ての学習項目について，現象・
式を理解して、説明ができるよう
になる。

一部または全ての学習項目につい
て、現象・式を理解して、説明が
できない

学習単元の利用
全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他のより広
い場面で使うことができる。

全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他の場面で
使うことができる。

一部または全ての学習項目につい
て、物理に関する知識・理解を、
他の場面で使うことができない。

総合的能力 汎用的内容についての知識・理解
を，他の場面で適切に使える

物理の基本的・汎用的内容につい
ての知識・理解を，他の場面で使
える

物理の基本的・汎用的内容につい
ての一部または全てについて、知
識・理解を，他の場面で使えない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 物理現象とそれに関する概念や法則について，「知り」，「理解し」，「活用できる」ようになることを目的とする

．１・２年で学んだ内容も含め，基礎的・汎用的な物理分野についての学習の集大成とする授業である．
授業の進め方と授業内
容・方法

学生の主体的な「学び合い」を基本として授業を進める。授業までに内容の事前学習を前提とする。授業時間では、事
前に学習した内容の確認や課題等を学生達でおこなう。授業の最後に、学習内容の確認テストを実施する。

注意点
単位の認定は、授業への参加し・課題・宿題を全て提出・内容がすべて良好であることが、大前提です。授業での「学
び合い」がしっかりとできるように、自宅学習をして下さい。必要な既学習内容を理解していない場合には、補習等を
おこなう場合があります。「問題を解ける」とは、単に公式を覚え計算できることということではなく、学習した考え
方や概念を使い、問題を正しく理解し、その結果として解答できるということです。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス
2週 電気（電流とオームの法則）
3週 電気（直流回路）
4週 電気（その他の回路と素子）
5週 電流と磁場（電流の作る磁場）
6週 電流と磁場（磁場から電流が受ける力）
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 電流と磁場（ローレンツ力）
10週 電磁誘導（電磁誘導の法則）
11週 電磁誘導（電磁誘導に関する現象）
12週 熱（温度と熱）
13週 熱（気体と熱）
14週 熱（気体分子運動）
15週 答案返却・解答説明
16週

後期

1週 熱（気体の状態変化と熱力学の第一法則）
2週 熱（モル比熱と熱機関）
3週 質点の力学（力と運動） 微積を用いた運動の記述
4週 質点の力学（平面の運動）
5週 質点の力学（空気抵抗と運動方程式）
6週 質点の力学（仕事・エネルギー・運動量など）
7週 束縛運動
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 剛体の力学（力のモーメントと科角運動量）
11週 剛体の力学（重心と慣性モーメント）
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12週 剛体の力学（回転の運動）
13週 総合的内容 複合的な現象や問題
14週 総合的内容 複合的な現象や問題
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
定期試験 定期試験以外 合計

総合評価割合 80 20 100
80 20 100
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 情報処理
科目基礎情報
科目番号 0243 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 自作テキストを使用する
担当教員 及川 栄作
到達目標
１）Excelを用いて適切なデータの管理、分析ができる。
２）適切にExcel 関数とマクロ機能を使用することができる。
３）基礎的なVBA によるプログラミングを実行できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 Excelを用いて適切なデータの管理
、分析を適切に実行できる。

Excelを用いて適切なデータの管理
、分析を実行できる。

Excelを用いて適切なデータの管理
、分析を実行できない。

評価項目2 適切にExcel 関数とマクロ機能を
適切に使用することができる。

適切にExcel 関数とマクロ機能を
使用することができる。

適切にExcel 関数とマクロ機能を
使用することができない。

評価項目3 基礎的なVBA によるプログラミン
グを適切に実行できる。

基礎的なVBA によるプログラミン
グを実行できる。

基礎的なVBA によるプログラミン
グを実行できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
現代社会における仕事環境においてコンピュータを利用する事は必要不可欠であり、これに関する知識や技術を修得し
ておくことは必須のものとなっている。本授業では、情報リテラシーで学習した内容を踏まえて、土木/環境分野の題材
を対象にデータ処理を行い、実際にこれらを用いる力を養うことを目的とする。具体的には、表計算ソフトExcelによる
データ処理の基礎、関数、マクロ、VBA によるプログラミングの基礎を演習する。

授業の進め方と授業内
容・方法 コンピュータを用いた演習形式で実施する。

注意点 今後の呉高専での学習はもとより、社会に出てから必ず必要になる技術を学ぶ。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 Excelによるデータの整理と計算 Excelを用いてデータを整理することができる。
2週 Excelによるデータの整理と計算 Excelを用いて演算することができる。
3週 Excelによるデータの整理と計算 Excelを用いて適切な表やグラフを作成できる。
4週 Excel 関数 適切なExcel 関数を用いて様々な計算を実行できる。
5週 Excel 関数 適切なExcel 関数を用いて様々な計算を実行できる。
6週 Excel 関数 適切なExcel 関数を用いて様々な計算を実行できる。
7週 Excel による回帰分析 Excel を用いて回帰分析を実行できる。
8週 演習：トラバース計算 トラバース計算をExcelで実行できる。
9週 演習：トラバース計算 トラバース計算をExcelで実行できる。

10週 マクロおよびコントロール マクロ機能を使用できる（マクロ記録処理、チェックボッ
クス、テキストボックス、オプションボタン）。

11週 マクロおよびコントロール マクロ機能を使用できる（マクロ記録処理、チェックボッ
クス、テキストボックス、オプションボタン）。

12週 フローチャートの意義および表記方法 フローチャートの意義および表記方法を説明できる。

13週 VBA によるプログラミング基礎 VBA で基礎的なプログラムを作成できる（VBA の操作法
、簡単な文法、配列、各種の関数）

14週 VBA によるプログラミング基礎 VBA で基礎的なプログラムを作成できる（VBA の操作法
、簡単な文法、配列、各種の関数）

15週 VBA によるプログラミング基礎 制御文を用いたプログラムを作成できる（反復計算、条件
分岐）

16週
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 0 0 0 0 100 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 100 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 構造力学
科目基礎情報
科目番号 0244 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント配布，　嵯峨晃・武田八郎・原隆・勇秀憲「構造力学Ⅰ」コロナ社
担当教員 堀口 至
到達目標
１．静定ばりの支点反力，断面力図を求めることができる
２．静定ラーメン，静定トラスの支点反力，断面力を求めることができる
３．静定ばりの影響線を使って断面力を求めることができる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
静定ばりの支点反力，断面力図を
複雑な荷重状態などやや難易度の
高い問題でも正確に求めることが
できる

静定ばりの支点反力，断面力図を
基本的な問題については求めるこ
とができる

静定ばりの支点反力，断面力図を
求めることができない

評価項目2
静定ラーメン，静定トラスの支点
反力，断面力を正しく求めること
ができる

静定ラーメン，静定トラスの支点
反力，断面力を基本的な問題につ
いては求めることができる

静定ラーメン，静定トラスの支点
反力，断面力を求めることができ
ない

評価項目3 静定ばりの影響線を使って断面力
を正しく求めることができる

静定ばりの影響線を使って断面力
を基本的な問題については求める
ことができる

静定ばりの影響線を使って断面力
を求めることができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 建設構造物に作用する外力やそれによって構造物内部に生じる断面力の性質，梁，トラス，ラーメンなどの構造要素の

力学的性質を的確に把握し，安全でしかも経済的な構造物を設計するための基礎を学ぶ。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし，その理解度向上のために適宜演習を課す。

注意点 環境都市工学科の基礎となるので，十分理解すること。常に電卓を持ってくること。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 序章 1. 序章
力の合成と分解、力のつりあい

2週 序章

3週 静定ばり
2.静定ばり
支点反力、単純ばり、片持ちばり、張出ばり、間接載荷、
ゲルバーばりの断面力図

4週 静定ばり
5週 静定ばり
6週 静定ばり
7週 中間試験
8週 答案返却・解答解説
9週 静定ばり
10週 静定ばり

11週 断面の諸量 3. 断面の諸量
断面一次モーメント、断面二次モーメント

12週 断面の諸量
13週 断面の諸量
14週 断面の諸量
15週 期末試験
16週 答案返却・解答解説

後期

1週 静定トラス 4. 静定トラス
支点反力、節点法、断面法

2週 静定トラス

3週 静定ラーメン 5. 静定ラーメン
支点反力、断面力図

4週 静定ラーメン

5週 部材に生じる応力 6. 部材に生じる応力
曲げによる直応力、せん断応力、組合せ応力

6週 部材に生じる応力
7週 中間試験
8週 答案返却・解答解説
9週 部材に生じる応力
10週 部材に生じる応力
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11週 静定ばりの影響線
7. 静定ばりの影響線
単純ばり、片持ちばり、張出ばり、間接載荷、ゲルバーば
りの影響線

12週 静定ばりの影響線
13週 静定ばりの影響線
14週 静定ばりの影響線
15週 期末試験
16週 答案返却・解答解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 20 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 20 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 90-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 水理学
科目基礎情報
科目番号 0245 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 日下部重幸・檀和秀・湯城豊勝共著「水理学」（コロナ社）
担当教員 黒川 岳司
到達目標
1．静水力学に関する計算を行う。
2．連続式およびベルヌーイの定理を用いた計算を行う。
3．運動量方程式を用いた計算を行う。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 静水力学に関する計算を適切に行
うことができる

静水力学に関する計算を行うこと
ができる 静水力学に関する計算を行えない

評価項目2
連続式およびベルヌーイの定理を
用いた計算を適切に行うことがで
きる

連続式およびベルヌーイの定理を
用いた計算を行うことができる

連続式およびベルヌーイの定理を
用いた計算を行えない

評価項目3 運動量方程式を用いた計算を適切
に行うことができる

運動量方程式を用いた計算を行う
ことができる

運動量方程式を用いた計算を行え
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
３年次の水理学では、河川工学、水環境工学などすべての水工学に関わる水の運動の数理的取り扱いの基礎を理解する
ことを目的として、静水力学と流体運動の力学基礎（質量保存則、エネルギー保存則および運動量保存則）について学
ぶ。本授業は就職および進学の両方に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし、適宜課題レポートを課す。

注意点
水理学で学ぶ内容は、河川・海岸・上下水道などの問題はもちろん、水域の環境問題などを考えるうえで、欠かすこと
のできない基礎的で重要な事項を多く含んでいるので徹底的にマスターしてほしい。 質問がある場合には、放課後やオ
フィスアワーを利用して積極的に質問にくること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 水の性質と単位 水理学で用いる単位系を説明できる

2週 水の性質と単位 次元について説明できる、水の物理的性質について説明で
きる

3週 水の性質と単位、静水の力学 静水圧の表現について説明できる
4週 静水の力学 静水圧の強さ、作用する方向について説明できる
5週 静水の力学 パスカルの原理と水圧機について説明できる
6週 静水の力学 水圧の測定方法と水圧計について説明できる
7週 中間試験

8週 答案返却・解答説明、静水の力学 誤った問題を正しく理解する、水圧計に関する計算ができ
る

9週 静水の力学 平面（水平、鉛直）に作用する静水圧に関する計算できる
10週 静水の力学 平面（傾斜）に作用する静水圧に関する計算できる
11週 静水の力学 曲面に作用する静水圧に関する計算できる
12週 静水の力学 浮力に関する計算ができる
13週 静水の力学 浮体の安定計算ができる
14週 流れの基礎 流れの分類について説明できる
15週 期末試験

16週 答案返却・解答説明、流れの基礎 誤った問題を正しく理解する、流れの分類について説明で
きる

後期

1週 流れの基礎 流れの連続性について説明できる、連続の式を説明できる
2週 流れの基礎 連続の式を用いた計算ができる
3週 ベルヌーイの定理 ベルヌーイの定理を説明できる
4週 ベルヌーイの定理 ベルヌーイの定理を説明できる
5週 ベルヌーイの定理 ベルヌーイの定理を用いた計算ができる
6週 ベルヌーイの定理 ベルヌーイの定理を用いた計算ができる
7週 中間試験

8週 答案返却・解答説明、ベルヌーイの定理の応用 誤った問題を正しく理解する、ピトー管の説明・計算がで
きる

9週 ベルヌーイの定理の応用 ベンチュリメーターの説明・計算ができる
10週 ベルヌーイの定理の応用 オリフィスやせきなどの説明・計算ができる
11週 運動量方程式 流体における運動量保存則を説明できる
12週 運動量方程式 運動量方程式を用いた計算ができる
13週 運動量方程式 運動量方程式を用いた計算ができる
14週 運動量方程式 運動量保存則を応用した各種計算ができる
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15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明 誤った問題を正しく理解する

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 土質力学
科目基礎情報
科目番号 0246 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 赤木知之ほか共著「土質工学」（コロナ社）
担当教員 小堀 慈久
到達目標
１．土および地盤が生成される過程および地盤調査の方法を理解し，説明できる。
２．土の基本的な性質を理解し，物理的な特性を表す指標を求め、土を工学的に分類し，その特徴を説明できる。
３．土の締固め方法と締固めた土の工学的特徴，および土を盛土材料として利用する方法を理解し，説明できる。
４．地盤内の応力状態を理解し、応力分布を計算することができる。
５．土中水の分類および土中の透水現象を理解し，浸透解析を行うことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
土および地盤が生成される過程お
よび地盤調査の方法を的確に説明
できる。

土および地盤が生成される過程お
よび地盤調査の方法を説明できる
。

土および地盤が生成される過程お
よび地盤調査の方法を説明できな
い。

評価項目2
土の基本的な性質を理解し，物理
的な特性を表す指標を求め、土を
工学的に分類し，その特徴を的確
に説明できる。

土の基本的な性質を理解し，物理
的な特性を表す指標を求め、土を
工学的に分類し，その特徴を説明
できる。

土の基本的な性質を理解し，物理
的な特性を表す指標を求め、土を
工学的に分類し，その特徴を説明
できない。

評価項目3
土の締固め方法と締固めた土の工
学的特徴，および土を盛土材料と
して利用する方法を的確に説明で
きる。

土の締固め方法と締固めた土の工
学的特徴，および土を盛土材料と
して利用する方法を説明できる。

土の締固め方法と締固めた土の工
学的特徴，および土を盛土材料と
して利用する方法を説明できない
。

評価項目４
地盤内の応力状態を理解し、応力
分布を適切に計算することができ
る。る。

地盤内の応力状態を理解し、応力
分布を計算することができる。

地盤内の応力状態を理解し、応力
分布を計算することができない。

評価項目５
地盤内の応力状態を理解し、応力
分布を適切に計算することができ
る。

地盤内の応力状態を理解し、応力
分布を計算することができる。

地盤内の応力状態を理解し、応力
分布を計算することができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
　環境都市工学で取り扱う社会基盤施設はすべて地盤上や地盤中あるいは土を使って建設されるため，社会基盤施設を
安全かつ経済的に建設し，維持管理するためには地盤を構成する土の様々な性質や取扱いを理解しなければならない。
この授業では，土の基本的な物理特性や力学特性を理解し、土を建設材料として利用する方法について学習する。
　本授業は進学と就職に関連する。また、進路や人間力向上に関連するトピックスを適宜、紹介する。

授業の進め方と授業内
容・方法 　各項目ごとに講義を行い、その内容を演習によって身に付ける。

注意点 土質力学は社会基盤施設を建設するうえで不可欠な学問であり，また学習内容も基礎的なものから応用的なものへ積み
上げていくため，建設技術者になるためには土質力学の基礎から十分理解しておく必要がある。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 土および地盤の生成 土の生成
2週 地盤調査 地盤調査
3週 土の基本的性質 土の構成
4週 土の基本的性質 基本的物理量
5週 土の基本的性質 粒径と粒度分布
6週 土の基本的性質 土のコンシステンシー
7週 土の基本的性質 粒子の形状と土の構造
8週 中間試験
9週 土の工学的性質 三角座標分類法
10週 土の工学的性質 日本統一分類法
11週 土の締固め 締固め試験と締固め特性
12週 土の締固め 締固め試験と締固め特性
13週 土の締固め 締固めた土の工学的性質
14週 土の締固め 締固め管理
15週 期末試験
16週 土の締固め 締固め管理

後期

1週 地盤の応力と変形 地盤内応力
2週 地盤の応力と変形 間隙水圧と有効応力
3週 地盤の応力と変形 自重による地盤内応力
4週 地盤の応力と変形 自重による地盤内応力
5週 地盤の応力と変形 上載荷重による地盤内応力
6週 地盤の応力と変形 上載荷重による地盤内応力
7週 地盤の応力と変形 構造物基礎の設置圧
8週 中間試験
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9週 土中の水の流れ 土中水の分類
10週 土中の水の流れ 不飽和地盤中の水の流れ
11週 土中の水の流れ 地下水の流れ
12週 土中の水の流れ 透水係数と透水試験
13週 土中の水の流れ 流線網による浸透解析
14週 土中の水の流れ 浸透流による地盤の破壊
15週 期末試験
16週 土中の水の流れ 浸透流による地盤の破壊

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 水環境工学
科目基礎情報
科目番号 0247 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 PEL　環境工学　実教出版株式会社
担当教員 谷川 大輔,及川 栄作
到達目標
１．水環境の基礎化学を理解している。
２．下水道を理解している。
３．上水道を理解している。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 水環境の基礎化学を理解し、説明
できる。

水環境の基礎化学を理解している
。

水環境の基礎化学を理解していな
い

評価項目2 下水道を理解し、説明できる。 下水道を理解している。 下水道を理解していない。
評価項目3 上水道を理解し、説明できる。 上水道を理解している。 上水道を理解していない。
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
水環境工学では、主に水圏環境の保全に関する内容の修得を目的とする。講義は水環境工学、下水道工学、上水道工学
、環境化学に関する内容で行う。本授業は進学と就職に関連する。また、進路や人間力向上に関連するトピックスを適
宜、紹介する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義は主にパワーポイントを使用して行う。また、理解度を深めるため、課題提出を実施する。

注意点
社会インフラを構成する上下水道を理解するための重要な科目です。講義はパワーポイントを使いながら進めて行きま
すが、疑問点は適宜質問し、自分での理解度を深める様に努力して下さい。また、講義資料はE-ラーニングに適宜アッ
プするので、必要に応じて印刷して活用すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 水の特性 水の特性について理解する。

2週 濃度と単位変換 濃度の意味を理解し、単位変換に関する計算方法を習得す
る。

3週 水質指標 水質指標について理解する。
4週 水質汚濁概論 水質汚濁の概略について理解する。
5週 富栄養化 富栄養化を理解し、説明できる。
6週 中間試験までのまとめ
7週 中間試験
8週 答案返却・解答解説
9週 下水道概論 下水道の概略について理解する。

10週 活性汚泥法 活性汚泥法について理解し、装置の設計に関する計算方法
を習得する。

11週 高度処理・汚泥処理・嫌気性処理 高度処理・汚泥処理・嫌気性処理について理解する。
12週 下水道の課題・水環境保全計画 下水道の課題および水環境保全計画について理解する。

13週 廃水種や地域に適した廃水処理プロセスの選定 様々な廃水処理方法を理解し、状況に応じて適切なプロセ
スが選定できる。

14週 期末試験までのまとめ
15週 答案返却・解答解説
16週

後期

1週 上水道概論・計画
2週 浄水施設
3週 凝集と沈殿
4週 ろ過
5週 消毒
6週 中間試験までのまとめ
7週 中間試験
8週 答案返却・解答解説
9週 高度浄水処理（生物膜と生物処理）
10週 高度浄水処理（オゾン、活性炭）
11週 高度浄水処理（膜処理）
12週 貯水池の異臭味（かび臭）発生問題
13週 水道事業の将来と課題（原虫問題など）
14週 後期のまとめ
15週 答案返却・解答解説
16週
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評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 5 15 0 100
基礎的能力 0 0 0 5 0 0 5
専門的能力 40 0 0 0 10 0 50
分野横断的能力 40 0 0 0 5 0 45
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 日本語表現法
科目基礎情報
科目番号 0278 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 『テスト式国語常識の総演習』（京都書房）、『基礎からの国語表現の実践』（京都書房）
担当教員 萬田 慶太
到達目標
1．漢字・仮名遣いなどが正しく使えること。
2．さまぎまな文章を推敲できる知識と能力を身につけること
3．文章の組み立て、すなわち構成能力を身につける。
4．実用的な文章を正しく書けるようにすること。
5．文章の展開や、スピーチのこつを身につけること。
6．社会人として必要な文章などの表現力がルールに従って書けるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
さまぎまな文章を推敲できる知識
と能力を身につけることが適切に
できる

さまぎまな文章を推敲できる知識
と能力を身につけることができる

さまぎまな文章を推敲できる知識
と能力を身につけることができな
い

評価項目2 実用的な文章を正しく書くことが
適切にできる

実用的な文章を正しく書くことが
できる

実用的な文章を正しく書くことが
できない

評価項目3
社会人として必要な文章などの表
現力がルールに従って書くことが
適切にできる

社会人として必要な文章などの表
現力がルールに従って書くことが
できる

社会人として必要な文章などの表
現力がルールに従って書くことが
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), JABEE 環境都市（B）
教育方法等

概要
日本語を読む、書く、聞く、話すという四つの能力を身につけることは、人間力の形成のために必要である。それらの
基礎能力、とりわけ語彙能力と文章表現能力の向上を目指すことを目的とする。高専4年時や大学1年時の学生には、基
本的なレポートのような論理的文章を書く能力の育成が必要である。今後社会に出てゆくにあたって、日本語能力にお
ける基本を完成させる。語彙力や論理的文章の書き方に力を入れる。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義・問題演習を基本とする。適宜課題提出も課す。
また、授業内においてグループディスカッションも適宜織り込むこととする。

注意点 積極的な授業参加、普段の課題内容を重視する。授業で進める範囲の半分は宿題とし、 毎週テキストを回収して評価す
る

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス、「国語常識の総演習」第１、2回
1．「国語常識の総演習」の演習
漢字を読む力、書く力、語彙力、文章表現・韻文・文学史
、文法
といった、国語表現に必要な基礎学力を体得する。

2週 「国語常識の総演習」第3,4回
3週 「国語常識の総演習」第5,6回
4週 「国語常識の総演習」第7,8回
5週 「国語常識の総演習」第9,10回
6週 「国語常識の総演習」第11,12回
7週 中間試験
8週 答案返却、解答解説

9週 『基礎からの国語表現の実践』基礎編
2.『基礎からの国語表現の実践』の演習　悪文の推敲や論
理的な文章を書く能力、敬語や社会的な場面で必要になる
書類の書き方を体得する。

10週 『基礎からの国語表現の実践』基礎編
11週 『基礎からの国語表現の実践』応用編
12週 『基礎からの国語表現の実践』応用編
13週 『基礎からの国語表現の実践』実践編
14週 『基礎からの国語表現の実践』実践編

15週 期末試験
16週 答案返却、解答解説、手紙の書き方

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 法学
科目基礎情報
科目番号 0279 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 木原 滋哉
到達目標
１．契約の原則を理解するとともに、悪徳商法、賃貸借契約などについて理解する
２．過失責任の原則を理解するとともに、製造物責任、交通事故の責任などについて理解する
３．家族の法律について理解する
４．仕事の法律について理解する、
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
契約自由の原則、悪徳商法、賃貸
借契約などについて詳細に理解で
きる

契約自由の原則、悪徳商法、賃貸
借契約などについて理解できる

契約自由の原則、悪徳商法、賃貸
借契約などについて理解できない

評価項目2
過失責任の原則、製造物責任、交
通事故の法律などについて詳細に
理解できる

過失責任の原則、製造物責任、交
通事故の法律などについて理解で
きる

過失責任の原則、製造物責任、交
通事故の法律などについて理解で
きない

評価項目3 家族の法律、仕事の法律などにつ
いて詳細に理解できる

家族の法律、仕事の法律などにつ
いて理解できる

家族の法律、仕事の法律などにつ
いて理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), JABEE 環境都市（B）
教育方法等
概要 家族、契約、損害賠償など日常生活に関連の深い法律を学びながら、法律に関する基礎的知識や常識を実につける
授業の進め方と授業内
容・方法 具体的な事例を中心として、講義を通じて法学の基礎を学ぶ

注意点 私たちの生活は、法律を抜きにしては考えられない。法律を知らないばかりに、大きなミスを犯すこともある。社会人
としても技術者としても必要な知識なので、しっかり学んでほしい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 契約自由の原則
未成年者の契約

契約自由の元素について理解するとともに、その例外とし
て未成年者の場合などを理解する

2週 訪問販売、通信販売とクーリングオフ制度
ネズミ講とマルチ商法 クーリングオフ制度について詳しく理解する

3週 悪徳商法
消費者契約法

悪徳商法の事例について理解するとともに、消費者契約法
を理解する

4週 クレジットカード（１）
クレジットカード（２）

クレジットカードの仕組みについて理解するとともに、自
己破産などいくつかの債務処理方法について理解する

5週 賃貸借契約（１）
賃貸借契約（２） アパートを借りるときの効率問題について理解する

6週 過失責任の原則
製造物責任 過失責任の原則と声望物責任について理解する

7週 中間試験

8週 交通事故の民事責任
交通事故の刑事責任 交通事故に関する法律について理解する

9週 家族の法律（１）結婚
家族の法律（２）離婚・親子関係 結婚・離婚・親子関係の法律について理解する

10週 家族の法律（３）法定相続
家族の法律（４）遺言相続 相続に関する法律を理解する

11週 仕事の法律（１）
仕事の法律（２）

アルバイトと労働基準法、労働組合と不法労働行為などを
理解する

12週 刑法（１）
刑法（２） 犯罪に関する法律の基礎を理解する

13週 インターネットの法律 インターネット上の法律問題について理解する
14週 法律の常識 実印や押印方法のいくつかについて理解する
15週 期末試験
16週 答案返却、解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 100 0 0 0 0 0 100
基礎的能力 100 0 0 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 保健･体育
科目基礎情報
科目番号 0280 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 実技 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 佐賀野 健
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．テニスの基礎技能をゲームで生かすことができる。
3．テニスのゲームを企画・運営ができる。
4．バドミントンの基礎技能をゲームで生かすことができる。
5．バドミントン（ダブルス）の集団的技能をゲームで生かすことができる
6．バドミントンのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 テニスの技能をゲームで生かすこ
とが適切にできる

テニスの技能をゲームで生かすこ
とができる

テニスの技能をゲームで生かすこ
とができない

評価項目3 バドミントンの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

バドミントンの技能をゲームで生
かすことができる

バドミントンの技能をゲームで生
かすことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), JABEE 環境都市（B）
教育方法等

概要

新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ，運動能力を高
める自己診断資料とする。基本的な個人技能を高めるとともに，ダブルスゲームにおいてはパートナーの特徴を生かし
た連携パターンを工夫し，相手の動きや打球の特徴に対応して作戦を考える能力を養う。また，生涯にわたってスポー
ツを親しむという観点からテニス，バドミントンの特性や，効果的な練習方法，ゲームの企画・運営方法．審判法など
理解させる。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 オリエンテーション・新体カテスト
1．新体カテスト
新体カテストの説明
各種目の測定
得点集計自己評価

2週 新体カテスト

3週 集団行動・体育祭または球技大会の種目 2．体育祭または球技大会種目
体育祭または球技大会種目の練習

4週 テニス

3．テニス
ルール・審判方法ゲーム方法の説明，班編成
基礎技能（グランド・ストローク．ボレー．スマッシュ
．ロビング，サービス．サーブレシーブ）の修得
ダブルス・ゲーム

5週 テニス
6週 テニス
7週 テニス
8週 テニス
9週 テニス
10週 テニス
11週 テニス
12週 テニス
13週 テニス
14週 テニス

15週 テニス・スキルテスト 4．持久走
長距離走の練習

16週 テニス・スキルテスト
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワーク
科目基礎情報
科目番号 0281 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント等
担当教員 林 和彦
到達目標
1. 1年生においては、高専で学ぶ専門科目の概要を把握し、確固とした目標を持ち、技術者像を明確にイメージする。
2. コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について、2年生においては認識し、3年生におい
ては理解し、4,5年生においては活用することができる．
3. 主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力に
ついて、2年生においてはその必要性を認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては必要に応じて発揮できる．
4. 創成能力やエンジニアリングデザイン能力を2年生においては認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては活用することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない

評価項目2

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用が適切にできる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができない

評価項目3
創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用が適切にでき
る

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができる

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD), JABEE 環境都市（G）, JABEE 環境都市（H）
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点
在学期間中に同じテーマは最長で2年間まで選択できますが、可能な限り多くのテーマに取り組む方が学習効果が上がり
ます。また、テーマによっては1回だけ選択できるテーマもありますので、担当教員に確認して下さい。テーマ内容につ
いては、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。（※）テーマによっては、中間試験および期末試
験および学年末試験を行う．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

2週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

3週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

4週 チーム編成，個別ガイダンス 各テーマごとに分かれて，課題設定と課題解決プロセスを
理解する。

5週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

6週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表

- 100-



14週 レポート作成と活動内容の振り返り レポート作成：発表会後，活動成果としてレポートを作成
する．

15週 期末試験（※）

16週 レポート提出と後期の活動のための計画立案
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

後期

1週 活動内容の目標の確認
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

2週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

3週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

4週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

5週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

6週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

7週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

8週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表

14週 振り返りとレポート作成 レポート作成：後期は1年間の活動内容を総括してレポート
を作成する．

15週 学年末試験（※）
16週 レポート提出

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 20 30 0 50
分野横断的能力 0 0 0 20 30 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 上級コミュニケーション英語
Ａ

科目基礎情報
科目番号 0282 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 ヒロ前田『TOEICテスト究極の模試600問』（アルク），TOEIC L & R TEST 出る単特急 金のフレーズ（朝日新聞出版
）

担当教員 冨村 憲貴
到達目標
1. リスニング演習によって，テキストで扱われるリスニング問題に対応できるようになること
2. リーディング演習によって，テキストで扱われるリーディング問題に対応できるようになること
3. 学習するTOEIC必須語彙を覚え，使えるようになること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 テキストで扱われるリスニング問
題に適切に対応できる

テキストで扱われるリスニング問
題に対応できる

テキストで扱われるリスニング問
題に対応できない

評価項目2 テキストで扱われるリーディング
問題に適切に対応できる

テキストで扱われるリーディング
問題に対応できる

テキストで扱われるリーディング
問題に対応できない

評価項目3 学習するTOEIC必須語彙を覚え
，適切に使うことができる

学習するTOEIC必須語彙を覚え
，使うことができる

学習するTOEIC必須語彙を覚え
，使うことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), JABEE 環境都市（B）
教育方法等

概要
実践的なTOEIC問題演習を通して，TOEICテストへの対応力を高めることを目的とする。また，ALC NetAcademyを活
用することによりリスニング・リーディング力の強化を目指す。本授業は就職と進学に関連し，コミュニケーション力
を高めることができる。　

授業の進め方と授業内
容・方法

演習を基本とする。
この科目は学修単位科目のため，e-ラーニングの課題を出し，学習状況をシステム上で確認する。さらに，授業内容の
自学自習状況をほぼ毎回の小テストで確認する。これらの結果をポートフォリオ（成績の30%）として評価する。

注意点

授業にはテキスト・辞書を必ず持参すること。TOEICテストのスコアアップには基礎の定着が不可欠です。授業外での
トレーニングも怠らないように。授業では集中して演習に取り組み，質問等を積極的に行うよう期待する。

【カリキュラムの中での位置づけ】
1～3学年の英語関連科目で学んだ文法事項を定着させ，語彙力を高めて英語力を伸ばすための科目。
【先行して理解する必要のある科目】
コミュニケーション英語I，II，英語表現I，II
【同時に学ぶ科目】
英語（選択科目）
【ＥＳＤとの関連 （教育目標）】
（ESD1）テキストの演習を通して，英語でのリスニング・リーディング能力を高めることで，他文化の考え方や価値観
を理解する素養を身につける。
【評価方法と基準】
JABEE合格基準：60%以上
中間試験35%+期末試験35%+小テスト15%+課題15%=100%(100点) またはTOEICスコアによる評価（詳細資料は
授業で配布）
60％以上を合格とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概要説明

2週 TOEIC問題演習1 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

3週 TOEIC問題演習2 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

4週 TOEIC問題演習3 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

5週 TOEIC問題演習4 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

6週 TOEIC問題演習5 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 TOEIC問題演習6 模擬試験2 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

10週 TOEIC問題演習7 模擬試験2 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

11週 TOEIC問題演習8 模擬試験2 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

12週 TOEIC問題演習9 模擬試験2 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

13週 TOEIC問題演習10 模擬試験2 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

14週 TOEIC問題演習11 模擬試験2 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

- 102-



15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 上級コミュニケーション英語
Ｂ

科目基礎情報
科目番号 0283 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 ヒロ前田『TOEICテスト究極の模試600問』（アルク），TOEIC L & R TEST 出る単特急 金のフレーズ（朝日新聞出版
）

担当教員 冨村 憲貴
到達目標
1. リスニング演習によって，テキストで扱われるリスニング問題に対応できるようになること
2. リーディング演習によって，テキストで扱われるリーディング問題に対応できるようになること
3. 学習するTOEIC必須語彙を覚え，使えるようになること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 テキストで扱われるリスニング問
題に適切に対応できる

テキストで扱われるリスニング問
題に対応できる

テキストで扱われるリスニング問
題に対応できない

評価項目2 テキストで扱われるリーディング
問題に適切に対応できる

テキストで扱われるリーディング
問題に対応できる

テキストで扱われるリーディング
問題に対応できない

評価項目3 学習するTOEIC必須語彙を覚え
，適切に使うことができる

学習するTOEIC必須語彙を覚え
，使うことができる

学習するTOEIC必須語彙を覚え
，使うことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), JABEE 環境都市（B）
教育方法等

概要
実践的なTOEIC問題演習を通して，TOEICテストへの対応力を高めることを目的とする。また，ALC NetAcademyを活
用することによりリスニング・リーディング力の強化を目指す。本授業は就職と進学に関連し，コミュニケーション力
を高めることができる。　

授業の進め方と授業内
容・方法

演習を基本とする。
この科目は学修単位科目のため，e-ラーニングの課題を出し，学習状況をシステム上で確認する。さらに，授業内容の
自学自習状況をほぼ毎回の小テストで確認する。これらの結果をポートフォリオ（成績の30%）として評価する。

注意点

授業にはテキスト・辞書を必ず持参すること。TOEICテストのスコアアップには基礎の定着が不可欠です。授業外での
トレーニングも怠らないように。授業では集中して演習に取り組み，質問等を積極的に行うよう期待する。

【カリキュラムの中での位置づけ】
1～3学年の英語関連科目で学んだ文法事項を定着させ，語彙力を高めて英語力を伸ばすための科目。
【先行して理解する必要のある科目】
コミュニケーション英語I，II，英語表現I，II
【同時に学ぶ科目】
英語（選択科目）
【ＥＳＤとの関連 （教育目標）】
（ESD1）テキストの演習を通して，英語でのリスニング・リーディング能力を高めることで，他文化の考え方や価値観
を理解する素養を身につける。
【評価方法と基準】
JABEE合格基準：60%以上
中間試験35%+期末試験35%+小テスト15%+課題15%=100%(100点) またはTOEICスコアによる評価（詳細資料は
授業で配布）
60％以上を合格とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 概要説明

2週 TOEIC問題演習1 模擬試験3 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

3週 TOEIC問題演習2 模擬試験3 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

4週 TOEIC問題演習3 模擬試験3 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

5週 TOEIC問題演習4 模擬試験3 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

6週 TOEIC問題演習5 模擬試験3 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 TOEIC問題演習6 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

10週 TOEIC問題演習7 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

11週 TOEIC問題演習8 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

12週 TOEIC問題演習9 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

13週 TOEIC問題演習10 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

14週 TOEIC問題演習11 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得
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15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語
科目基礎情報
科目番号 0284 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 行時　潔『はじめての英会話 Let's Talk It Up!』（松柏社）
担当教員 上杉 裕子
到達目標
１．自分の考えや気持ちを，相手に伝えることができるようになること
２．様々な場面に応じた英語表現を習得し，実際の英会話に応用できるようになること
３．海外の学生と，コンピューターを介した音声通話（スカイプ）による異文化交流、相互に言語を教え合うタンデム教育ができること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の考えや気持ちを，相手に伝
えることが適切にできる

自分の考えや気持ちを，相手に伝
えることができる

自分の考えや気持ちを，相手に伝
えることができない

評価項目2
様々な場面に応じた英語表現を習
得し，実際の英会話に応用できる
ようになること

様々な場面に応じた英語表現を習
得し，実際の英会話ができる

様々な場面に応じた英語表現を習
得し，実際の英会話に応用できな
い

評価項目3
海外の学生と，コンピューターを
介した音声通話（スカイプ）によ
る異文化交流が適切にできる

海外の学生と，コンピューターを
介した音声通話（スカイプ）によ
る異文化交流ができる

海外の学生と，コンピューターを
介した音声通話（スカイプ）によ
る異文化交流ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), JABEE 環境都市（B）
教育方法等

概要

テキストで扱われる内容を通して，英会話の際に役立つ語彙や表現を学習し，海外の学生との会話に応用する。同時に
，英語の聞き取り，会話，作文練習を行い，総合的な英語能力を養う。本授業は進学，就職，資格取得に関連し，コミ
ュニケーション能力を高めることができる。また，海外の姉妹校とスカイプ交流授業を行い，実際に英語を使い、自国
の文化を伝え、国際的な視野を拡げるることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法

オールイングリッシュでＣＬＬ(Community Language Learning)のメソッドを用いた演習を基本とする。

注意点
テキストだけではなく，辞書を必ず持参すること。オールイングリッシュで演習を基本とする授業なので，積極的にで
きるだけ多くの英語を用い、活動すること。また，海外の学生を相手にするスカイプ交流授業も予定されているので
，パートナーに失礼のないよう，常に緊張感を持って授業に臨むこと。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 Introduction, Lesson 1

テキスト
１．Exercise A～Ｃ： ＣＬＬメソッドを用い、リスニング
、スピーキング練習。
　　　　　　　　　　会話文を暗唱できるくらい何度も繰
り返し練習することに
　　　　　　　　　　よって役立つ表現を身につける。発
音やイントネーション
　　　　　　　　　　をトレーニングする。
２．Exercise Ｄ：実際に言いたいことを英語で表現する練
習を行う
３．Exercise Ｅ～Ｇ：英作文演習を行う

海外の学生との交流授業
１．スカイプ使用の準備をする
２．トピックが決められ、事前準備し、教員の指導のもと
会話練習を行う
３．英語と日本語両方で，画像付き音声交流を行う
４．スカイプ交流授業の後、会話内容を振り返り、感想シ
ートに記入する。

ALC NetAcademy 2（自学）
１．「ライティング基礎コース」によるライティング演習

2週 Lesson 1
3週 Lesson 2
4週 Lesson 2
5週 Lesson 3
6週 Lesson 3
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 Lesson 4
10週 Lesson 4
11週 Lesson 5
12週 Lesson 5
13週 Lesson 6
14週 Lesson 6
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明
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後期

1週 Lesson 7
2週 Lesson 7
3週 Lesson 8
4週 Lesson 8
5週 Lesson 9
6週 Lesson 9
7週 Lesson 10
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 Lesson 10
11週 Lesson 11
12週 Lesson 11
13週 Lesson 12
14週 Lesson 12
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 小テスト クラス貢献度 その他 合計

総合評価割合 70 20 10 0 0 0 100
基礎的能力 70 20 10 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ドイツ語
科目基礎情報
科目番号 0285 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 藁谷郁美ほか『プリマ・プルスA1』朝日出版社
担当教員 西谷 明子
到達目標
1. ドイツ語であいさつ、自己紹介ができる。
2. ドイツ語で簡単な日常会話ができる。
3. ドイツ語で簡単な質問をし、答えることができる。
4. 辞書を使って簡単な文を読み、作文することができる。
5. ドイツ語のつづりと発音の法則を理解し、発音したり聞き取ったりできる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 ドイツ語であいさつ，自己紹介が
適切にできる。

ドイツ語であいさつ，自己紹介が
できる。

ドイツ語であいさつ，自己紹介が
できない。

評価項目2 ドイツ語で簡単な日常会話が適切
にできる。

ドイツ語で簡単な日常会話ができ
る。

ドイツ語で簡単な日常会話ができ
ない。

評価項目3 ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることが適切にできる。

ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることができる。

ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることができない。

評価項目4 辞書を使って簡単な文を読み，作
文することが適切にできる。

辞書を使って簡単な文を読み，作
文することができる。 辞書を使うことができない。

評価項目5
ドイツ語のつづりと発音の法則を
適切に理解し、発音したり聞き取
ったりできる。

ドイツ語のつづりと発音の法則を
理解し、発音したり聞き取ったり
できる。

ドイツ語のつづりと発音の法則を
理解していない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), JABEE 環境都市（B）
教育方法等
概要 初めてドイツ語を学ぶ学生を対象とする。初級ドイツ語文法と簡単な日常会話を習得する。また，ドイツ語圏の歴史や

文化についても理解を深める。
授業の進め方と授業内
容・方法 教科書及び付属のCD、DVDを用いた講義。ペアワークによる会話練習。

注意点
授業には毎回必ず辞書を持参すること。授業中でも授業後でも，質問があれば受け付ける。ペアワークへの積極的な参
加を求める。課題、提出物はすべて100点満点で採点し、学期末の成績に含める。スマートフォンを用いた小テストを実
施することがあるため、毎回持参すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 導入 自己紹介ができる、ドイツ語圏について知る、アルファベ
ートの読み方がわかる

2週 Lektion 1 つづりと発音の規則がわかる、あいさつと自己紹介ができ
る

3週 Lektion 1 好きなものについて話せる、動詞の人称変化がわかる
4週 Lektion 1 語順、人称代名詞、動詞の人称変化の復習

5週 Lektion 2 友人の紹介ができる、好きなこと、嫌いなことについて話
せる、sein動詞を使えるようになる

6週 Lektion 2 20までの数詞を言える、電話番号を言い、聞き取ることが
できる

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 Lektion 2 学校生活について話せる、1000までの数詞を言える
10週 Lektion 3 動詞habenを使えるようになる、冠詞について理解できる
11週 Lektion 3 定冠詞、不定冠詞の1格と4格を使えるようになる

12週 Lektion 3 インタビューし、答えることができる、名詞の複数形が理
解できる

13週 Lektion 3 身の回りの物や動物について書かれたテキストが理解でき
る

14週 まとめと復習 動詞と冠詞の変化が理解できる、発音の規則が理解できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 復習小テスト 動詞の現在人称変化と冠詞の変化が復習できている

2週 Lektion 4 時刻、日付、曜日を表現できる、時間を表す前置詞を使う
ことができる

3週 Lektion 4 1日のスケジュールについて質問し、答えることができる

4週 Lektion 4 学校生活について読んで理解できる、学校生活について作
文できる

5週 Lektion 5 趣味について話すことができる、不規則動詞の使い方がわ
かる

6週 Lektion 5 分離動詞の使い方がわかる、統計データが理解できる
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7週 Lektion 5 自分のできること、できないことについて話せる、助動詞
の使い方がわかる

8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明

10週 Lektion 6 絵を見て描写することができる、所有冠詞について理解で
きる

11週 Lektion 6 職業について表現できる
12週 Lektion 6 家族をテーマにした文章が理解できる
13週 Lektion 7 ドイツ語を使って買い物をすることができる
14週 Lektion 7 ほしいものについて表現できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 10 0 20 0 100
基礎的能力 70 0 10 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 109-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 中国語
科目基礎情報
科目番号 0286 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 楽しくやさしい400語で学ぶ中国語入門　発音中心（CD付き）郭春貴、郭久美子　著
担当教員 徐 蓮
到達目標
１．中国語の発音システムを系統的に身につけさせる
２．中国の地理，社会，文化についてできる範囲理解させる
３．一般的挨拶と自己紹介及び基礎文型を身につけさせる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 中国語の発音システムを系統的に
理解できる。

中国語の発音システムを理解でき
る。

中国語の発音システムを理解でき
ない

評価項目2 中国の地理，社会，文化について
適切に理解できる

中国の地理，社会，文化について
理解できる

中国の地理，社会，文化について
理解できない

評価項目3 一般の挨拶と自己紹介また，少し
の基礎文型を適切に理解できる

一般の挨拶と自己紹介また，少し
の基礎文型を理解できる

一般の挨拶と自己紹介また，少し
の基礎文型を理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), JABEE 環境都市（B）
教育方法等
概要 １）中国語の発音の基礎，２）ローマ字による発音表記法，３）基本的な文法項目のうち最も重要なもの，４）基本的

な会話表現等を習得して，中国人とコミュニケーションをとる基礎力を養成する。
授業の進め方と授業内
容・方法

繰り返し発音の復習を行う。常に単語のチェックを行う。単語を覚えた段階で置き換え練習をすることにより語順、基
本文型を身につけさせる。

注意点 試験前にまとめて勉強するのではなく，普段の授業を大切にし，しっかり知識の基盤を築くことを期待する。基本的に
、課題等のフィードバックは授業内で行い、質問は常時受け付けする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス、簡単な日常挨拶紹介 学習の概略説明と中国語及び中国事情についての簡単な説
明をする。日・中異文化について簡単な交流を行う。

2週 発音１ 声調・母音、簡単な日常会話
3週 発音２ 声調・子音、簡単な日常会話
4週 発音３ 音節表、変調、“アル”化、簡単な日常会話
5週 発音４ 発音まとめ、挨拶紹介
6週 復習－発音中心 音節表を中心に繰り返し発音の練習をする。日常会話復習
7週 中間試験
8週 第１課 人称代名詞、“ 是”“不是”、“ … ?”　　
9週 第１課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
10週 第２課 “ ”＋動詞　、“ 姓”“叫”、名詞＋“呢 ?”
11週 第２課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
12週 第３課 指示代名詞　、主語＋“很”＋形容詞、“也”
13週 第３課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
14週 復習 発音～３課までの単語、文法、練習問題
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 第４課 年、日、曜日　、主語＋動詞＋目的語、動詞＋“不”＋動詞?
　、形容詞＋“不”＋形容詞?

2週 第４課 文型復習、練習問題、リスニング、本文

3週 第５課 場所指示代名詞、“ 来／去”＋動詞（＋目的語）、“来／去
”＋場所＋動詞（＋目的語）、“ …吧”　

4週 第５課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
5週 第６課 “ 的”、　年月日　、週、月、本文
6週 第６課＋復習 第６課の練習問題＋リスニング、復習
7週 中間試験
8週 第７課 量詞、“ 有”、“ 都”＋動詞、形容詞
9週 第７課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
10週 第８課 年齢の言い方、“跟…一”、A“比”B ＋形容詞
11週 第８課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
12週 第９課 時間の言い方、名詞／形容詞＋“了”、動詞＋“了”＋“”　
13週 第９課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
14週 復習
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明
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評価割合
試験 課題 授業参加度 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 10 10 10 0 0 100
基礎的能力 70 10 10 10 ０ 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ハングル
科目基礎情報
科目番号 0287 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『基礎から学ぶ韓国語講座初級(改訂版)』木内明著 国書刊行会
担当教員 李 政樹
到達目標
１．韓国語の文字が読める
２．韓国語の文字が書ける
３．簡単なフレーズを身につける
４．動詞，形容詞等の活用がある程度できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 韓国語の文字が読み書きが適切に
できる 韓国語の文字が読み書きできる 韓国語の文字が読み書きできない

評価項目2 動詞，形容詞等の活用ができる 動詞，形容詞等の活用がある程度
できる 動詞，形容詞等の活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), JABEE 環境都市（B）
教育方法等
概要 韓国語を初めて習う学習者を対象にする。二年間の学習でハングル能力検定試験５級の合格程度の力をつける
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする

注意点 欠席の場合は後日の授業に多大な支障が生じるため，欠席は絶対しないこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 基礎第1課：韓国語の仕組み ハングルの仕組み，語順を理解する
2週 基礎第2課：基本母音 基本母音の読み書き
3週 基礎第3課：基本子音 子音（平音）の読み書き
4週 基礎第3課：基本子音 子音（激音，濃音）の読み書き
5週 基礎第4課：複合母音 複合母音の読み書き
6週 基礎第5課．パッチム　　　　　　　　　　　   復習 パッチムの読み書き
7週 中間試験

8週 答案返却、解答説明
基礎第7課．あいさつ 既習内容の確認・まとめ

9週 第1課．私は浅井ゆかりです あいさつ・簡単な自己紹介・です/ます体の学習
10週 第2課．出身はソウルですか 出身地を聞く、です/ます体の疑問文
11週 第3課．図書館ではありません です/ます体の否定
12週 第4課．時間がありますか あります/ありません
13週 第5課．ネットカフェでパソコンをします します/しますか
14週 第1課～第5課の復習 既習内容の確認・まとめ
15週 期末試験
16週 答案返却，解答説明

後期

1週 基礎編(第1課～7課)の内容の復習　　　　　第１課・2課
の復習

文字編（子音と母音）の復習 　　　　　　　　基本挨拶　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体言＋です、漢
数詞の学習

2週 第3課～5課の復習　                    　  　　第6課．貿易会
社で働いています もう一つの言い方の学習

3週 第7課．東大門市場に行きます 動詞の学習
4週 第8課．しょっちゅうスーパーで買います もう一つの言い方の用言の学習
5週 第9課．それは1万ウォンです 体言＋です、漢数詞の学習
6週 第10課．今、何時ですか いくつ、固有数詞と時刻の読み方
7週 第6課～第10課の復習 既習内容の確認・まとめ
8週 中間試験
9週 答案返却，解答説明
10週 第11課．日本語を話されますか 敬語
11週 第12課．そんなに遠くありません 用言の否定、～するといい
12週 第13課．いつ韓国に来ましたか 用言の過去形
13週 第14課．民俗村に一緒に行きましょう 勧誘表現、何の～
14週 第11課～第14課の復習 既習内容の確認・まとめ
15週 学年末試験
16週 答案返却，解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
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総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建設施工Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0255 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 友久誠司　竹下治之　『施工管理学』（コロナ社）
担当教員 重松 尚久
到達目標
1.土工について理解できること．
2.建設機械について理解できること．
3.杭打ち工法について理解できること．
4.コンクリート施工の注意点を理解できること．

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 土工について理解でき応用できる
。 土工について理解できる。 土工について理解できない。

評価項目2 建設機械について理解でき応用で
きる。 建設機械について理解できる。 建設機械について理解できない。

評価項目3 杭打ち工法について理解でき応用
できる。 杭打ち工法について理解できる。 杭打ち工法について理解できない

。

評価項目4 コンクリート施工の注意点を理解
でき応用できる。

コンクリート施工の注意点を理解
できる。

コンクリート施工の注意点を理解
できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（D）
教育方法等

概要
建設施工法は技術の変化と共に新しい工法が考案され，新しい建設機械の出現にともない随時改良が加えられている
．ここでは，土木工事を施工する際に必要な基本事項について広く学習する．特に土工，基礎工といった基本的な施工
分野について工事の具体例を示しながら学習していく．本授業は進学と就職に関連する．

授業の進め方と授業内
容・方法 環境適合設計の基本知識を取得し，技術開発に応用できる．

注意点
質問がある場合には，放課後やオフィスアワーを利用して積極的に質問にくること．また，授業の一環として，現場見
学を行う予定である．事前に教科書を熟読し，疑問点を明確にしておく．講義内容を理解する．理解できない場合には
適宜質問する．教科書・ノートを見て授業内容を確認しておく．将来的には、土木施工管理技士試験にチャレンジして
欲しい．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 総説 入札・施工のための調査･試験について理解する。
2週 建設機械 施工機械の種類のついて理解する。
3週 建設機械 施工機械の能力の算定方法について理解する。
4週 土工 土工の主要作業について理解する。
5週 土工 素量の変化と算定方法について理解する。
6週 土工 土工の施工法について理解する。
7週 中間試験
8週 基礎工 基礎工の種類について理解する。
9週 基礎工 地盤改良工法について理解する。
10週 基礎工 既製杙工法について理解する。
11週 基礎工 場所うち杙工法について理解する。
12週 コンクリート工 コンクリート工の手順について理解する。
13週 コンクリート工 型枠工について理解する。
14週 コンクリート工 各種コンクリート工について理解する。
15週 期末試験
16週 答案返却と解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建設施工Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0256 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 友久誠司　竹下治之　『施工管理学』（コロナ社）
担当教員 重松 尚久
到達目標
1.トンネルの各種工法について理解できること．
2.トンネル掘削工法の手順を理解できること．
3.トンネル掘削の補助工法について理解できること．
4.道路の構造を理解できること．
5.舗装工の手順を理解できること．
6.施工管理の手順を理解できること．
7.PERTを用いた工程管理手法を理解できること．

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 トンネル掘削工法を理解でき応用
できる。 トンネル掘削工法を理解できる。 トンネル掘削工法を理解できない

。

評価項目2 道路の構造を理解でき応用できる
。 道路の構造を理解できる。 道路の構造を理解できない。

評価項目3 工程管理手法を理解でき応用でき
る。 工程管理手法を理解できる。 工程管理手法を理解できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（D）
教育方法等

概要
施工法は技術の変化と共に新しい工法が考案され，新しい建設機械の出現にともない随時改良が加えられている．ここ
では，土木工事を施工する際に必要な基本事項について広く学習する．特にコンクリート工，施工管理といった基本的
な施工分野について工事の具体例を示しながら学習していく．

授業の進め方と授業内
容・方法 教科書を中心とした講義を基本とするが，新聞・学会等の最新の情報を随時折り込む．

注意点
質問がある場合には，放課後やオフィスアワーを利用して積極的に質問にくること．また，授業の一環として，現場見
学を行う予定である．なお，月１回程度の学習教育チェックシートにより，理解度等を把握するとともに，質問に答え
る．事前に教科書を熟読し，疑問点を明確にしておく．講義内容を理解する．理解できない場合には適宜質問する．教
科書・ノートを見て授業内容を確認しておく．将来的には、土木施工管理技士試験にチャレンジして欲しい．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 トンネル工 トンネルの種類と構造につい理解する。
2週 トンエル工 トンネルに作用する土圧を理解する。
3週 トンネル工 NATMの施工法を理解する。
4週 トンネル工 各種トンエルの施工法を理解する。
5週 舗装工 道路の構造を理解する。
6週 舗装工 路床および路盤の役割を理解する。

7週 舗装工 歴青材料の試験方法およびアスファルト舗装の施工法を理
解する。

8週 中間試験
9週 舗装工 各種舗装工法を理解する。
10週 施工管理 施工管理の目的と方法を理解する。
11週 工程管理 工程管理の方法と目的を理解する。
12週 工程管理 PERTを用いた工程管理手法を理解する。
13週 工程管理 PERTを用いた工程管理手法を理解する。
14週 品質管理 品質管理の方法を理解する。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 環境保全Ａ
科目基礎情報
科目番号 0257 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 配布プリント
担当教員 谷川 大輔
到達目標
１．物質循環と微生物の関わりを理解している。
２．水圏・気圏・知圏環境の課題と対策を理解している。
３．廃棄物問題を理解している。
４．騒音・振動を理解している。
５．再生可能エネルギーについて理解している。
６．環境影響評価、リスクアセスメント、ライフサイクルアセスメントについて理解している。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 物質循環と微生物の関わりを理解
し、説明できる。

物質循環と微生物の関わりを理解
している。

物質循環と微生物の関わりを理解
していない。

評価項目2 水圏・気圏・知圏環境の課題と対
策を理解し、説明できる。

水圏・気圏・知圏環境の課題と対
策を理解している。

水圏・気圏・知圏環境の課題と対
策を理解していない。

評価項目3 廃棄物問題を理解し、説明できる
。 廃棄物問題を理解している。 廃棄物問題を理解していいない。

評価項目4 騒音・振動を理解し、説明できる
。 騒音・振動を理解している。 騒音・振動を理解していない。

評価項目5 再生可能エネルギーについて理解
し、説明できる。

再生可能エネルギーについて理解
している。

再生可能エネルギーについて理解
していない。

評価項目6
環境影響評価、リスクアセスメン
ト、ライフサイクルアセスメント
について理解し、説明できる。

環境影響評価、リスクアセスメン
ト、ライフサイクルアセスメント
について理解している。

環境影響評価、リスクアセスメン
ト、ライフサイクルアセスメント
について理解していない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（E）
教育方法等

概要
本授業も目的は環境科学の基礎や環境保全技術を理解するための基礎知識を修得することにある。また、近年の各種環
境問題に対する原因や対策技術および今後の課題について理解を深め、問題解決に向けた考え方ができるようになるこ
とを目標とする。本授業は進学と就職に関連する。また、進路や人間力向上に関連するトピックスを適宜紹介する。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義は主にパワーポイントを使用して行う。また、理解度を深めるため、課題提出を実施する。ただし、学修単位の場
合は、１単位当たり１５時間の授業と３０時間の自学自習が必要である。

注意点 これまでの環境関連科目で学んだ概要から、一歩踏み込んだ専門内容が含まれる。特に重要な専門用語は意味を良く理
解し、自分の言葉で説明できるようになることを目標とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 物質循環と微生物の関わり 物質循環における微生物の関わりを理解し、説明できる。
2週 水圏環境の課題と対策 水圏環境の課題と対策について理解する。
3週 気圏環境の課題と対策 気圏環境の課題と対策について理解する。
4週 地圏環境の課題と対策 地圏環境の課題と対策について理解する。
5週 騒音と振動 騒音と振動について理解する。
6週 中間試験までのまとめ
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 廃棄物問題と再生可能エネルギー 廃棄物の処理・処分方法および再生可能エネルギーについ
て理解する。

10週 生態系と生物多様性の保全 生態系と生物多様性の保全について理解する。

11週 リスクアセスメントとライフサイクルアセスメント
リスクアセスメントとライフサイクルアセスメントを理解
し、ライフサイクルアセスメントに関する計算方法を習得
する。

12週 環境影響評価 環境影響評価について理解する。

13週 微生物を用いた環境浄化技術 微生物を用いた環境浄化技術について理解し、関連する計
算方法を習得する。

14週 学年末試験までのまとめ
15週 答案返却・解答解説
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 40 0 0 0 10 0 50
分野横断的能力 40 0 0 0 10 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 遺伝子工学概論
科目基礎情報
科目番号 0258 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 配布プリント
担当教員 及川 栄作
到達目標
1.細胞の構造と生体構成物質を理解し、説明できる。
2.遺伝情報の流れを理解し、説明できる。
3.核酸の構造を理解し、説明できる。
4.各種のＤＮＡを修飾する酵素を理解し、説明できる。
5.DNＡの複製とPCR法について理解し、説明できる。
6.組換えDNA技術を理解し、説明できる。
7.DNA塩基配列決定法を理解し、説明できる。
8.各種の環境微生物検出法を理解し、説明できる。
9.16SrRNAによる微生物分類について理解し、説明できる。
10.遺伝情報解析法を理解し、説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 細胞の構造と複数の生体構成物質
を理解し、説明できる

細胞の構造と生体構成物質を理解
し、説明できる

細胞の構造と生体構成物質を上げ
て説明できない

評価項目2 原核細胞と真核細胞の適格な違い
を上げて説明できる

原核細胞と真核細胞の違いを上げ
て説明できる

原核細胞と真核細胞の違いを説明
できない

評価項目3 遺伝情報の流れを適格に理解し、
説明できる

遺伝情報の流れを理解し、説明で
きる 遺伝情報の流れを説明できない

評価項目4 核酸の構造を適格に理解し、説明
できる 核酸の構造を理解し、説明できる 核酸の構造を説明できない

評価項目5 各種のＤＮＡを修飾する酵素を適
格に理解し、説明できる

各種のＤＮＡを修飾する酵素を理
解し、説明できる

各種のＤＮＡを修飾する酵素を説
明できない

評価項目6 DNＡの複製とPCR法について適格
に理解し、説明できる

DNＡの複製とPCR法について理解
し、説明できる

DNＡの複製とPCR法について説明
できない

評価項目7 組換えDNA技術を適格に理解し、
説明できる

組換えDNA技術を理解し、説明で
きる 組換えDNA技術を説明できない

評価項目8 DNA塩基配列決定法を適格に理解
し、説明できる

DNA塩基配列決定法を理解し、説
明できる

DNA塩基配列決定法を説明できな
い

評価項目9 各種の環境微生物検出法を適格に
理解し、説明できる

各種の環境微生物検出法を理解し
、説明できる

各種の環境微生物検出法を理解し
、説明できる

評価項目10 16SrRNAによる微生物分類につい
て適格に理解し、説明できる

16SrRNAによる微生物分類につい
て理解し、説明できる

16SrRNAによる微生物分類につい
て説明できない

評価項目11 遺伝情報解析法を適格に理解し、
説明できる

遺伝情報解析法を理解し、説明で
きる 遺伝情報解析法を説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（E）
教育方法等

概要
難分解性化学物質の微生物分解やレアメタルなどの回収技術、さらには再生可能エネルギー生産型の水処理技術など、
将来期待される環境保全技術には、生物のたくみな遺伝子機能の応用が期待されている。本科目ではこれらの技術に関
する遺伝子工学の基礎を学ぶ。本科目は、就職と進学に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 遺伝子レベルの微生物の機能解析法の理解を目的に講義を行う。理解を深めるためのレポート提出等の指導を行う。

注意点 本科目で学んだ組換えDNA技術は、一連の操作を環境衛生実験で実習する予定です。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 細胞の構造と生体構成物質、真核細胞と原核の違い 細胞の構造と複数の生体構成物質を理解し、説明できる。
2週 遺伝情報の流れ 遺伝情報の流れを適格に理解し、説明できる。
3週 核酸(DNAとRNA)の構造 核酸の構造を適格に理解し、説明できる。

4週 ＤＮＡを修飾する酵素 各種のＤＮＡを修飾する酵素を適格に理解し、説明できる
。

5週 ＤＮＡを修飾する酵素 各種のＤＮＡを修飾する酵素を適格に理解し、説明できる
。

6週 ＤＮＡの複製とPCR法 DNＡの複製とPCR法について適格に理解し、説明できる。
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明　　　　　組換えDNA技術 組換えDNA技術を適格に理解し、説明できる。
9週 組換えDNA技術 組換えDNA技術を適格に理解し、説明できる。
10週 DNA塩基配列決定法 DNA塩基配列決定法を適格に理解し、説明できる。
11週 環境微生物検出法 各種の環境微生物検出法を適格に理解し、説明できる。

12週 16SrRNA遺伝子に基づく微生物分類法 16SrRNAによる微生物分類について適格に理解し、説明で
きる。

13週 遺伝情報解析法 web上の遺伝情報解析法を適格に理解し、説明できる。

14週 遺伝情報解析法 ソフトウェアによる遺伝情報解析法を適格に理解し、説明
できる。
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15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ レポート 合計

総合評価割合 80 0 0 0 0 20 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 20 20
専門的能力 80 0 0 0 0 0 80
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 環境都市工学演習Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0259 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 プリントを配付
担当教員 大田 一夫
到達目標
１．構造力学に関する基礎的な演習問題を解くことができる。
２．水理学に関する基礎的な演習問題を解くことができる。
３．土質力学に関する演習問題を解くことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 構造力学に関する基礎的な演習問
題を適切に解くことができる。

構造力学に関する基礎的な演習問
題を解くことができる。

構造力学に関する基礎的な演習問
題を解くことができない。

評価項目2 水理学に関する基礎的な演習問題
を適切に解くことができる。

水理学に関する基礎的な演習問題
を解くことができる。

水理学に関する基礎的な演習問題
を解くことができない。

評価項目3 土質力学に関する演習問題を適切
に解くことができる。

土質力学に関する演習問題を解く
ことができる。

土質力学に関する演習問題を解く
ことができない。

評価項目4
その他、建設分野全般に関する基
礎的な演習問題を適切に解くこと
ができる。

その他、建設分野全般に関する演
習問題を解くことができる。

その他、建設分野全般に関する演
習問題を解くことができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（H）
教育方法等

概要
　これまでに学習してきた専門科目のうち、力学系科目の基礎である構造力学、水理学、土質力学について、演習を行
うことで理解を深めることを目的とする。本科目で得られた知識は、公務員試験、入社試験および編入学試験などにも
活かせるため、就職・進学・資格取得に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法

　構造力学、水理学、土質力学に関して、「技術士第一次試験」、「２級土木技術者」などの資格試験で出題された問
題を中心に演習を行う。

注意点 　単位取得のためには、課題の提出を必須とする。
　関連する科目の教科書、ノート等を持参すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 構造力学 力と釣合い
2週 構造力学 断面諸量
3週 構造力学 静定ばり
4週 構造力学 静定ばり
5週 構造力学 静定ラーメン
6週 構造力学 静定トラス
7週 中間試験
8週 水理学 静水力学
9週 水理学 流れの基礎理論
10週 水理学 管路の流れ
11週 水理学 開水路の流れ
12週 土質力学 土の基本的性質
13週 土質力学 透水・圧密
14週 土質力学 土のせん断・土圧
15週 期末試験
16週 土質力学 基礎の支持力・斜面安定

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 土木CAD
科目基礎情報
科目番号 0260 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 河村 進一
到達目標
１．CADの基本機能を理解し，基本的な作図ができる
２．土木製図基準に沿った画層，文字などを使った図面が作成できる
３．自分が設計した土木構造物の設計図面をCADで作図できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 CADの基本機能を理解し，基本的
な図形の作図が正しくできる

CADの基本機能を理解し，基本的
な図形の作図がある程度できる

CADの基本的な図形の作図ができ
ない

評価項目2
土木製図基準に沿った画層，文字
などを使った明瞭な図面が作成で
きる

土木製図基準に沿った画層，文字
などを使った図面がある程度作成
できる

土木製図基準に沿った画層，文字
などを使った図面が作成できない

評価項目3 自分が設計した土木構造物の設計
図面をCADで正確に作図できる

自分が設計した土木構造物の設計
図面をCADである程度作図できる

自分が設計した土木構造物の設計
図面をCADで作図できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB), JABEE 環境都市（A）, JABEE 環境都市（H）
教育方法等
概要 土木製図をCADにより行うことができることを目的に，手書き図面とCAD図面の違いやCADの操作方法を理解し，土木

CAD製図基準に沿った図面を作成できるようにする。
授業の進め方と授業内
容・方法 PC演習室にて概要を説明した後に，毎回演習問題を実施する。

注意点 現在，土木の設計施工図面はすべてCADで提出することが義務付けられています。しっかりと演習に取り組んでCADを
マスターしましょう。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 CADソフトの機能 CADを構成するハード・ソフトについて理解する
2週 基本図形の作図 図形要素の作成・修正ができる
3週 座標入力 座標入力による図形作成・コピーなどができる
4週 画層の管理 土木CAD製図基準に沿った画像の設定ができる
5週 文字，寸法 文字の記入・寸法の記入ができる
6週 図形の修正 延長・トリム・ハッチングなどの処理ができる
7週 土木図面の模写 小構造物図の模写ができる
8週 中間試験 土木構造物のCAD製図の基本操作ができる
9週 土木構造物の作図 RC擁壁の作図ができる
10週 土木構造物の作図 RC擁壁の作図ができる
11週 土木構造物の作図 橋梁一般図の作図ができる
12週 土木構造物の作図 橋梁一般図の作図ができる
13週 土木構造物の作図 橋梁設計した図面の製図ができる
14週 土木構造物の作図 橋梁設計した図面の製図ができる
15週 土木構造物の図面提出
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 40 0 0 0 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 40 0 0 0 40 0 80
分野横断的能力 0 0 0 0 20 0 20
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 工業英語
科目基礎情報
科目番号 0261 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 配布プリント
担当教員 Anthony Nepia
到達目標
1.建設分野で使用される技術用語について理解できる。
2.建設分野の英語論文を読解できる。
3.建設分野の簡単な英単語や英文を書くことができる。
4.建設分野のプレゼンテーションを行うことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
建設分野で使用される英語技術用
語について適格に理解して、翻訳
できる

建設分野で使用される英語技術用
語について理解して、翻訳できる

建設分野で使用される英語技術用
語について翻訳できない

評価項目2 建設分野の英語論文を的確に読解
できる 建設分野の英語論文を読解できる 建設分野の英語論文を読解できな

い

評価項目3 建設分野の簡単な英単語や英文を
適切に書くことができる

建設分野の簡単な英単語や英文を
書くことができる

建設分野の簡単な英単語や英文を
書くことができない

評価項目4 英語論文の構成を適格に理解して
、説明できる

英語論文の構成を理解して、説明
できる 英語論文の構成を理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), JABEE 環境都市（B）
教育方法等

概要
国際化の進展と伴に技術者も語学能力が重要視されて来た。技術的国際感覚と英語の専門書に慣れ親しむ事を目的とす
る。ここでは建設分野関連の英文を読み、テクニカルターム、文章表現、文章構成を理解するための基礎能力を養う。
本授業は進学と就職、またその後のキャリア形成に関連する。また、進路や人間力向上に関連するトピックスを適宜紹
介する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし、学生は割り当てられたところを和訳し、プレゼンテーションする。

注意点
工業英語は技術者として社会に出た際に、海外の最新の技術を参考にしたり導入したり、あるいは自ら生み出した技術
を海外に発信する際に必要となる。本講義を通じて、専門分野の英語に親しみ、日常的に英語を使用できるようになる
ことが望ましい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス、建設分野に求められる英語スキル 建設分野に求められる英語スキルについて的確に理解して
、翻訳できる。

2週 講読および発表 建設分野の英語論文を適格に読解できる。

3週 講読および発表 建設分野の簡単な英単語や英文を適切に書くことができる
。

4週 講読および発表 英語論文の構成を適格に理解して、説明できる。
5週 講読および発表 同上
6週 講読および発表 同上
7週 中間試験
8週 講読演習 同上
9週 講読演習 同上
10週 講読演習 同上
11週 講読演習 同上
12週 講読演習 同上
13週 講読演習 同上
14週 講読演習 同上
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 10 0 0 10 0 100
基礎的能力 0 10 0 0 10 0 20
専門的能力 80 0 0 0 0 0 80
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 校外実習
科目基礎情報
科目番号 0262 科目区分 専門 / 選択
授業形態 実習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 黒川 岳司
到達目標
1．職業を選択するために企業等の情報を調べ、 理解する
2．職場の実情に触れ、受入機関で与えられた業務の内容を理解し、遂行する。
3．受入機関の内容や与えられた業務の内容を報告書にまとめ、発表する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
職業を選択するために企業等の情
報を調べ、 理解することが適切に
できる

職業を選択するために企業等の情
報を調べ、 理解することができる

職業を選択するために企業等の情
報を調べ、 理解することができな
い

評価項目2
職場の実情に触れ、受入機関で与
えられた業務の内容を理解し、遂
行することが適切にできる

職場の実情に触れ、受入機関で与
えられた業務の内容を理解し、遂
行することができる

職場の実情に触れ、受入機関で与
えられた業務の内容を理解し、遂
行することができない

評価項目3
受入機関の内容や与えられた業務
の内容を報告書にまとめ、発表す
る適切にできる

受入機関の内容や与えられた業務
の内容を報告書にまとめ、発表す
ることができる

受入機関の内容や与えられた業務
の内容を報告書にまとめ、発表す
ることができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（H）
教育方法等
概要 勉学の意義、社会の要請、最新の技術、自己の社会での責任などを学ぶ。本実習は進学と就職lこ関連し、コミュニケー

ションカを身につけることを目的とする。
授業の進め方と授業内
容・方法

夏期休業中にインターンシップを実施している企業、官庁、公団，教育機関等において、実習を行う。実習期間は、原
則として2週間とする。

注意点
・質問がある場合は受入先担当者に問い合わせ、学校への報告、連絡を速やかに行うこと。
・受入先では、一社会人としての自覚を持って行動すること。
・インターンシップの経験は、5年生の卒業研究、専攻科の特別研究そして就職活動の貴重な力となる。
・受け入れ機関の選定，及び単位認定にあたっては環境都市工学科教室会議で審議する。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 受入機関の選定
（4月～6月）

1．受入機関の選定
・受入機関は、環境都市工学科教室会議での審議後、決定
する。
・選択した受入機関に申し込みする。

2週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

2．実習の実施
・受入機関で実習を行う。
・日誌をつける。

3週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

4週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

5週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

6週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

7週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

8週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

9週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

10週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

11週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

12週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

13週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

14週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

15週 校外実習報告書の作成
（実習終了後）

3．校外実習報告書の作成
・校外実習の内容について、報告書を作成する。

16週 校外実習報告会 （10月） 4．校外実習報告会

後期
1週
2週
3週
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4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 0 100 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 100 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 実験実習
科目基礎情報
科目番号 0263 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 前期：土木学会編「水理実験解説書2015年度版」（土木学会）、後期：プリント配布
担当教員 黒川 岳司,三村 陽一,及川 栄作
到達目標
1．水理学で学ぶ基礎知識と基本原理を、水理実験を通じてさらに理解を深めて体得する。
2．微生物学や遺伝子工学で学んだ基礎知識を活かして、実験実習を通してさらに理解を深めて体得する。
3．鉄筋コンクリートはりの破壊形態，変形，各種の耐力について理解する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
水理学の基礎知識と基本原理をさ
らに理解を深めて適切に体得でき
る

水理学の基礎知識と基本原理をさ
らに理解し、体得できる

水理学の基礎知識と基本原理を理
解できず、体得できない

評価項目2
微生物学や遺伝子工学の基礎知識
をさらに深めて理解し、適切に体
得できる

微生物学や遺伝子工学の基礎知識
をさらに深めて理解し、体得でき
る

微生物学や遺伝子工学の基礎知識
を理解できず、体得できない

評価項目3
鉄筋コンクリートはりの破壊形態
，変形，各種の耐力について適切
に理解する

鉄筋コンクリートはりの破壊形態
，変形，各種の耐力について理解
する

鉄筋コンクリートはりの破壊形態
，変形，各種の耐力について理解
できていない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（H）
教育方法等

概要

前期は、水理学で学ぶ内容の妥当性を実験により確認することで、水理学の基礎知識と基本原理を体得する。。後期は
、環境衛生実験と構造実験を行う。環境衛生実験では微生物の植菌の仕方、滅菌法や培養法などの扱い方、微生物から
DNAの調整などの実験を行う。構造実験では鉄筋コンクリートはりの載荷実験を通じて、RC構造の破壊形態の違いを観
察するとともに、たわみや各種耐力の算定を行う。本実験実習は就職と進学の両方に関連する。また、班編成による実
験の実施や、データ整理・分析、レポート作成を通じて、コミュニケーション力、工夫する力、問題解決力、プレゼン
テーション力など人間力を身に付けることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法

水理実験 ： ６班に編成する。実験を行う班とデータの整理・分析を行う班に分かれ、実験①～⑦をローテーションで行
う。
環境衛生実験，構造実験：２グループに分かれてそれぞれ７週の実験を交互に実施する。

注意点

班によって実験の順序は異なる。実験に適した服装と履物を着用し、事故がないよう特に注意すること。レポート作成
時に疑問点があれば積極的に図書館を利用するなど、自ら調べる姿勢を培うこと。
水理実験 ： 流体の現象は目で見ても大変面白い。実験は比較的簡単であるので、その分よく現象を観察してほしい。
環境衛生実験 ： 水酸化ナトリウムやフェノール：クロロホルム溶液などの劇物を扱う際は十分注意すること。また、外
から他の微生物が入り込むことによるコンタミネーションが起こらないように注意を払いながら実験を行う。
構造実験 ： ２、３年次に学習した内容も含まれるので，忘れている内容を復習して理解すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 実験のガイダンス 水理実験の概要を理解し、座学の内容と関連付ける
2週 水理実験① マノメーターによる圧力差の測定ができる

3週 データ整理・分析、レポート仕上げ 実験内容をレポートにまとめて、静水力学について理解を
深める

4週 水理実験② 直角三角せきの検定を行い、流量測定ができる

5週 データ整理・分析、レポート仕上げ 実験内容をレポートにまとめて、ベルヌーイの定理につい
て理解を深める

6週 水理実験③ ベンチュリメーターの検定を行い、流量測定ができる

7週 データ整理・分析、レポート仕上げ 実験内容をレポートにまとめて、ベルヌーイの定理につい
て理解を深める

8週 水理実験④ 層流・乱流を観測し、レイノルズ数を算定できる

9週 データ整理・分析、レポート仕上げ 実験内容をレポートにまとめて、層流・乱流について理解
を深める

10週 水理実験⑤ 管水路の摩擦損失係数の算定ができる

11週 データ整理・分析、レポート仕上げ 実験内容をレポートにまとめて、管水路流れについて理解
を深める

12週 水理実験⑥ 常流・射流および跳水に関する実験ができる

13週 データ整理・分析、レポート仕上げ 実験内容をレポートにまとめて、常流・射流、跳水につい
て理解を深める

14週 水理実験⑦ 開水路の流速分布の測定ができる

15週 データ整理・分析、レポート仕上げ 実験内容をレポートにまとめて、開水路流れについて理解
を深める

16週

後期

1週 ガイダンス 環境衛生実験および構造実験の概要を理解し、座学の内容
と関連付ける

2週 遺伝子工学実験の準備
微生物の扱い方

寒天培地と液体培地の作製法
滅菌法、植菌法、培養法の理解を深める

3週 微生物培養液からDNAの調整 培養液からDNAの調整法の原理、手順、薬品、器具などの
理解を深める
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4週 微生物培養液からDNAの調整
制限酵素によるDNAの切断

手順に従い、適切に実験を進めることができる。制限酵素
の使い方を理解し、実験を適切に行うことができる

5週 アガロースゲル電気泳動によるDNAの分析
手順に従い、適切に実験を進めることができる。アガロー
スゲル電気泳動の原理を理解し、実験を適切に行うことが
できる

6週 組換えDNA実験、ライゲーション、トランスフォーメーシ
ョン 手順に従い、適切に実験を進めることができる。

7週 形質転換効率の算出 手順に従い、適切に実験を進めることができる

8週 遺伝情報解析演習、（パソコン使用） 遺伝情報解析に用いられるソフトウエアの使い方を理解し
、解析を適切に行うことができる

9週 鉄筋コンクリートはりの作製 骨材準備，鉄筋加工，型枠組み，配合計算を行うことがで
きる

10週 鉄筋コンクリートはりの作製 骨材準備，鉄筋加工，型枠組み，配合計算を行うことがで
きる

11週 鉄筋コンクリートはりの作製 コンクリート打設を行うことができる
12週 載荷実験準備 適切に作業を進めることができる
13週 載荷実験 適切に実験を進め、力学的な視点で観察することができる

14週 レポート作成 実験内容をレポートにまとめて、載荷試験について理解を
深める

15週 供試体撤去 適切に作業を進めることができる
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 0 100 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 100 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 設計製図
科目基礎情報
科目番号 0264 科目区分 専門 / 必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 三村 陽一,河村 進一
到達目標
１．RC擁壁の設計計算ができる
２．鋼プレートガーダー橋の設計計算ができる
３．設計計算に基づいて設計図面を作成できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 RC擁壁の設計計算が正確にできる RC擁壁の設計計算がある程度でき
る RC擁壁の設計計算ができない

評価項目2 鋼プレートガーダー橋の設計計算
が正確にできる

鋼プレートガーダー橋の設計計算
がある程度できる

鋼プレートガーダー橋の設計計算
ができない

評価項目3 設計計算に基づいて，迅速かつ丁
寧に設計図面を作成できる

設計計算に基づいて設計図面をあ
る程度作成できる

設計計算に基づいて設計図面を作
成できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（H）
教育方法等

概要
構造力学，コンクリート構造，鋼構造などの力学および設計に関する知識を応用して，土木構造物の設計計算方法を学
習するとともに，設計した成果を図面として表す方法を学習する。
本授業では就職後の実務に直接関連する設計課題を設定し，設計計算書や設計図の作成を通して，計画的に作業を進め
期限内に作業を終わらせる実務遂行能力を養う。

授業の進め方と授業内
容・方法 課題に関する基礎知識を講義した後，設計条件に対して各自で設計計算を行い，結果を製図にまとめる。

注意点

建設技術者にとって，与えられた条件のもとで構造物を安全でかつ経済的に設計し，それが施工できる図面を描くこと
は必要不可欠なことであり，本科目においてその能力を身に付けることは極めて重要である。
【評価方法と基準】
提出物が足りない場合や提出期限を守らない場合は不可とする。
設計計算書50%，製図図面50%で最終評価点を算出する。
評価点＝（設計計算書の評価）*0.5＋（製図図面の評価）*0.5

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 RC擁壁の課題説明 設計計算書を見てRC擁壁の設計計算手順を理解する
2週 擁壁の設計計算
3週 　　　〃
4週 　　　〃
5週 　　　〃
6週 　　　〃
7週 　　　〃
8週 設計計算のチェック
9週 擁壁の製図
10週 　　　〃
11週 　　　〃
12週 　　　〃
13週 　　　〃
14週 製図のチェック
15週 課題の提出
16週

後期

1週 鋼プレートガーダー橋の課題説明 設計計算例を見て鋼橋の設計計算手順を理解できる

2週 鋼橋の設計計算 鋼橋に作用する荷重を理解し，適切な位置に載荷して設計
計算をすることができる

3週 　　　〃 RC床版の設計計算ができる
4週 　　　〃 主桁に作用する荷重の計算ができる
5週 　　　〃 主桁の断面力を計算し主桁の断面決定ができる
6週 　　　〃 座屈防止のため補剛材の設計ができる
7週 　　　〃 高力ボルト接合による現場接手の設計計算ができる
8週 設計計算のチェック 自ら行った設計計算結果と類似の設計計算ができる
9週 鋼橋の製図 土木製図の規約に沿って鋼橋一般図の設定ができる
10週 　　　〃 鋼橋一般図を描くことができる
11週 　　　〃 床版，主桁，横桁，対傾構，横構などの製図ができる

12週 　　　〃 床版，主桁，横桁，対傾構，横構などの構造図を描くこと
ができる

13週 　　　〃 設計計算結果と図面の対応を確認できる
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14週 製図のチェック 設計計算と製図図面の対応について確認できる
15週 期末試験 自ら行った設計計算結果と類似の設計計算ができる
16週 試験返却・課題の提出確認

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 20 0 0 0 80 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 20 0 0 0 60 0 80
分野横断的能力 0 0 0 0 20 0 20
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用数学
科目基礎情報
科目番号 0265 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 新井一道　新　確率統計（大日本図書）
担当教員 森 貞雄
到達目標
1. 確率に関する基礎知識を習得し，確率計算ができる．

2. 統計の基礎知識を習得し，実験データの整理に応用できる．
　（データの平均，分散を求めることができる．データから回帰直線を求めることができる．）
3.　標本から母数の推定や検定ができる．

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 確率に関する基礎知識を習得し
，確率計算が適切にできる

確率に関する基礎知識を習得し
，確率計算が適切に
できる

確率に関する基礎知識を習得し
，確率計算ができない

評価項目2 統計の基礎知識を習得し，実験デ
ータの整理に適切に応用できる

統計の基礎知識を習得し，実験デ
ータの整理に応用できる

統計の基礎知識を習得し，実験デ
ータの整理に応用できない

評価項目3
推定・検定の基礎知識を習得し
，実験データの解析が適切にでき
る

推定・検定の基礎知識を習得し
，実験データの解析ができる

推定・検定の基礎知識を習得し
，実験データの解析ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB), JABEE 環境都市（A）
教育方法等

概要

コンピュータの発達により，データ処理，及び，その基礎となる確率統計はますます身近な学問になってきている．将
来専門の分野で役立てることができるように基礎的な事項を学ぶと共に，自分が理解していることを他の人に説明でき
る能力を身につける．　また，将来，学習を続けるに必要な事柄（解からないことに出会ったらまず自力で考え道を切
り開く努力をする，わからない状態に慣れる，そのうえで相談できる人を見つけ相談する，相談する人がいないときは
もう一度自分で考える等）を身につけることを目的とする．

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本として演習やeラーニングも実施する．

注意点
内容を頭で理解するだけでなく，計算を間違わない注意深さを養ってほしい．授業で課す演習・レポートは単位取得の
必須要件（＝未提出は単位を認めない）である．やむを得ず欠席した授業で課せられた演習レポート等は各自が確認し
対応すること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 確率 確率の定義
2週 確率 確率の定義
3週 確率 条件付確率
4週 確率 条件付確率
5週 確率 事象の独立と反復試行
6週 確率 事象の独立と反復試行
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 データ解析 度数分布
10週 データ解析 代表値と散布度
11週 データ解析 相関
12週 データ解析 相関グラフと回帰直線
13週 確率分布 離散的確率分布の例
14週 確率分布 平均と分散
15週 答案返却・解説
16週

後期

1週 確率分布 連続的確率分布の例
2週 確率分布 平均と分散
3週 確率分布 正規分布
4週 確率分布 正規分布の標準化
5週 確率分布 正規分布と他の分布との関係
6週 確率分布 確率変数の関数
7週 中間試験
8週 答案返却・解説
9週 統計量と確率分布 母集団と標本
10週 統計量と確率分布 母数と統計量
11週 統計量と確率分布 大数の法則，中心極限定理
12週 統計量と確率分布 点推定
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13週 統計量と確率分布 区間推定
14週 統計量と検定 仮説検定
15週 期末試験解説
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 コンクリート構造Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0266 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 コンクリート構造，角田忍，竹村和夫，コロナ社
担当教員 堀口 至
到達目標
1. コンクリート構造の使用材料や設計方法を説明できること
2. 鉄筋コンクリートはりの曲げ耐力を限界状態設計法で算定できること
3. 鉄筋コンクリートはりのせん断耐力を限界状態設計法で算定できること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 コンクリート構造の使用材料や設
計方法を適切に説明できる

コンクリート構造の使用材料や設
計方法を説明できる

コンクリート構造の使用材料や設
計方法を説明できない

評価項目2
鉄筋コンクリートはりの曲げ耐力
を限界状態設計法で適切に算定で
きる

鉄筋コンクリートはりの曲げ耐力
を限界状態設計法で算定できる

鉄筋コンクリートはりの曲げ耐力
を限界状態設計法で算定できない

評価項目3
鉄筋コンクリートはりのせん断耐
力を限界状態設計法で適切に算定
できる

鉄筋コンクリートはりのせん断耐
力を限界状態設計法で算定できる

鉄筋コンクリートはりのせん断耐
力を限界状態設計法で算定できな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（F）
教育方法等

概要
鉄筋コンクリート構造は，鋼構造とともに実構造物に多く使用されている。鉄筋コンクリートはりの安全を照査するこ
とを目的として，限界状態設計法によるコンクリート構造の設計方法について学習する。本授業は就職および進学の両
方に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし，適宜演習を課す

注意点
計算式が複雑で苦手意識を持つ場合が多いが，もととなる基本原理はシンプルである．各算定方法の習得のみならず
，その基本原理についてもしっかりと理解してほしい．授業には必ず電卓を持参すること．質問等については，放課後
やオフィスアワーなどを積極的に活用すること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 コンクリート構造の設計方法
1．コンクリート構造の設計方法
・鉄筋コンクリートの特徴
・設計方法

2週 コンクリート構造の設計方法

3週 材料の性質
2．材料の性質
・コンクリート構造物を構成する材料（コンクリート，鋼
材）の性賃

4週 長方形断面の曲げ耐力 3．曲げ耐力の算定（終局限界状態）
5週 長方形断面の曲げ耐力
6週 T形断面の曲げ耐力
7週 中間試験

8週 軸方向力と柱部材
4．軸方向力と柱部材
・柱の種類
・柱の構造細目

9週 軸方向力と柱部材
10週 曲げと軸方向力を受ける部材 5，曲げと軸方向力を受ける部材（終局限界状態）
11週 曲げと軸方向力を受ける部材
12週 せん断 6．せん断耐力の算定(終局限界状態）
13週 せん断
14週 せん断
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 コンクリート構造Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0267 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 角田，竹村：「コンクリート構造」（コロナ社），配布プリント
担当教員 堀口 至
到達目標
1．鉄筋コンクリートはりの使用限界状態における応力算定ができること
2．鉄筋コンクリートはりのひび割れ幅、たわみ算定ができること
3．プレストレストコンクリートの特徴や設計方法を理解していること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
鉄筋コンクリートはりの使用限界
状態における応力算定が適切に行
える

鉄筋コンクリートはりの使用限界
状態における応力算定が行える

鉄筋コンクリートはりの使用限界
状態における応力算定が行えない

評価項目2 鉄筋コンクリートはりのひび割れ
幅、たわみ算定が適切に行える

鉄筋コンクリートはりのひび割れ
幅、たわみ算定が行える

鉄筋コンクリートはりのひび割れ
幅、たわみ算定が行えない

評価項目3
プレストレストコンクリートの特
徴や設計方法を適切に理解してい
る

プレストレストコンクリートの特
徴や設計方法を理解している

プレストレストコンクリートの特
徴や設計方法を理解していない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（F）
教育方法等

概要

耐用期間における耐久性（ひび割れ）や使用上の快適性（たわみ）を照査することを目的として，使用限界状態におけ
る鉄筋
コンクリート構造の設計方法について学習する。また，あらかじめコンクリートに圧縮力をためたプレストレストコン
クリートについても学習する．鉄筋コンクリート構造は社会基盤整備に不可欠であり，専門技術者としての学力向上の
ため本授業は必要である。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし，適宜演習を課す。

注意点
計算式が複雑で苦手意識を持つ場合が多いが，もととなる基本原理はシンプルである．各算定方法の習得のみならず
，その基本原理についてもしっかりと理解してほしい．授業には必ず電卓を持参すること．質問等については，放課後
やオフィスアワーなどを積極的に活用すること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 使用限界状態の応力算定 1. 使用限界状態の応力算定
2週 使用限界状態の応力算定

3週 ひび割れに対する検討 2. ひび割れに対する検討
・ひび割れ幅の算定

4週 ひび割れに対する検討

5週 たわみに対する検討 3. たわみに対する検討
・たわみの算定

6週 たわみに対する検討
7週 中間試験

8週 プレストレストコンクリートの特徴 4. プレストレスコンクリートの特徴
・原理、使用材料

9週 プレストレストコンクリートの特徴
10週 プレストレストコンクリートの特徴
11週 使用限界状態の安全の照査 5. 使用限界状態の安全の照査
12週 使用限界状態の安全の照査
13週 使用限界状態の安全の照査
14週 使用限界状態の安全の照査
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 構造力学A
科目基礎情報
科目番号 0268 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 嵯峨，武田，原，勇：「構造力学 Ⅰ」，「構造力学Ⅱ」（コロナ社）
担当教員 三村 陽一
到達目標
１．たわみに関する微分方程式や弾性荷重法を用いて静定ばり，静定ラーメンのたわみ，たわみ角を計算できる。
２．長柱，短柱の考え方を理解し，作用する応力度や座屈荷重の計算ができる。
３．仮想仕事の原理を使って静定ばり，静定ラーメン，静定トラスのたわみ計算ができる。
４．変形の適合条件を考慮して不静定構造の支点反力を計算できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
たわみに関する微分方程式や弾性
荷重法を用いて静定はりのたわみ
，たわみ角を計算を正確にできる
。

たわみに関する微分方程式や弾性
荷重法を用いて基礎的な問題のた
わみ，たわみ角を計算できる。

たわみに関する微分方程式や弾性
荷重法を用いてはりのたわみ，た
わみ角を計算することができない
。

評価項目2
長柱，短柱の考え方を理解し，作
用する応力度や座屈荷重の計算が
正確にでき，設計計算に応用でき
る。

長柱，短柱の考え方を理解し，基
礎的な問題において作用する応力
度や座屈荷重の計算ができる。

長柱，短柱の考え方を理解してい
ない，作用する応力度や座屈荷重
の計算ができない。

評価項目3
仮想仕事の原理を使って静定ばり
，静定ラーメン，静定トラスのた
わみ計算について，応用的な問題
に対応できる。

仮想仕事の原理を使って静定ばり
，静定ラーメン，静定トラスのた
わみ計算のうち，基礎的な問題を
解くことができる。

仮想仕事の原理を使って静定ばり
，静定ラーメン，静定トラスのた
わみ計算ができない。

評価項目4
変形の適合条件を考慮した不静定
構造の支点反力計算について，や
や複雑な問題に対応できる。

変形の適合条件を考慮して不静定
構造の支点反力の計算について
，簡単な問題では対応できる。

変形の適合条件を考慮して不静定
構造の支点反力を計算することが
できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（F）
教育方法等
概要 構造物の部材として多く使われている「はり」の変形計算に関する理論的を学び，はりの変形理論を使った構造物の変

形計算，不静定構造の反力計算ができるようにする。

授業の進め方と授業内
容・方法

各回の授業時間の前半では考え方・解き方等のポイントについて解説を行い，授業の後半は演習問題を解かせ，実際の
問題に対応できる計算能力を養う。
【自学自習の実施内容と確認方法】（学修単位の場合は，１単位当たり１５時間の授業と３０時間の自学自習が必要で
す。）
予習：　授業で進む範囲の教科書を読んで，予備知識をつけて授業に臨んでください。必要に応じて関連する項目の復
習もしてください。
復習：　授業中に配布した演習問題プリントや教科書の章末演習問題を解いて理解度をチェックしてください。

注意点
この科目は学修単位で，大学の授業と同じように週2時間の授業に4時間の自学自習を加えた週6時間を標準の学習時間と
している。大学の講義と同じ速度で授業を進めるので，予習で教科書に目を通し，必ず復習をすること。
配布したプリントはファイリングするなどして次回以降の講義に必ず持参すること。
非常勤講師不在時の質問等は，河村，堀口が対応します。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 はりの弾性変形
Ⅰp.173-177 弾性変形の基本式を理解している

2週 微分方程式によるたわみの計算
Ⅰp.177-185 微分方程式の積分によるたわみの算定ができる

3週 弾性荷重法
Ⅰp.185-189 弾性荷重法によるたわみの解法を理解している

4週 弾性荷重法によるたわみの計算
Ⅰp.189-193

弾性荷重法により静定ばりのたわみ，たわみ角の計算がで
きる

5週 エネルギー法
Ⅱp.76-86

仮想仕事の原理，カスティリアノの定理による解法を理解
している

6週 エネルギー法による弾性変形の解法
Ⅱp.86-98，105-108

各種静定ばり，静定ラーメンのたわみ，たわみ角の計算が
できる

7週 中間試験

8週 答案返却・解答解説
柱の応力　Ⅰp.194-201 偏心載荷を含む軸力を受ける部材の応力が計算できる

9週 長柱の座屈
Ⅰp.201-210

細長比や支持条件によるEulerの座屈荷重の変化を理解し
，柱の設計計算に適用できる

10週 〃
11週 静定トラス部材力計算の復習 静定トラスの部材力を節点法，断面法を使って計算できる

12週 静定トラスのたわみ
Ⅱp.98-101

仮想仕事の原理を適用して静定トラスのたわみをて計算で
きる

13週 不静定構造
Ⅱp.1-5 不静定構造物と変形の適合条件について理解している

14週 余力法
Ⅱp.6-13 余力法により簡単な不静定構造物の支点反力計算ができる

15週 期末試験
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16週 答案返却・解答説明
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 構造力学B
科目基礎情報
科目番号 0269 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 嵯峨，武田，原，勇：「構造力学 II」（コロナ社）
担当教員 河村 進一
到達目標
１．不静定構造の解法として応力法，変位法の解法を理解している
２．応力法として３連モーメントの定理を適用して不静定構造を解くことができる
３．変位法としてたわみ角法を適用して不静定構造を解くことができる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
不静定構造の解法として応力法
，変位法の解法を理解し，適切な
解法を選択できる

不静定構造の解法として応力法
，変位法の解法を理解している

不静定構造の解法として応力法
，変位法の解法を理解できない

評価項目2
３連モーメントの定理を適用して
複雑な不静定構造を解くことがで
きる

連モーメントの定理を適用して簡
単な不静定構造を解くことができ
る

連モーメントの定理を適用して複
雑な不静定構造を解くことができ
ない

評価項目3 たわみ角法を適用してやや複雑な
不静定構造を解くことができる

たわみ角法を適用して簡単な不静
定構造を解くことができる

たわみ角法を適用して不静定構造
を解くことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（F）
教育方法等

概要
実際の構造物の多くは不静定構造物であり，構造物の設計には静定構造力学の知識だけでなく，不静定構造物の構造解
析方法を知っておく必要がある。本講義では応力法や変位法といった，不静定構造の解析をシステマティックに行う手
法について扱い，構造物設計に適用できる能力を養う。

授業の進め方と授業内
容・方法

自作プリントに沿って各回の授業時間の前半では考え方・解き方等のポイントについて解説を行い，授業の後半は演習
問題を解かせ，実際の問題に対応できる計算能力を養うようにします。
【自学自習の実施内容と確認方法】（学修単位の場合は，１単位当たり１５時間の授業と３０時間の自学自習が必要で
す。）
予習：　授業計画に示した範囲の教科書を読んで，予備知識をつけて授業に臨んでください。必要に応じて関連する項
目の復習もしてください。
復習：　授業中に配布したプリントや教科書の章末演習問題を解いて理解度をチェックしてください。

注意点
この科目は学修単位で，大学の授業と同じように週2時間の授業に4時間の自学自習を加えた週6時間を標準の学習時間と
しています。予習で教科書に目を通していることを前提に授業を進めます。大学の講義と同じ速度で授業を進めますの
で，必ず予習・復習をするようにしてください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 応力法による不静定構造物の解法 応力法による不静定構造物の解法を理解している

2週 ３連モーメントの定理
p.13-17，　演習問題1

モーメントと変形の関係から３連モーメントの定理が説明
できる

3週 ３連モーメントの定理
p.18-24

３連モーメントの定理を連続ばりに適用して支点曲げモー
メントが計算できる

4週 〃
　演習問題2

３連モーメントの定理を連続ばりに適用して支点反力の計
算と断面力図を描くことができる

5週 3連モーメント法の演習問題
p.60 ３連モーメントの定理を利用した構造解析ができる。

6週 〃
　演習問題3

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 変位法による不静定構造物の解法 変位法による不静定構造物の解法を理解している

10週 たわみ角法
p.30-36，　演習問題4 たわみ角法の考え方を理解する

11週 たわみ角法
p.37-41 たわみ角法の解法を理解している

12週 たわみ角法
p.42-47，　演習問題5

たわみ角法を適用して簡単な不静定構造物を解くことがで
きる

13週 たわみ角法
p.48-59

たわみ角法により部材回転角が生じるラーメン構造などの
解析ができる

14週 たわみ角法の演習問題
p.61，　演習問題6

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
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分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 水理学A
科目基礎情報
科目番号 0270 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 日下部重幸・檀和秀・湯城豊勝共著「水理学」（コロナ社）
担当教員 黒川 岳司
到達目標
1. 円管内の層流または乱流の摩擦抵抗について説明する。
2. 管水路の摩擦損失および形状損失について説明する。
3. 各種の管路の流れの計算を行う。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 円管内の層流または乱流の摩擦抵
抗について適切に説明できる

円管内の層流または乱流の摩擦抵
抗について説明できる

円管内の層流または乱流の摩擦抵
抗について説明できない

評価項目2 管水路の摩擦損失および形状損失
について適切に説明できる

管水路の摩擦損失および形状損失
について説明できる

管水路の摩擦損失および形状損失
について説明できない

評価項目3 各種の管路の流れの計算を適切に
行うことができる

各種の管路の流れの計算を行うこ
とができる

各種の管路の流れの計算を行うこ
とができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（F）
教育方法等

概要
水理学Aでは、はじめに３年次から学んでいる水理学の基礎の続きとして「運動量の定理」および「流れと抵抗」につい
て学習する。さらに、ここまでで学んできた内容を基礎として、“水理学の実用化”として重要な「管水路」について、演
習を交えながら学習する。本授業は就職および進学の両方に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義を基本とする。この科目は学修単位科目のため、事前・事後学習としてレポートおよび演習ノート（授業毎に出す
チェック問題等を解いていく）の提出を課す。なお、６０時間の自学自習が必要である。

注意点
水理学を学ぶ上で最も大切なことは、水理現象を物理的に解釈することにある。流れの現象のおもしろさ・醍醐味を感
じ取り、水理学を「楽しむ」ようにしてほしい。 質問がある場合には、放課後やオフィスアワーを利用して積極的に質
問にくること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 運動量の定理の応用 運動量の定理を応用した計算ができる
2週 流れと抵抗 境界層理論について説明できる
3週 流れと抵抗 形状抵抗と表面抵抗、揚力について説明できる
4週 流れと抵抗 管内流（層流）の摩擦抵抗、流速分布について説明できる
5週 流れと抵抗 管内流（乱流）の摩擦抵抗について説明できる
6週 流れと抵抗 管内流（乱流）の流速分布について説明できる
7週 中間試験

8週 答案返却・解答説明、管水路の流れ 誤った問題を正しく理解する、摩擦損失について整理し説
明できる

9週 管水路の流れ 摩擦以外の形状損失について説明できる
10週 管水路の流れ 管水路の平均流速公式について説明できる
11週 管水路の流れ 単線管水路に関する計算ができる
12週 管水路の流れ サイホンに関する計算ができる
13週 管水路の流れ ポンプと水車に関する計算ができる
14週 管水路の流れ 分流・合流管路に関する計算ができる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明 誤った問題を正しく理解する

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 水理学B
科目基礎情報
科目番号 0271 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 日下部重幸・檀和秀・湯城豊勝共著「水理学」（コロナ社）
担当教員 黒川 岳司
到達目標
1. 開水路流れの等流について説明し、これに関する計算を行う。
2. 開水路流れの不等流について説明し、これに関する計算を行う。
3. 流体力学の運動方程式を説明する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
開水路流れの等流について適切に
説明し、これに関する計算を行う
ことができる

開水路流れの等流について説明し
、これに関する計算を行うことが
できる

開水路流れの等流について説明し
、これに関する計算を行うことが
できない

評価項目2
開水路流れの不等流について適切
に説明し、これに関する計算を行
うことができる

開水路流れの不等流について説明
し、これに関する計算を行うこと
ができる

開水路流れの不等流について説明
できず、これに関する計算を行う
ことができない

評価項目3  流体力学の運動方程式を適切に説
明できる

 流体力学の運動方程式を説明でき
る

 流体力学の運動方程式を説明でき
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（F）
教育方法等

概要
４年次の後期では、前期の水理学Aに引き続き、“水理学の実用化”として重要な「管水路の水理」を学んだ後、「開水路
の水理」について演習を交えながら学習することで、管水路・開水路流れについて工学上必要な基礎知識を習得する。
また、各種の水理現象の物理的意味を明確にできるようになるように完全流体と粘性流体の運動の基礎方程式について
学ぶ。本授業は就職および進学の両方に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義を基本とする。この科目は学修単位科目のため、事前・事後学習としてレポートおよび演習ノート（夏休み課題と
授業毎に出すチェック問題等を解いていく）の提出を課す。なお、６０時間の自学自習が必要である。

注意点
水理学を学ぶ上で最も大切なことは、水理現象を物理的に解釈することにある。流れの現象のおもしろさ・醍醐味を感
じ取り、水理学を「楽しむ」ようにしてほしい。 質問がある場合には、放課後やオフィスアワーを利用して積極的に質
問にくること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 管水路の流れ 管網計算ができる
2週 開水路の流れ 開水路流れの基礎方程式を説明できる

3週 開水路の流れ 比エネルギー、フルード数、常流と射流、限界水深につい
て説明できる

4週 開水路の流れ ベスの定理、ベランジェの定理について説明できる
5週 開水路の流れ 流積が変化する水路の流れおよび跳水について説明できる
6週 開水路の流れ 平均流速公式について説明できる
7週 中間試験

8週 答案返却・解答説明、開水路の流れ 誤った問題を正しく理解する、等流水深について説明でき
る

9週 開水路の流れ 水理特性曲線と水理学的に有利な断面について説明できる
10週 開水路の流れ 開水路不等流の基礎方程式について説明できる
11週 開水路の流れ 開水路不等流の水面形の概略を描くことができる
12週 流体力学の基礎方程式 連続の方程式について説明できる

13週 流体力学の基礎方程式 完全流体の運動方程式について説明できる、粘性流体の運
動方程式について説明できる

14週 流体力学の基礎方程式 波の基本的性質を説明できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明 誤った問題を正しく理解する

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 河川工学
科目基礎情報
科目番号 0272 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 川合茂、和田清、神田佳一、鈴木正人「河川工学」（コロナ社）
担当教員 黒川 岳司
到達目標
1. 河川工学の社会的・技術的意味について説明する。
2. 河川の地形学と河床変動について説明する。
3. 河川の水文学と流出計算について説明する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 河川工学の社会的・技術的意味に
ついて適切に説明できる

河川工学の社会的・技術的意味に
ついて説明できる

河川工学の社会的・技術的意味に
ついて説明できない

評価項目2 河川の地形学と河床変動について
適切に説明できる

河川の地形学と河床変動について
説明できる

河川の地形学と河床変動について
説明できない

評価項目3 河川の水文学と流出計算について
適切に説明できる

河川の水文学と流出計算について
説明できる

河川の水文学と流出計算について
説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（E）
教育方法等

概要
河川工学は人と河川とのかかわりの中で、河川の利用や洪水災害の防止・軽減など技術的な側面を扱う学問である。当
授業は河川工学の前半にあたり（後半は第5学年の前期に行う）、河川工学の社会的・技術的意味、河川の地形学、水文
学、流砂と河床変動について学ぶ。本授業は就職および進学の両方に関連し、進路や人間力向上に関連するトピックス
を適宜、紹介する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし、適宜課題レポートを課す。

注意点
河川工学を学ぶ目的は、技術者的観点から河川をみる眼を養うことなので、河川工学に関する知識の習得はもちろんで
あるが、ぜひ川に興味を持ち、できれば、川を観察したり、河川に関するニュースにも関心をもってほしい。 質問があ
る場合には、放課後やオフィスアワーを利用して積極的に質問にくること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 川と河川工学 文明社会と河川の利用について説明できる
2週 川と河川工学 河川の管理と整備について説明できる
3週 河川の地形学 河川の分類と流域およびその特性について説明できる
4週 河川の地形学 流水の作用と河道形状について説明できる
5週 河川の地形学 河川の作用と流域内地形について説明できる
6週 河川の水文学 水の循環と日本の降雨特性について説明できる
7週 中間試験

8週 答案返却・解答説明、河川の水文学 誤った問題を正しく理解する、流出過程について説明でき
る

9週 河川の水文学 流出成分の分離と有効雨量について説明できる
10週 河川の水文学 流域平均雨量を求めることができる
11週 河川の水文学 流出解析法について説明できる
12週 河川の水文学 簡単な流出解析ができる
13週 流砂と河床変動 河床形態、限界掃流力について説明できる
14週 流砂と河床変動 掃流砂量公式、河床変動について説明できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明 誤った問題を正しく理解する

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 土質力学A
科目基礎情報
科目番号 0273 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 赤木知之ほか共著「土質工学」（コロナ社）
担当教員 小堀 慈久
到達目標
１．粘土地盤の圧密現象、圧密試験法を理解し、圧密沈下計算をすることができる。
２．二次圧密と地盤改良を理解し、説明することができる。
３．土の破壊基準を理解して，せん断強さを求めることができる。
４．土の強度定数を求める試験方法を理解して，説明することができる。
５．粘性土と砂質土のせん断特性を理解し、説明することができる。
６．土の動的特性をを理解し、説明することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
粘土地盤の圧密現象、圧密試験法
を理解し、圧密沈下計算を適切に
行うことができる。

粘土地盤の圧密現象、圧密試験法
を理解し、圧密沈下計算をするこ
とができる。

粘土地盤の圧密現象、圧密試験法
を理解し、圧密沈下計算をするこ
とができない。

評価項目2 二次圧密と地盤改良を理解し、適
切に説明することができる。

二次圧密と地盤改良を理解し、説
明することができる。

二次圧密と地盤改良を理解し、説
明することができない。

評価項目3
土の破壊基準を理解して，せん断
強さを適切に求めることができる
。

土の破壊基準を理解して，せん断
強さを求めることができる。

土の破壊基準を理解して，せん断
強さを求めることができない。

評価項目4
土の強度定数を求める試験方法を
理解して，適切に説明することが
できる。

土の強度定数を求める試験方法を
理解して，説明することができる
。

土の強度定数を求める試験方法を
理解して，説明することができな
い。

評価項目5
粘性土と砂質土のせん断特性を理
解し、適切に説明することができ
る。

粘性土と砂質土のせん断特性を理
解し、説明することができる。

粘性土と砂質土のせん断特性を理
解し、説明することができない。

評価項目6 土の動的特性をを理解し、適切に
説明することができる。

土の動的特性をを理解し、説明す
ることができる。

土の動的特性をを理解し、説明す
ることができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（F）
教育方法等

概要
　社会基盤施設はすべて地盤上や地盤中に建設されるため，社会基盤施設を安全かつ経済的に建設し，維持管理するた
めには地盤を構成する土の様々な性質や取扱いを理解しなければならない。この授業では、土の圧密現象と地盤沈下、
土の強さとその評価方法について学習する。
　本授業は進学と就職に関連する。また、進路や人間力向上に関連するトピックスを適宜、紹介する。

授業の進め方と授業内
容・方法

土の圧密とせん断について、講義を行い、その後、演習を行って理解を深める。ただし、学修単位の場合は、１単位当
たり１５時間の授業と３０時間の自学自習が必要である。

注意点
単位取得のためにはすべての課題の提出が必須である。
社会基盤施設を建設する技術者にとって，社会基盤施設を支える地盤の挙動を理解し，予測することは重要なことであ
る。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 土の圧密 圧縮と圧密
2週 土の圧密 圧密現象のモデル化と圧密理論
3週 土の圧密 圧密現象のモデル化と圧密理論
4週 土の圧密 圧密沈下計算
5週 土の圧密 圧密沈下計算
6週 土の圧密 圧密試験
7週 土の圧密 二次圧密と地盤改良
8週 中間試験
9週 土のせん断 主応力とモールの応力円
10週 土のせん断 土の破壊と強さ
11週 土のせん断 土の破壊基準
12週 土のせん断 土のせん断試験
13週 土のせん断 砂質土のせん断特性
14週 土のせん断 粘性土のせん断特性
15週 期末試験
16週 土のせん断 地盤の動的性質

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 土質力学B
科目基礎情報
科目番号 0274 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 赤木知之ほか共著「土質工学」（コロナ社）。
担当教員 小堀 慈久
到達目標
１．構造物に作用する土圧のメカニズムを理解し、静止土圧、主働土圧、受働土圧の違いを説明できる。
２．ランキン土圧理、クーロン土圧、地震時土圧を理解し、主働土圧と受働土圧を計算することができる。
３．地盤の支持力の発言メカニズムを理解し、浅い基礎と深い基礎の支持力を計算することができる。
４．斜面崩壊のメカニズムを理解し、半無限斜面と円弧すべり法による安定解析ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
構造物に作用する土圧のメカニズ
ムを理解し、静止土圧、主働土圧
、受働土圧の違いを適切に説明で
きる。

構造物に作用する土圧のメカニズ
ムを理解し、静止土圧、主働土圧
、受働土圧の違いを説明できる。

構造物に作用する土圧のメカニズ
ムを理解し、静止土圧、主働土圧
、受働土圧の違いを説明できない
。

評価項目2
ランキン土圧理、クーロン土圧、
地震時土圧を理解し、主働土圧と
受働土圧を適切に計算することが
できる。

ランキン土圧理、クーロン土圧、
地震時土圧を理解し、主働土圧と
受働土圧を計算することができる
。

ランキン土圧理、クーロン土圧、
地震時土圧を理解し、主働土圧と
受働土圧を計算することができな
い。

評価項目3
地盤の支持力の発言メカニズムを
理解し、浅い基礎と深い基礎の支
持力を適切に計算することができ
る。

地盤の支持力の発言メカニズムを
理解し、浅い基礎と深い基礎の支
持力を計算することができる。

地盤の支持力の発言メカニズムを
理解し、浅い基礎と深い基礎の支
持力を計算することができない。

評価項目4
斜面崩壊のメカニズムを理解し、
半無限斜面と円弧すべり法による
安定解析を適切に行うことができ
る。

斜面崩壊のメカニズムを理解し、
半無限斜面と円弧すべり法による
安定解析ができる。

斜面崩壊のメカニズムを理解し、
半無限斜面と円弧すべり法による
安定解析ができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（F）
教育方法等

概要
　社会基盤施設はすべて地盤上や地盤中に建設されるため，社会基盤施設を安全かつ経済的に建設し，維持管理するた
めには地盤を構成する土の様々な性質や取扱いを理解しなければならない。この授業では，構造物に作用する土圧、基
礎地盤の支持力、斜面安定について学習する。
　本授業は進学と就職に関連する。また、進路や人間力向上に関連するトピックスを適宜、紹介する。

授業の進め方と授業内
容・方法

擁壁に作用する土圧、基礎の支持力、斜面の安定について講義し、その後演習によって理解を深める。ただし、学修単
位の場合は、１単位当たり１５時間の授業と３０時間の自学自習が必要である。

注意点
単位を取得するためには、全ての課題の提出が必須である。
社会基盤施設を建設する技術者にとって，社会基盤施設を支える地盤の挙動を理解し，予測することは重要なことであ
る。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 土圧 構造物に作用する土圧
2週 土圧 ランキン土圧
3週 土圧 ランキン土圧
4週 土圧 クーロン土圧
5週 土圧 地震時土圧
6週 基礎の支持力 浅い基礎の支持力
7週 基礎の支持力 浅い基礎の支持力
8週 中間試験
9週 基礎の支持力 深い基礎の支持力
10週 基礎の支持力 深い基礎の支持力
11週 斜面の安定 斜面の崩壊形態と安定解析法
12週 斜面の安定 半無限斜面の安定
13週 斜面の安定 半無限斜面の安定
14週 斜面の安定 円弧すべり解析
15週 期末試験
16週 斜面の安定 円弧すべり解析

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 鋼構造A
科目基礎情報
科目番号 0275 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 原，山口，北原，和多田：「鋼構造学」（コロナ社）
担当教員 河村 進一
到達目標
１．鋼構造物の種類や特徴を理解している。
２．橋梁の計画，設計，施工，維持管理の概略を理解している。
３．鋼橋を構成する部材の力学的特性を理解している。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 鋼構造物の種類や特徴を理解し
，わかりやすく説明できる。

鋼構造物の種類や特徴をある程度
理解している。

鋼構造物の種類や特徴をほとんど
理解していない。

評価項目2
橋梁の計画，設計，施工，維持管
理の概略を理解し，わかりやすく
説明できる。

橋梁の計画，設計，施工，維持管
理の概略をある程度理解している
。

橋梁の計画，設計，施工，維持管
理の概略をほとんど理解していな
い。

評価項目3
鋼橋を構成する部材の力学的特性
を理解し，部材の安全性照査を適
切に行うことができる。

鋼橋を構成する部材の力学的特性
をある程度理解している。

鋼橋を構成する部材の力学的特性
をほとんど理解していない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（F）
教育方法等

概要
土木分野の代表的な鋼構造物である鋼橋を対象として，鋼材の性質を踏まえ，長期にわたって健全な鋼構造物を計画・
設計・施工・維持管理するために必要となる知識と設計に関する基本的な考え方を教授する。本授業は進学および就職
の両方に関連する。本授業では鋼構造物を扱う企業等の進路に関係するトピックスを適宜紹介する。

授業の進め方と授業内
容・方法

教科書に沿って鋼橋の特徴，計画，設計，施工，維持管理に関して講義する。
【自学自習の実施内容と確認方法】（学修単位の場合は，１単位当たり１５時間の授業と３０時間の自学自習が必要で
す。）
予習：　授業で進む範囲の教科書を読んで，予備知識をつけて授業に臨んでください。必要に応じて関連する項目の復
習もしてください。
復習：　授業中に配布した演習問題プリントや教科書の章末演習問題を解いて理解度をチェックしてください。
　　　　2週に1回程度　演習問題または小テストを行います。

注意点
鋼構造はコンクリート構造とならんで，社会基盤施設に多用される構造である。橋梁の設計では，材料の特性や構造形
式の特徴を生かしたデザインが重要である。しっかりと基礎を学んで構造物のデザインに生かせるようになってほしい
。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 鋼構造概論 鋼構造の歴史，鋼構造の実構造物への適用について説明で
きる

2週 〃 鋼構造の特徴，鋼材の種類と性質について説明できる
3週 〃 部材に求められる性能について説明できる
4週 鋼橋の計画および設計 鋼橋の構成，鋼橋の分類，構造形式について説明できる
5週 〃 橋梁の調査および計画の概略について説明できる
6週 〃 設計荷重，疲労設計について説明できる
7週 中間試験

8週 中間試験の答案返却・解答解説
鋼橋の製作と架設 鋼橋の製作について説明できる

9週 〃 鋼橋の架設について説明できる
10週 維持管理 鋼橋の維持管理，ライフサイクルについて説明できる
11週 部材の力学的特性 鋼材等の材料特性について説明できる
12週 〃 圧縮部材，引張部材の許容応力について説明できる
13週 〃 曲げ部材の設計の概略を説明できる

14週 〃 鋼材の接合，特に溶接と高力ボルト接合について説明でき
る

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 都市計画
科目基礎情報
科目番号 0276 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 磯部友彦・松山明・服部敦・岡本肇 共著，「都市計画総論」，鹿島出版会
担当教員 神田 佑亮
到達目標
1.都市計画の歴史的経緯と現代の都市計画への影響が説明できる。
2.各種土地利用計画手法、市街地開発事業、土地区画整理事業について説明できる。
3.都市施設計画、バリアフリー・ユニバーサルデザイン、公園緑地計画について説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
都市計画の歴史的経緯と現代の都
市計画への影響について適切に説
明できる。

都市計画の歴史的経緯と現代の都
市計画への影響について説明でき
る。

都市計画の歴史的経緯と現代の都
市計画への影響について説明でき
ない。

評価項目2
各種土地利用計画手法、市街地開
発事業、土地区画整理事業につい
て適切に説明できる。

各種土地利用計画手法、市街地開
発事業、土地区画整理事業につい
て説明できる。

各種土地利用計画手法、市街地開
発事業、土地区画整理事業につい
て説明できない。

評価項目3
都市施設計画、バリアフリー・ユ
ニバーサルデザイン、公園緑地計
画について適切に説明できる。

都市施設計画、バリアフリー・ユ
ニバーサルデザイン、公園緑地計
画について説明できる。

都市施設計画、バリアフリー・ユ
ニバーサルデザイン、公園緑地計
画について説明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（D）
教育方法等

概要
都市計画の考え方、都市計画の立て方や手法の基礎知識を習得することを目的とする。具体的には、都市計画の必要性
、都市計画の歴史、都市計画の立案と法制度、土地利用計画、都市施設計画、市街地整備の計画等について学ぶ。また
、常に変化する社会ニーズや社会問題に対応した新しい都市計画やまちづくりについて事例を示しながら解説する。な
お，本授業は進学と就職に関連する．また，進路や人間力向上に関連するトピックスを適宜，紹介する．

授業の進め方と授業内
容・方法 基本は座学形式で進める。

注意点 専門科目ではじめての計画系の授業です。計画学の重要性をよく理解することと，人々が生活しやすい都市はどのよう
な都市なのかを常に考えていてほしい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス、都市計画の歴史 ・国土と地域、都市の定義を説明できる。
・古代都市、中世都市、近世都市の特徴を説明できる。

2週 都市計画の歴史、近代都市計画の思想　 ・近代の都市計画について説明できる。
・田園都市論、近隣住区論について説明できる。

3週 近代都市計画の思想 ・近代都市の特徴、課題、近代都市計画の思想および理念
と実際について説明できる。

4週 日本の都市計画制度
・都市計画制度の変遷、都市計画制度の法体系について説
明できる。
・全国総合開発計画および国土形成計画について説明でき
る。

5週 日本の都市計画制度

・都市計画マスタープランについて説明できる。
・都市計画に関連する既存データや社会経済指標について
説明できる。
・都市計画制限と開発許可について説明できる。
・都市計画の手続き、 財源について説明できる。

6週 土地利用計画
・土地利用計画の仕組みについて説明できる。
・都市計画区域、準都市計画区域、市街化区域と市街化調
整区域について説明できる。

7週 土地利用計画 ・生産緑地制度について説明できる。
・用途地域について説明できる。

8週 中間試験

9週 中間試験の答案返却・解答説明、土地利用計画 ・特別な地区・区域の設定について説明できる。
・地区計画について説明できる。

10週 市街地の開発計画 ・市街地開発・再開発事業について説明できる。
11週 市街地の開発計画 ・土地区画整理事業について説明できる。

12週 都市施設の計画 ・都市交通施設の計画と整備について説明できる。
・都市の防災構造化について説明できる。

13週 都市施設の計画 ・公園緑地整備について説明できる。
・都市における緑化と環境整備について説明できる。

14週 少子高齢化とバリアフリー・ユニバーサルデザイン
・日本の少子高齢化問題について説明できる。
・バリアフリーとユニバーサル・デザインについて説明で
きる。

15週 都市・地域計画における諸問題
・地方圏と過疎地域の問題、中心市街地活性化(再生)につ
いて説明できる。
・景観対策の基礎について説明できる。

16週 期末試験の答案返却・解答説明、まとめ
評価割合
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試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 社会基盤計画学I
科目基礎情報
科目番号 0277 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 藤井聡　著「改訂版 土木計画学: 公共選択の社会科学」（学芸出版社）
担当教員 神田 佑亮
到達目標
１）社会基盤整備における計画の必要性とその手法について説明できる。
２）分散分析、重回帰分析を用いてデータを分析でき、各種多変量解説手法の特徴を説明できる。
３）線形計画法による最適化問題を解くことができ、費用便益分析について説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
社会基盤整備における計画の必要
性とその手法について適切に説明
できる。

社会基盤整備における計画の必要
性とその手法について説明できる
。

社会基盤整備における計画の必要
性とその手法について説明できな
い。

評価項目2
分散分析、重回帰分析を用いてデ
ータを適切に分析でき、各種多変
量解説手法の特徴を適切に説明で
きる。

分散分析、重回帰分析を用いてデ
ータを分析でき、各種多変量解説
手法の特徴を説明できる。

分散分析、重回帰分析を用いてデ
ータを分析できない。また、各種
多変量解説手法の特徴を説明でき
ない。

評価項目3
線形計画法による最適化問題を適
切に解くことができ、費用便益分
析について適切に説明できる。

線形計画法による最適化問題を解
くことができ、費用便益分析につ
いて説明できる。

線形計画法による最適化問題を解
くことができない。また、費用便
益分析について説明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（D）
教育方法等

概要
社会基盤の計画においては様々な数学的手法を用い，定量的に分析する能力が不可欠である。特に計画分野では定量化
が難しい問題，様々な制約条件の下での最適化問題を解決しなければならない。本授業では，環境都市工学の計画分野
で必要な数学的手法習得する。なお，確率統計の基礎，単回帰分析，統計的推定・推定については応用数学で習得する
。なお，本授業は進学と就職に関連し，進路に関連するトピックスを適宜紹介する．

授業の進め方と授業内
容・方法 基本的には座学形式で進める。適宜、グループワークや演習を取り入れる。

注意点 演習課題だけではなく，図書館等にある関連教科書や問題集を活用し，自主的に多くの問題を解くことが望ましい。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 社会基盤の整備と計画 社会基盤の整備と計画の必要性を説明できる。

2週 統計の基礎
データの収集と活用、データの特性値（代表値、分散、標
準偏差、モーメント）の定義を説明でき、計算することが
できる。

3週 統計の基礎 相関係数と単回帰分析を説明できる。また、相関係数と単
回帰係数を計算できる。

4週 分散分析 分散分析を説明することができる。
5週 分散分析 分散分析を適用できる。
6週 重回帰分析 重回帰分析を適用できる。
7週 重回帰分析 重回帰分析を適用できる。
8週 中間試験

9週 中間試験の解説
様々な多変量解析 各種多変量解析を説明できる。

10週 様々な多変量解析 各種多変量解析を説明できる。
11週 数理計画法 線形計画法を説明できる。
12週 数理計画法 線形計画法を用いて最適化問題を解くことができる。
13週 費用便益分析 費用便益分析を説明できる。
14週 費用便益分析 費用便益分析を適用することができる。
15週 期末試験

16週 期末試験の解説
まとめ

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 哲学
科目基礎情報
科目番号 0149 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 中本 慶彦
到達目標
１．哲学の基本的な問題の理解
２．哲学の応用的な問題の理解
３．「知る」「為す」「信じる」ということについての問題に挑戦することを通じた，「哲学する」ことの実践
４．表現能力と共感能力の涵養
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 哲学の応用的な問題が理解できる 哲学の基本的な問題が理解できる 哲学の基本的な問題が理解できな
い

評価項目2 「哲学する」ことの実践ができる 「哲学する」ことの実践がある程
度できる

「哲学する」ことの実践ができな
い

評価項目3 表現能力と共感能力を養える 表現能力と共感能力をある程度養
える 表現能力と共感能力を養えない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), JABEE 環境都市（B）
教育方法等
概要 哲学者の思想を学ぶことを通じて，哲学の基礎概念を学ぶとともに，「哲学的に考える」姿勢を学ぶ。他者と共生する

上で必要な己の表現能力および共感能力を養う
授業の進め方と授業内
容・方法 講義（適宜資料を配布する）

注意点
哲学は，誰から「教わる」ものでもなく，自ら「考える」ことによって学ぶ学問です。ただ知識を詰め込むのではなく
，自ら考えて学ぶ過程そのものが哲学なのです。時には周りの人と相談しながら，授業中に挙げられた問題について考
えてみてください。皆さんが積極的に「哲学する」ことを期待します。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 哲学とは何か（１） 哲学を学ぶ意味を理解する
2週 哲学とは何か（２） 私たちの生活における哲学的思考の重要性を理解する
3週 私は何を知りうるか（１） ソクラテスの「無知の知」を理解する
4週 私は何を知りうるか（２） デカルトの「方法的懐疑」を理解する
5週 私は何を知りうるか（３） ヒュームの認識論を理解する
6週 私は何を知りうるか（４） カントの認識論を理解する
7週 中間試験
8週 私は何をなすべきか（１） カントの道徳哲学を理解する
9週 私は何をなすべきか（２） 功利主義の思想を理解する
10週 私は何をなすべきか（３） アリストテレスの徳論を理解する
11週 私は何を望みうるか（１） パスカルの「賭け」の考えを理解する

12週 私は何を望みうるか（２） われわれの日常的な態度としての「信じる」態度を理解す
る

13週 私は何を望みうるか（３） 和辻哲郎の信頼論を理解する

14週 人間とは何か これまでの学習をもとにして「人間とは何か」という問い
に挑戦し、自らの考えを持つことができる

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 100 0 0 0 0 0 100
基礎的能力 100 0 0 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 保健･体育
科目基礎情報
科目番号 0150 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 実技 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 丸山 啓史
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．ゴルフを行う上でのエチケットやマナーを理解できる。
3．ピッチングの基本的な打ち方ができる。
4．方向・距離感覚を修得し，ある程度狙ったところに打つことができる。
5．バドミントンの基礎技能をゲームで生かすことができる。
6．バドミントン（ダブルス）の集団的技能をゲームで生かすことができる
7．バドミントンのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 ゴルフの技能を生かすことが適切
にできる

ゴルフの技能を生かすことができ
る

ゴルフの技能を生かすことができ
ない

評価項目3 バドミントンの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

バドミントンの技能をゲームで生
かすことができる

バドミントンの技能をゲームで生
かすことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), JABEE 環境都市（B）
教育方法等

概要
新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ，運動能力を高
める自己診断資料とする。生涯にわたってスポーツを親しむという観点からゴルフ，バドミントンを学習する。基本的
な個人技能を高めるともに，効果的な練習方法，エチケットマナー，ゲームの企画や運営方法，審判法などを理解させ
る。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 オリエンテーション・新体力テスト
1．新体カテスト
新体カテストの測定項目を理解し、正しい測定を実施でき
る
自らの得点を集計し、自己評価できる

2週 新体力テスト
3週 新体力テスト

4週 球技大会の種目
２．球技大会種目の練習
球技大会の種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実
施できる

5週 球技大会の種目

6週 バドミントン

3．バドミントン
ルール・班編成・審判方法を理解し、試合を円滑に運営で
きる
基礎技能（ハイクリア，ドロップ，ドライブ，スマッシュ
，ヘアピン．フライトサービス，サーブレシーブ）を修得
し、試合で実践できる

7週 バドミントン
8週 バドミントン
9週 バドミントン
10週 バドミントン
11週 バドミントン
12週 バドミントン

13週 持久走 4．持久走
長距離走の特性を理解し、駅伝大会で実践できる

14週 バドミントン
15週 バドミントン
16週 バドミントン・スキルテスト

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワーク
科目基礎情報
科目番号 0151 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント等
担当教員 林 和彦
到達目標
1. 1年生においては、高専で学ぶ専門科目の概要を把握し、確固とした目標を持ち、技術者像を明確にイメージする。
2. コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について、2年生においては認識し、3年生におい
ては理解し、4,5年生においては活用することができる．
3. 主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力に
ついて、2年生においてはその必要性を認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては必要に応じて発揮できる．
4. 創成能力やエンジニアリングデザイン能力を2年生においては認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては活用することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない

評価項目2

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用が適切にできる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができない

評価項目3
創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用が適切にでき
る

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができる

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD), JABEE 環境都市（G）
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点
在学期間中に同じテーマは最長で2年間まで選択できますが、可能な限り多くのテーマに取り組む方が学習効果が上がり
ます。また、テーマによっては1回だけ選択できるテーマもありますので、担当教員に確認して下さい。テーマ内容につ
いては、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。（※）テーマによっては、中間試験および期末試
験および学年末試験を行う．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

2週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

3週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

4週 チーム編成，個別ガイダンス 各テーマごとに分かれて，課題設定と課題解決プロセスを
理解する。

5週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

6週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表
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14週 レポート作成と活動内容の振り返り レポート作成：発表会後，活動成果としてレポートを作成
する．

15週 期末試験（※）

16週 レポート提出と後期の活動のための計画立案
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

後期

1週 活動内容の目標の確認
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

2週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

3週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

4週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

5週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

6週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

7週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

8週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表

14週 振り返りとレポート作成 レポート作成：後期は1年間の活動内容を総括してレポート
を作成する．

15週 学年末試験（※）
16週 レポート提出

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 20 30 0 50
分野横断的能力 0 0 0 20 30 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語
科目基礎情報
科目番号 0152 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 鈴木佑治『プロジェクト発信型英語 Volume 1』（南雲堂）
担当教員 冨村 憲貴
到達目標
1. 自分の考えを英語でプレゼンテーションできること
2. 英語プレゼンテーションのためのリサーチができること
3. 英語で質疑応答できること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の考えや感情を英語で適切に
表現できる

自分の考えや感情を英語で表現で
きる

自分の考えや感情を英語で表現で
きない

評価項目2 英語プレゼンテーションのための
リサーチが適切に行える

英語プレゼンテーションのための
リサーチが行える

英語プレゼンテーションのための
リサーチが適切に行えない

評価項目3 英語で適切に質疑応答できる 英語で質疑応答できる 英語で適切に質疑応答できない
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), JABEE 環境都市（B）
教育方法等
概要 これまでに学習した英語の文法，語彙等をアクティベートするため，英語でプレゼンテーション活動を行う。本授業は

就職と進学に関連し，コミュニケーション力を高めることができる。
授業の進め方と授業内
容・方法 演習を基本とする。

注意点

授業にはテキスト・辞書を必ず持参すること。学生諸君が英語を使う時間が多く取られるので，積極的に取り組み，疑
問点は遠慮無く質問するよう期待する。

【カリキュラムの中での位置づけ】
1～4学年の英語関連科目で学んだ内容および技能を基礎に，さらに英語力を伸ばすための科目。
【先行して理解する必要のある科目】
コミュニケーション英語I，II，英語表現I，II，英語（4年選択科目）
【同時に学ぶ科目】
なし
【ＥＳＤとの関連 （教育目標）】
（ESD1）
テキストの演習を通して，英語でのコミュニケーション能力を高めることで，他文化の人々と協力して行動するための
素養を身につける。
【評価方法と基準】
JABEE合格基準：60%以上
前期中間試験17.5%+前期期末試験17.5%+後期中間試験17.5%+後期期末試験17.5%+ ポートフォリオ
30%=100%(100点)
60％以上を合格とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 Unit 1 学生同士がコミュニケーションする雰囲気を作ることがで
きる

2週 Unit 2 英語で自分の好きなことについて話すことができる
3週 Unit 3 リサーチについて理解できる
4週 Unit 4 ミニ・プロジェクトの切り口を考えることができる

5週 Unit 5 ミニ・プロジェクトの切り口を選んでテーマを決め、リサ
ーチできる

6週 Unit 6, 7 ミニ・プロジェクトのリサーチを進め、中間プレゼンテー
ションのスライドを作ることができる

7週 中間試験
8週 試験結果返却・説明
9週 Unit 10 割り込みと繰り返しを用いた質疑応答ができる
10週 Unit 11 確認と説明を用いた質疑応答ができる
11週 Unit 12 期末プレゼンテーションの概要をまとめることができる
12週 Unit 13 期末プレゼンテーションの原稿を作ることができる
13週 Unit 14 期末プレゼンテーションの原稿を作ることができる
14週 Unit 15 期末プレゼンテーションのスライドを作ることができる
15週 期末試験
16週 試験結果返却・説明

後期

1週 Unit 16 リサーチの構成要素を理解できる
2週 Unit 17 インタビューの原案を作ることができる
3週 Unit 18 アンケートの原案を作ることができる
4週 Unit 19 マルチメディア資料のサマリーを作ることができる
5週 Unit 20 マルチメディア資料のサマリーを発表することができる
6週 Unit 21 中間プレゼンテーションの原稿を作ることができる
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7週 Unit 22 中間プレゼンテーションのスライドを作ることができる
8週 中間試験
9週 試験結果返却・説明

10週 Unit 23 パラグラフリーディングの技術を用いて、パラグラフのメ
インアイデアを取り出すことができる

11週 Unit 24 パラグラフリーディングの技術を用いて、パラグラフのメ
インアイデアを取り出すことができる

12週 Unit 25, 26 パラグラフリーディングの技術を用いて、文章のサマリー
を作成できる

13週 Unit 27 最終プレゼンテーションのアウトラインを作ることができ
る

14週 Unit 27 最終プレゼンテーションの原稿とスライドを作ることがで
きる

15週 学年末試験
16週 試験結果返却・説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ドイツ語
科目基礎情報
科目番号 0153 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 高橋亮介、川名真矢『アプライゼ　伝え合うドイツ語』朝日出版社
担当教員 西谷 明子
到達目標
1. ドイツ語であいさつ、自己紹介ができる。
2. ドイツ語で簡単な日常会話ができる。
3. ドイツ語で簡単な質問をし、答えることができる。
4. 辞書を使って簡単な文を読み、作文することができる。
5. ドイツ語のつづりと発音の法則を理解し、発音したり聞き取ったりできる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 ドイツ語であいさつ，自己紹介が
適切にできる。

ドイツ語であいさつ，自己紹介が
できる。

ドイツ語であいさつ，自己紹介が
できない。

評価項目2 ドイツ語で簡単な日常会話が適切
にできる。

ドイツ語で簡単な日常会話ができ
る。

ドイツ語で簡単な日常会話ができ
ない。

評価項目3 ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることが適切にできる。

ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることができる。

ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることができない。

評価項目4 辞書を使って簡単な文を読み，作
文することが適切にできる。

辞書を使って簡単な文を読み，作
文することができる。 辞書を使うことができない。

評価項目5
ドイツ語のつづりと発音の法則を
適切に理解し、発音したり聞き取
ったりできる。

ドイツ語のつづりと発音の法則を
理解し、発音したり聞き取ったり
できる。

ドイツ語のつづりと発音の法則を
理解していない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), JABEE 環境都市（B）
教育方法等
概要 入門的な文法を習得した学生を対象とする。初級ドイツ語文法と簡単な日常会話を習得する。また，ドイツ語圏の歴史

や文化についても理解を深める。
授業の進め方と授業内
容・方法 教科書及び付属のCD、DVDを用いた講義。ペアワークによる会話練習。スマートフォンを用いた小テストを行う。

注意点 授業には毎回必ず辞書を持参すること。授業中でも授業後でも，質問があれば受け付ける。ペアワークへの積極的な参
加を求める。課題、提出物はすべて100点満点で採点し、学期末の成績に含める。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 復習小テスト 4年生の内容の復習（持ち込み不可）
2週 Lektion 5 3・4格支配の前置詞について理解できる

3週 Lektion 5 前置詞の熟語的用法、前置詞と代名詞の融合形が理解でき
る

4週 Lektion 5 接続詞を使うことができる
5週 Lektion 6 話法の助動詞könnenを使うことができる

6週 Lektion 6 話法の助動詞を使って義務や許可、禁止について表現でき
る

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 Lektion 6 未来形を使うことができる
10週 Lektion 6 分離動詞、非分離動詞を使うことができる
11週 Lektion 6 列車の時刻表を見ながら会話ができる
12週 Lektion 7 動詞の過去基本形、過去人称変化が理解できる
13週 Lektion 7 過去のことについて会話できる
14週 まとめと復習 動詞と冠詞の変化が理解できる、発音の規則が理解できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 復習小テスト 前期の内容が理解できている

2週 Lektion 7 過去分詞をつくることができる、現在完了形について理解
できる

3週 Lektion 7 現在完了形を使って会話ができる
4週 Lektion 8 形容詞の格変化が理解できる
5週 Lektion 8 形容詞の付加語的用法を使って会話ができる
6週 Lektion 8 形容詞の比較級・最上級が理解できる
7週 Lektion 8 形容詞の比較級・最上級を使って会話ができる
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 Lektion 9 zu不定詞の用法を理解できる
11週 Lektion 9 zu不定詞を使って会話ができる
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12週 Lektion 9 現在分詞と過去分詞の用法が理解できる
13週 Lektion 9 非人称esの用法が理解できる
14週 まとめと復習
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 10 0 20 0 100
基礎的能力 70 0 10 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 中国語
科目基礎情報
科目番号 0154 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 楽しくやさしい400語で学ぶ中国語入門　発音中心（CD付き）郭春貴、郭久美子　著
担当教員 徐 蓮
到達目標
１．4年生で学習した日常会話を復習しながら、さらに応用表現を習得することで、会話の幅を広げます。
２．中国の映画など通して、様々な話題を取り上げ、中国の社会や文化についての理解を深めます。
３．練習問題を解きながら、中国語の読解力・聴力を高めます。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
4年生で学習した日常会話を復習
しながら、さらに応用表現を習
得することで、会話の幅を広け
゙ることが適切にできる

4年生で学習した日常会話を復習
しながら、さらに応用表現を習
得することで、会話の幅を広け
゙ることができる

4年生で学習した日常会話を復習
しながら、さらに応用表現を習
得することで、会話の幅を広け
゙ることができない

評価項目2
中国映画など通して、様々な話題
を取り上げ、中国の社会や文化
についての理解を深めることがで
きる

中国の映画など通して、様々な話
題を取り上げ、中国の社会や文
化についての理解ができる

中国の映画など通して、様々な話
題を取り上げ、中国の社会や文
化についての理解できない

評価項目3
練習問題を解きながら、中国語
の読解力・聴力を高めることが適
切にできる

練習問題を解きながら、中国語
の読解力・聴力を高めることがで
きる

練習問題を解きながら、中国語
の読解力・聴力を高めることがで
きない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), JABEE 環境都市（B）
教育方法等
概要 基礎となる中国語の文法・会話表現を復習しながら、より高度な表現を習得することで、ある程度の実力をつける

ことを目標にします。
授業の進め方と授業内
容・方法

独力で発音できるまで中国発音を徹底的に練習させる。学んだ日常会話は常に日常でいかせることでしっかり身につけ
させる。テキスト以外で日常でよく使うあいさつ、会話文例集を少しずつ身につけさせる。

注意点 試験前にまとめて勉強するのではなく，普段の授業を大切にし，しっかり知識の基盤を築くことを期待する。基本的に
、課題等のフィードバックは授業内で行い、質問は常時受け付けする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 第１０課 お金“”の言い方、“多少?”、形容詞＋“（一）点儿”　　
2週 第１０課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
3週 第１１課 “ 想”＋動詞（＋目的語）、“ 可是”、“ 别…（了）”
4週 第１１課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
5週 第１２課 “在”の使い方、本文
6週 第１２課＋復習 １２課の練習問題、リスニング、復習
7週 中間試験
8週 第１３課 動詞＋“”、“ 会”、動詞＋“得”＋副詞＋形容詞
9週 第１３課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
10週 第１４課 方位詞＋“儿”、動詞＋“在”＋場所詞、“能”　　
11週 第１４課 文型復習、練習問題、リスニング、本文

12週 第１５課 “ 再”、動詞＋“了”＋数量詞＋目的語、動詞＋“了”＋時間の
量詞＋“了”　

13週 第１５課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
14週 復習
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 第１６課 動詞の重ね型　、A“是”B ?、　　　　“ 什么”（＋名詞
）＋“都/也”＋動詞/形容詞

2週 第１６課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
3週 第１７課 “ 快…了”、 方向動詞＋“来／去”、動詞＋“着”　　
4週 第１７課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
5週 第１８課 “ 坐…来／去”、“ 从”、本文
6週 第１８課＋復習 第１８課の練習問題、リスニング、復習
7週 中間試験
8週 第１９課 “ 有点儿”、“ 太…了”、“ 好好儿”＋動詞
9週 第１９課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
10週 第２０課 “ 到…来／去”＋動詞、 動詞＋“一下”、“ ”＋人＋動詞
11週 第２０課 文型復習、練習問題、リスニング、本文

12週 日常あいさつ復習、自己紹介 あいさつ１～あいさつ５、自己紹介例文、自己紹介基本文
形他の日常会話文例集（プリント配布）
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13週 映画鑑賞 日中共同制作映画鑑賞：日本語・中国語音声、日本語中国
語字幕

14週 復習
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 課題 授業参加度 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 10 10 10 0 0 100
基礎的能力 70 10 10 10 ０ 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ハングル
科目基礎情報
科目番号 0155 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 木内明著『基礎から学ぶ韓国語講座（初級）改訂版』国書刊行会、木内明著『基礎から学ぶ韓国語講座（中級）改訂版
』国書刊行会

担当教員 李 政樹
到達目標
１．動詞・形容詞等の活用ができる。
２．簡単な作文ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 動詞・形容詞等の活用が適切にで
きる 動詞・形容詞等の活用ができる 動詞・形容詞等の活用ができない

評価項目2 簡単な作文が適切にできる 簡単な作文ができる 簡単な作文ができない
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), JABEE 環境都市（B）
教育方法等
概要 １年間学習した者を対象にする。２年間の学習でハングル能力検定試験５級の合格程度の力をつける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする

注意点 欠席の場合は後日の授業に多大な支障が生じるため，欠席は絶対にしないこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 基礎編(第1課～7課)の内容の復習　　　　　第9課．それ
は1万ウォンです

文字編（子音と母音）の復習 　　　          基本挨拶　　　
　　　　　　　　                  体言＋です、漢数詞の学習

2週 第１課～第3課の復習、　　　　　　　　　    第9課．それ
は1万ウォンです　　　　　　 体言＋です、漢数詞の学習

3週 第4課～第6課の復習、   　　　　　          第10課．今、
何時ですか　 いくつ、固有数詞と時刻の読み方

4週 第7課・第8課復習、   　　　　　　　　      　第10課．今
、何時ですか　　　　　　　　 いくつ、固有数詞と時刻の読み方

5週 第11課．日本語を話されますか 敬語

6週 第12課．そんなに遠くありません            第9課～12課の
復習 用言の否定、～するといい

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 第13課．いつ韓国に来ましたか 用言・敬語の過去形
10週 第14課．民俗村に一緒に行きましょう 勧誘表現、何の～
11週 第15課．パーティーの準備をしています 現在進行形、丁寧な命令形１
12週 第16課．何も食べられませんでした 可能表現、不可能表現
13週 第17課．陶磁器が見たいです 希望表現、丁寧な命令形２
14週 第13課～第17課の復習 既習内容の確認・まとめ
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 第9課～第11課の復習、                           第18課．写真
を撮ってもいいですか 許しの表現、禁止表現

2週 第12課～第14課の復習、                           第18課．写
真を撮ってもいいですか 許しの表現、禁止表現

3週 第15課～第17課の復習、                         第19課．帰国
しなければなりません 義務表現、意志表現

4週 第19課．帰国しなければなりません
第20課．手紙を書きますよ 義務表現、意志表現

5週 第20課．手紙を書きますよ            　     初級内容のまと
め

義務表現、意志表現                            既習内容の確認・
まとめ

6週 『基礎から学ぶ韓国語講座（中級）改訂版』　　　　　　
　　　　　　　　第1課．遅れて申し訳ありません 動作の原因、様態、並列

7週 初級第18課～20課、中級第1課の復習 既習内容の確認・まとめ
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 第2課．この背の高い人がご主人ですか 形容詞の現在連体形

11週 第3課．付き合っている人はいませんでした 動詞、存在詞の現在連体形　　　　　　　  動詞、存在詞の
過去連体形

12週 第4課．通いながらずっと学びましたが　　　 動詞、存在詞の現在連体形　　　　　　　  動詞、存在詞の
過去連体形
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13週 第5課．どこに行くつもりですか 動詞、存在詞の未来連体形　　　　         ～してみる
14週 中級第2課～第５課の復習
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 環境生物工学
科目基礎情報
科目番号 0131 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 前期:0 後期:2
教科書/教材 配布プリント
担当教員 及川 栄作
到達目標
1.微生物の細胞構造や構成分子および細胞構造を理解し、説明できる。
2.微生物の培養条件、培地と培養法を適格に理解し、説明できる。
3.微生物の増殖とエネルギー獲得機構を理解し、説明できる。
4.微生物の物質代謝と細胞内輸送機構を理解し、説明できる。
5.タンパク質の構造を理解し、説明できる。
6.酵素反応速度論について理解し、説明できる。
7.生物による環境修復技術（バイオレメディエーション、ファイトレメディエーション)を理解し、説明できる。
8.環境バイオテクノロジーの実践例を理解し、微生物燃料電池等の例をあげて説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
微生物の細胞構造や構成分子およ
び細胞構造を理解し、適格に説明
できる

微生物の細胞構造や構成分子およ
び細胞構造を理解し、説明できる

微生物の細胞構造や構成分子およ
び細胞構造を説明できない

評価項目2 微生物の培養条件、培地と培養法
を適格に理解し、説明できる

微生物の培養条件、培地と培養法
を理解し、説明できる

微生物の培養条件、培地と培養法
を説明できない

評価項目3 微生物の増殖とエネルギー獲得機
構を理解し、適格に説明できる

微生物の増殖とエネルギー獲得機
構を理解し、適格に説明できる

微生物の増殖とエネルギー獲得機
構を説明できない

評価項目4 微生物の物質代謝と細胞内輸送機
構を理解し、適格に説明できる

微生物の物質代謝と細胞内輸送機
構を理解し、説明できる

微生物の物質代謝と細胞内輸送機
構を理解し、説明できない

評価項目5 タンパク質の構造を理解し、適格
に説明できること

タンパク質の構造を理解し、説明
できること

タンパク質の構造を理解し、説明
できない

評価項目6 酵素反応速度論について理解し、
適格に説明できること

酵素反応速度論について理解し、
説明できること

酵素反応速度論について理解し、
説明できない

評価項目7
生物による環境修復技術（バイオ
レメディエーション、ファイトレ
メディエーション)を理解し、適格
に説明できる

生物による環境修復技術（バイオ
レメディエーション、ファイトレ
メディエーション)を理解し、説明
できる

生物による環境修復技術（バイオ
レメディエーション、ファイトレ
メディエーション)を説明できない
。

評価項目8
環境バイオテクノロジーの実践例
を理解し、微生物燃料電池等の例
をあげて説明できる

環境バイオテクノロジーの実践例
を理解して説明できる

環境バイオテクノロジーの実践例
を説明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（E）
教育方法等

概要
主に微生物を応用した環境バイオテクノロジー技術の修得を目的とする。講義は微生物学、生物化学、タンパク質工学
などの多岐にわたる。本授業は進学と就職に関連する。また、進路や人間力向上に関連するトピックスを適宜紹介する
。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし、理解を深めるための学習シートや適宜レポート課題を課す。

注意点 微生物学や遺伝子工学概論の受講が望まれる。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 微生物学の概要 微生物の細胞構造や構成分子および細胞構造を理解し、説
明できる。

2週 微生物の培地と栄養 微生物の培養条件、培地と培養法を適格に理解し、説明で
きる。

3週 微生物の増殖とエネルギー獲得メカニズム 微生物の増殖とエネルギー獲得機構を理解し、説明できる
。

4週 微生物の増殖とエネルギー獲得メカニズム 同上

5週 微生物の物質代謝と細胞内輸送 微生物の物質代謝と細胞内輸送機構を理解し、説明できる
。

6週 微生物の物質代謝と細胞内輸送 同上
7週 中間試験

8週 答案返却・解答説明
タンパク質の構造 タンパク質の構造を理解し、説明できる。

9週 タンパク質の構造 同上
10週 酵素反応速度論 酵素反応速度論について理解し、説明できる。
11週 酵素反応速度論 同上

12週 生物による環境修復技術 生物による環境修復技術（バイオレメディエーション、フ
ァイトレメディエーション)を理解し、説明できる。

13週 生物による環境修復技術 同上

14週 環境バイオテクノロジーの実践例、微生物燃料電池等 環境バイオテクノロジーの実践例を理解し、微生物燃料電
池等の例をあげて説明できる。

15週 期末試験
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16週 答案返却・解答説明
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ レポート 合計
総合評価割合 80 0 0 0 0 20 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 20 20
専門的能力 80 0 0 0 0 0 80
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 微生物学
科目基礎情報
科目番号 0132 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 プリントを配布
担当教員 木村 善一郎
到達目標
1.微生物の構造と機能を理解する。
2.微生物の分類ができるようになる。
3.微生物の代謝について理解する。
4.微生物の増殖・制御について理解する。
5.微生物の遺伝について理解する。
6.微生物の環境中での役割を理解する。
7.微生物群集の特徴並びに研究手法を理解する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
微生物の構造と代謝等の機能を理
解し、その多様性と普遍性につい
て理解できる。

微生物の構造と代謝等の機能を理
解できる。

微生物の構造と代謝等の機能を理
解できない。

評価項目2
微生物の分子生物学的分類法につ
いて理解し遺伝子データベースへ
のアクセス方法を習得できる。

微生物の分子生物学的分類法につ
いて理解できる。

微生物の分子生物学的分類法につ
いて理解できない。

評価項目3
微生物の環境中での役割について
の理解に基づき応用的利用法につ
いて理解できる。

微生物の環境中での役割について
の理解できる。

微生物の環境中での役割について
の理解できない。

評価項目4
微生物群集（微生物生態系）の特
徴および解析技法を理解し、解析
する意義を理解できる。

微生物群集（微生物生態系）の特
徴および解析技法を理解できる。

微生物群集（微生物生態系）の特
徴および解析技法を理解できない
。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（E）
教育方法等

概要
　本科目は、就職・進学の両方へ関係する。本科目では、微生物の分類、細胞構造、生化学的特性、増殖特性等微生物
学の基礎について学ぶとともに、環境中での物質循環における役割や環境浄化などの産業への応用事例を学習する。ま
た環境中に生息する微生物群集の特徴とその研究手法について詳しく学ぶ。

授業の進め方と授業内
容・方法 授業は講義を主体として行う。

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 微生物学の概要についての講義 微生物学の歴史、重要人物について理解できる。

2週 微生物学総論についての講義 微生物の分離・培養・同定に関する一連の流れについて理
解できる。

3週 微生物学総論についての講義 微生物の細胞構造（真核生物と原核生物の違い）について
理解できる。

4週 微生物学総論についての講義 生体物質（核酸、タンパク質（酵素）および細胞膜等）に
ついて理解できる。

5週 顕微鏡による微生物観察 顕微鏡を用いて真核細胞と原核細胞を観察し、その違いを
理解できる。

6週 微生物学総論についての講義 微生物の分子生物学的分類法について理解できる。

7週 微生物学総論についての講義 微生物の代謝の多様性（呼吸・発酵・光合成）について理
解できる。

8週 中間試験
9週 試験解答と説明

10週 微生物学総論についての講義 微生物の増殖と物理的封じ込めレベルについて理解できる
。

11週 微生物学総論についての講義 微生物の遺伝子伝播および進化について理解できる。

12週 生態系における物質循環についての講義 微生物が担う生態系内の物質循環（炭素・窒素・酸素・水
素・硫黄・リン・鉄など）について理解できる。

13週 生態系における物質循環についての講義 微生物による物質循環を応用した環境浄化技法について理
解できる。

14週 微生物群集構造解析技法についての講義 微生物群集（微生物生態系）の特徴および解析技法を理解
し、解析する意義を理解できる。

15週 期末試験
16週 試験解答と説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 20 0 0 100
基礎的能力 20 0 0 0 0 0 20
専門的能力 60 0 0 20 0 0 80
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分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 防災工学Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0133 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 プリント配布
担当教員 福田 直三
到達目標
防災関連法案と公的な支援支援体制について説明できる
避難所運営について説明でき、段ボールを用いて避難所空間の設置ができる
防災教育教材の開発ができる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

防災関連法案と公的な支援支援体
制について説明できる

防災関連法案について説明でき、
公的な支援体制のあり方について
提案できる

支援体制について説明できる 関連する法律や公的な支援体制に
ついて説明できない

避難所運営について説明でき、段
ボールを用いて避難所空間の設置
ができる

避難所運営について説明でき、問
題点などを指摘できる

避難所運営について説明でき、段
ボールを用いて避難所空間の設置
ができる

避難所設営について説明できない

防災教育教材の開発 防災教育教材の開発を行い、防災
カリキュラムを提案できる 防災教育教材の開発ができる 防災教育教材について開発できな

い
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（F）
教育方法等

概要
安全で安心できる社会の構築のため、我々建設技術者は地震、台風、豪雨など自然災害の実態と対策について学び、被
害を最小限に食い止めるための対策について考える力を身に着ける必要がある。ここでは防災・減災の基本として、公
的な支援支援体制や関連する法律について学ぶとともに、避難所設営訓練、防災教育教材の開発などを通じて防災技術
の理解を促進する。

授業の進め方と授業内
容・方法

アクティブラーニングを基本として、自ら学習し、授業時間では他の生徒ととのディスカッションを通じて理解を深め
ていく。防災に関する専門知識と考察力を身につけ、持続可能社会の実現のための問題解決力を生かす子ことができる
。毎回予習を基本として、授業においては協働学習をしながら、理解を深めていく。
　この科目は，建設コンサルタントとして防災に関する実務を担当していた非常勤講師が，その経験を活かし，災害時
の公的支援・事業継続計画，避難所運営訓練などについて講義と演習を交えて授業を行うものである。

注意点
本科科目はこれまでに学んだ専門科目と災害現象をむずびつけ、対策について学んでいく。
【先行して理解する必要がある科目】土質力学、水理学、河川工学、構造力学、建設施工
【同時に学ぶ科目】交通計画学A
【ESDとの関連（教育目標）】（ESD2,ESD3)

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 災害対策基本法 災害対策委基本法について説明できる
2週 公的支援体制 公的支援体制について説明できる
3週 災害救助法とBCM 災害救助法や事業継続計画などについて説明できる
4週 避難所運営訓練① 避難所運営について説明できる
5週 避難所運営訓練② 段ボールを用いた避難所設営ができる

6週 クロースロードゲーム クロスロードゲームを通じ追て防災上の問題点について議
論できる

7週 中間試験 第6週までの学習内容について確認する

8週 答案返却と解答説明
クロスロードゲーム問題作成

答案返却と解答説明
クロスロードゲーム用問題を作成し、解答を説明できる

9週 災害ボランティア 災害ボランティアについて説明でき、災害ボランティア上
の課題などについて説明できる

10週 救急救命訓練① 応急手当や心臓マッサージなどなどを実施できる
11週 救急救命訓練② 応急手当や心臓マッサージなどなどを実施できる　
12週 防災教育教材開発① 防災教育教材の現状について説明できる
13週 防災教育教材開発② 防災教育教材について提案できる
14週 防災教育教材開発③ 防災教育教材を作成できる
15週 期末試験 第14週までに学習した内容を確認する

16週 答案返却と解答解説
まとめ

答案返却と解答解説
本講義で学んだことをまとめて発表できる

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用測量
科目基礎情報
科目番号 0134 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 プリントを配付
担当教員 神田 佑亮
到達目標
１．トータルステーションによる地形測量を行うことができる。
２．写真測量を理解して、説明することができる。
３．リモートセンシングを理解して、説明することができる。
４．GPS測量を理解して、説明することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 トータルステーションによる地形
測量を適切に行うことができる。

トータルステーションによる地形
測量を行うことができる。

トータルステーションによる地形
測量を行うことができない。

評価項目2 写真測量を理解して、適切に説明
することができる。

写真測量を理解して、説明するこ
とができる。

写真測量を理解して、説明するこ
とができない。

評価項目3 リモートセンシングを理解して、
適切に説明することができる。

リモートセンシングを理解して、
説明することができる。

リモートセンシングを理解して、
説明することができない。

評価項目4 GPS測量を理解して、適切に説明
することができる。

GPS測量を理解して、説明するこ
とができる。

GPS測量を理解して、説明するこ
とができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（D）
教育方法等
概要 トータルステーションによる地形測量、写真測量、リモートセンシング、GPS測量などの応用的な測量の方法を学ぶ。

本授業は資格取得に直結する。
授業の進め方と授業内
容・方法

トータルステーションを用いてトラバース測量、測点設置、地形測量を実習を通じて学習する。また、応用的な測量と
して、写真測量、リモートセンシング、GPS測量を学習する。

注意点 単位取得のためには、課題の提出を必須とする。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 トータルステーションによる測量 トータルステーションの基本操作
2週 トータルステーションによる測量 トータルステーションによるトラバース測量
3週 トータルステーションによる測量 トータルステーションによるトラバース測量
4週 トータルステーションによる測量 トータルステーションによる測点設置
5週 トータルステーションによる測量 トータルステーションによる測点設置
6週 トータルステーションによる測量 トータルステーションによる面積計算
7週 中間試験
8週 トータルステーションによる測量 トータルステーションによる地形測量
9週 トータルステーションによる測量 トータルステーションによる地形測量
10週 トータルステーションによる測量 サーボトータルステーションの基本操作
11週 写真測量 写真測量
12週 リモートセンシング プラットホームとセンサー
13週 リモートセンシング 画像データの解析
14週 GPS測量 GPSの構成
15週 期末試験
16週 GPS測量 GPSによる測位

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 162-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 工業英語
科目基礎情報
科目番号 0135 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 前期:2 後期:0
教科書/教材 プリントを配布
担当教員 Anthony Nepia
到達目標
１．建設分野で使われる技術用語が理解できる。
２．建設分野に関連した英語の文献が読解できる。
３．建設分野に関連した簡単な技術文を英語で書くことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 建設分野で使われる技術用語が適
切に理解できる。

建設分野で使われる技術用語が理
解できる。

建設分野で使われる技術用語が理
解できない。

評価項目2 建設分野に関連した英語の文献が
適切に読解できる。

建設分野に関連した英語の文献が
読解できる。

建設分野に関連した英語の文献が
読解できない。

評価項目3
建設分野に関連した簡単な技術文
を英語で適切に書くことができる
。

建設分野に関連した簡単な技術文
を英語で書くことができる。

建設分野に関連した簡単な技術文
を英語で書くことができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), JABEE 環境都市（B）
教育方法等

概要
　建設分野においても国際化が進み，技術者として業務を遂行するためには高い英語能力が要求されてる。この授業で
は，建設技術に関連した英語の文献を読み，建設技術に関連した英文で使われる技術用語を理解し，建設技術英文に対
する読解力を学習する。また，建設技術に関連した英文作成を行い，英語による表現力を学習する。

授業の進め方と授業内
容・方法 　建設分野に関する文献を講読するとともに、技術論文で使う英文の作成を行う。プレゼンテーションを行う。

注意点
　単位取得にはすべての課題に提出が必須である。
　英語は外国語ではなく，国際共通語として身につけておく必要がある。また，TOEIC，英語検定試験，工業英語検定
試験などに挑戦し，自分のレベルを知るとともに，レベルアップを図ることも重要である．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概要 建設分野に求められる英語スキルについて的確に理解して
、翻訳できる。

2週 講読 建設分野の英語論文を適格に読解できる。

3週 講読 建設分野の簡単な英単語や英文を適切に書くことができる
。

4週 講読 英語論文の構成を適格に理解して、説明できる。
5週 講読 英語でプレゼンテーションができる。
6週 講読 同上
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 講読 同上
10週 講読 同上
11週 講読 同上
12週 講読 同上
13週 講読 同上
14週 講読 同上
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 環境都市工学演習Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0136 科目区分 専門 / 選択
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 プリントを配付
担当教員 神田 佑亮
到達目標
1.土木施工(土工・基礎工・コンクリート工)に関す基本的な事項を理解する.
2.専門土木に関して基本的な事項を理解する.
3.施工管理の基本的な事項を理解する/
4.建設法規に関する基本的な項目を理解する.
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 土木施工に関する基礎的な演習問
題を適切に解くことができる。

土木施工に関する基礎的な演習問
題を解くことができる。

土木施工に関する基礎的な演習問
題を解くことができない。

評価項目2 専門土木に関する基礎的な演習問
題を適切に解くことができる。

専門土木に関する基礎的な演習問
題を解くことができる。

専門土木に関する基礎的な演習問
題を解くことができない。

評価項目3 施工管理に関する演習問題を適切
に解くことができる。

土質力学に関する演習問題を解く
ことができる。

土質力学に関する演習問題を解く
ことができない。

評価項目4 建設法規に関する演習問題を適切
に解くことができる。

建設法規に関する演習問題を解く
ことができる。

建設法規に関する演習問題を解く
ことができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（H）
教育方法等

概要

建設事業を通して良質な社会資本の整備を進めて行くためには，優れた建設技術者の育成と確保が不可欠である。特に
，工事の大型化，建設技術の進歩等により工事内容が多様化，複雑化している中で工事を適正に施工するためには，施
工計画に基づき工程管理，品質管理，安全管理等を的確に行う施工管理技術者の役割が重要なものとなっている．将来
，土木施工管理技術者を目指すものが，学校で修学中に受験できる二級土木施工管理技術者試験の学科試験の合格に向
けての対策を行う．

授業の進め方と授業内
容・方法 二級土木施工管理技術者試験（学科試験）合格に向けての演習を行う．

注意点 　質問がある場合には，放課後やオフィスアワーを利用して積極的に質問にくること．事前に教科書を熟読し，疑問点
を明確にしておく．講義内容を理解する．理解できない場合には適宜質問する．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概論
2週 土工
3週 基礎工
4週 コンクリート工
5週 専門土木①
6週 専門土木②
7週 専門土木③
8週 中間試験
9週 施工管理①
10週 施工管理②
11週 法規①
12週 法規②
13週 実地試験対策①
14週 実地試験対策②
15週 期末テスト
16週 解答返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 100 0 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 100 0 0 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 環境都市工学演習Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 0137 科目区分 専門 / 選択
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 プリント配布
担当教員 小堀 慈久
到達目標
数的推理の解法について説明できる
文書を理解して説明できる
時事問題について説明できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

数的推理 数的推理の解法について複数の方
法が説明できる

数的推理の解法について説明でき
る

数的推理の解法について説明でき
ない

文書理解 高いレベルで文書を理解でき、要
点を説明できる 文書を理解して説明できる 文章を理解できない

時事 時事問題について説明でき、それ
に対する自分の考えを発表できる 時事問題について説明できる 時事問題について説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（H）
教育方法等
概要 公務員試験や就職試験で出題される数的推理、文書理解、時事問題について過去問を解きながら学習していきます。本

科目は就職と進学のどちらにも関連する。
授業の進め方と授業内
容・方法 過去問を解きながら、自ら解法について学んでいく。

注意点 一般科目で学んだことを基礎とします。特に国語、英語、数学、社会系科目を復習して臨んでください。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 文章理解① 文書理解に関する問題について要点を説明できる。
2週 文章理解② 文書理解に関する問題について要点を説明できる。
3週 時事① 時事問題について要点を説明できる。
4週 時事② 時事問題について要点を説明できる。
5週 数的推理① 数的推理問題について解法を説明できる
6週 数的推理② 数的推理問題について解法を説明できる
7週 中間試験 第6週までに確認を行う
8週 文書理解③ 文書理解に関する問題について要点を説明できる。
9週 文章理解④ 文書理解に関する問題について要点を説明できる。
10週 時事③ 時事問題について要点を説明できる。
11週 時事④ 時事問題について要点を説明できる。
12週 数的数理③ 数的推理問題について解法を説明できる
13週 数的推理④ 数的推理問題について解法を説明できる
14週 小論文 与えられた課題に対して自分の考えを文章で説明できる
15週 期末試験 それまで学習内容の確認を行う

16週 答案返却と解答解説
まとめ

答案返却と解答解説
本講義のまとめを行う

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 60 0 0 0 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 60 0 0 0 40 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 環境都市工学演習Ⅳ
科目基礎情報
科目番号 0138 科目区分 専門 / 選択
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 大田 一夫
到達目標
１．資格試験問題などの情報を収集することができる。
２．資格試験などの目標を設定し学習計画を立てることができる。
３．計画に沿って学習を進めることができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 資格試験問題などの情報を収集す
ることができる

資格試験問題などの情報を収集す
ることがある程度できる

資格試験問題などの情報を収集す
ることができない

評価項目2 資格試験などの目標を設定し学習
計画を立てることができる

教員や友人の力を借りならがら資
格試験などの目標を設定し学習計
画を立てることができる

資格試験の対策のために学習計画
を立てることできない

評価項目3 計画に沿って学習を進めることが
できる

計画に沿って学習を進めることが
できる

計画に沿って学習を進めることが
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（H）
教育方法等
概要 　これまでに学習してきた内容を生かし、資格試験演習を行うことで理解を深めることを目的とする。
授業の進め方と授業内
容・方法

「２級土木技術者」、「技術士第一次試験」などの資格試験について各自で目標設定を行い，自己学習を行う。加えて
、より中長期的な視点から、「技術士第二次試験」の資格試験問題も取り上げる。

注意点
　単位取得のためには、実施計画，演習で取り扱った課題，達成度の自己評価などのポートフォリオ提出を必須とする
。
　関連する科目の教科書、ノート等を持参すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス
2週 情報収集
3週 学習計画の策定
4週 自己学習の実践
5週 自己学習の実践
6週 自己学習の実践
7週 中間試験
8週 中間試験までのふり返り
9週 自己学習の実践
10週 自己学習の実践
11週 自己学習の実践
12週 自己学習の実践
13週 自己学習の実践
14週 ポートフォリオの仕上げ
15週 期末試験
16週 まとめ

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 40 0 0 0 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 20 0 0 0 30 0 50
分野横断的能力 20 0 0 0 30 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 エンジニアリングデザイン
科目基礎情報
科目番号 0139 科目区分 専門 / 必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 6
教科書/教材
担当教員 河村 進一,大田 一夫
到達目標
1. 道路計画にかかわる現状の分析と評価ができる
2. 道路計画案3ルートから経済性・社会的影響などを勘案して最適なルート選定ができる
3. 発表会において，道路計画の概要について効果的なプレゼンテーションができる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 道路計画にかかわる現状の分析と
評価が正しくできる

道路計画にかかわる現状の分析と
評価がある程度できる

道路計画にかかわる現状の分析と
評価ができない

評価項目2
道路計画案3ルートから経済性・社
会的影響などを勘案して最適なル
ート選定ができる

道路計画案3ルートから経済性・社
会的影響などを勘案してある程度
説得力があるルート選定ができる

道路計画案3ルートから経済性・社
会的影響などを勘案してルート選
定をすることができない

評価項目3
発表会において，道路計画の概要
について説得力のある効果的なプ
レゼンテーションができる

発表会において，道路計画の概要
についてある程度効果的なプレゼ
ンテーションができる

発表会において，道路計画の概要
についてプレゼンテーションがほ
とんどできない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（G）
教育方法等

概要

　道路の計画から設計までの概略を演習形式で体験し，建設技術者に必要なエンジニアリングデザイン能力を養う科目
である。道路建設において，自然環境を全く破壊せずに低コストで高規格の道路を計画することは困難であり，各種条
件を把握した上で，実施可能な計画を立案して，地域住民や関連する事業者等に説明する必要がある。この演習では
，実際に建設事業を行うことを想定して，少人数のチームで，実現可能なプロジェクトの計画を立案して，その計画案
を図面に示すとともにパワーポイントによるプレゼンテーションにより，そのプロジェクトについて説明できるように
する。専門分野における持続可能な開発計画事例（道路の計画）にかかわる応用発展的事項に関する知識を身に付け
，問題解決に活かすことができる。地域の特徴・道路のニーズを把握し，自然環境や周囲の住民等へ配慮した道路計画
ができることをめざす。
　この科目は，道路計画に関する実践的な演習形式で授業を行うものである。全16週のうち，6，9，11，13，14週を
建設コンサルタントとして道路計画の実務経験を有する講師（大田）が演習指導を担当する。

授業の進め方と授業内
容・方法

　道路計画など関連する内容の講義をした後，６人程度のグループで道路の現状評価から計画・概略設計までを行う。
本演習では，実務に近い内容での作業を通して，リーダーシップ，チーム内でのコミュニケーション，協調性，問題解
決能力，計画的に作業をすすめる能力，成果の概要を説明する能力など，実際に仕事をするときに必要な様々な能力を
身に付ける。

注意点

　高専5年間の学習の総仕上げとして，これまで学んできた科目等の知識をすべて使うとともに，実務で道路計画をする
上でのバイブルである「道路構造令の解説と運用」の内容を確認しながら演習を進めます。
　公務員を目指す学生はもちろん，民間企業へ就職する学生も道路計画・設計の概略を体験し，インフラ整備のプロジ
ェクト全体の流れをつかむことは，有意義であると思います。
　演習問題や概略設計図面の作成に必要ですので，各自，電卓・製図道具（製図用コンパス）・三角定規・三角スケー
ルを持参すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 道路計画の概要 道路の役割，道路計画の流れ，調査項目と内容，交通量推
計などを説明できる

2週 道路構造の基礎 道路構造の名称，構造物の機能，図面の見方が説明できる

3週 道路構造令の講義１ 道路の区分と設計速度，横断面構成，線形および視距につ
いて説明できる

4週 道路構造令の講義２ 平面交差，立体交差の構造と特徴を説明できる

5週 道路計画演習１ 設計条件の整理（道路の性格，幅員構成，コントロールポ
イント）ができる

6週 道路計画演習２ 路線選定　比較ルート３案を図面上に描くことができる
7週 道路計画演習３ 道路平面図を作成できる
8週 道路計画演習４ 縦断図と3案の比較資料を作成できる
9週 中間発表 本命ルート選定の過程について発表できる
10週 道路計画演習５ 本命ルートの概略設計ができる
11週 道路計画演習６ 本命ルートの平面図を作成できる
12週 道路計画演習７ 本命ルートの縦断図を作成できる
13週 道路計画演習８ 本命ルートの横断図を作成できる
14週 最終発表会 道路概略設計の過程および設計成果の内容を発表できる

15週 期末試験 課題の理解度，問題解決能力を問う問題，グループ内の相
互評価を行う

16週 まとめ 計画概要書を取り纏めて提出できる
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 20 40 10 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 10 20 0 0 20 0 50
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分野横断的能力 10 20 10 0 10 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 卒業研究
科目基礎情報
科目番号 0140 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 9
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 前期:6 後期:12
教科書/教材
担当教員 神田 佑亮
到達目標
1.卒業研究の内容を理解し、説明できる。
2.研究課題に関連する文献調査等を行い、課題を把握し、説明できる。
3.実験方法や実験手順を理解し、研究計画を立てる。
4.実験方法に基づいた材料や実験装置の準備や使用法を理解し、整備や操作確認を行う。
5.具体的な解析や実験を始める。
6.実験データおよび調査データを集積し、解析する。
7.卒業研究の成果をの取りまとめを行い、論文を作成する。
8.研究発表のプレゼンテーションが上手に行えるよう、よく準備する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 卒業研究の内容を適格に理解し、
説明できる

卒業研究の内容を理解し、説明で
きる 卒業研究の内容を説明できない

評価項目2
研究課題に関連する文献調査等を
行い、課題を適格に把握し、説明
できる

研究課題に関連する文献調査等を
行い、課題を把握し、説明できる

研究課題に関連する文献調査等を
行い、課題を把握し、説明できな
い

評価項目3 実験方法や実験手順を理解し、自
ら研究計画を立てることができる

実験方法や実験手順を理解し、研
究計画を立てることができる

実験方法や実験手順を理解できず
、研究計画を立てることができな
い

評価項目4
実験方法に基づいた材料や実験装
置の準備や使用法を理解し、自主
的に整備や操作確認を行う

実験方法に基づいた材料や実験装
置の準備や使用法を理解し、整備
や操作確認を行う

実験方法に基づいた材料や実験装
置の準備や使用法を理解できず、
整備や操作確認を行うことができ
ない

評価項目5 自主的に具体的な解析や実験を始
めることができる

具体的な解析や実験を始めること
ができる

具体的な解析や実験を始めること
ができない

評価項目6
実験データおよび調査データを適
格に集積し、解析することができ
る

実験データおよび調査データを集
積し、解析することができる

実験データおよび調査データを集
積できず、解析することができな
い

評価項目7
卒業研究の成果の適切な取りまと
めを行い、論文を作成することが
できる

卒業研究の成果の取りまとめを行
い、論文を作成することができる

卒業研究の成果の取りまとめを行
うことができず、論文を作成する
ことができない

評価項目8
相手が理解できるように研究発表
を行うことができ、質問に適切に
答えることができる

相手が理解できるように研究発表
を行うことができ、質問に答える
ことができる

相手が理解できるように研究発表
を行うことができず、質問に答え
ることができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（G）
教育方法等

概要
これまで学習してきた専門知識を活用して特定の研究テーマについて指導教員の助言を受けながら、１年間研究するも
のである。解析能力・手法、実験の解析・手法、調査の解析・手法、設計等の修得、専門知識の深化を目的とする。卒
業研究は進学と就職に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 指導教員のもとで、個人またはグループ研究を行い、研究成果を卒業研究論文としてまとめ、発表を行う。

注意点 実験は危険を伴うので服装に気を配り、器具の取扱いには注意すること。卒業研究は自由な学問の場である。積極的に
研究に取り組み、悔いのない成果を残して欲しい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 卒業研究ガイダンス 卒業研究の内容を適格に理解し、説明できる。

2週 研究テーマの選択と研究室配属 研究課題に関連する文献調査等を行い、課題を適格に把握
し、説明できる。

3週 研究 実験方法や実験手順を理解し、自ら研究計画を立てること
ができる。

4週 研究 実験方法に基づいた材料や実験装置の準備や使用法を理解
し、自主的に整備や操作確認を行う。

5週 研究 自主的に具体的な解析や実験を始めることができる。

6週 研究 実験データおよび調査データを適格に集積し、解析するこ
とができる。

7週 研究 同上
8週 研究 同上
9週 研究 同上
10週 研究 同上
11週 研究 同上
12週 研究 同上
13週 研究 同上
14週 研究 同上
15週 研究 同上
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16週 研究 同上

後期

1週 研究 同上
2週 研究 同上
3週 研究 同上
4週 研究 同上
5週 研究 同上
6週 研究 同上
7週 研究 同上
8週 研究 同上
9週 研究 同上
10週 研究 同上
11週 研究 同上
12週 研究 同上

13週 研究 卒業研究の成果の適切な取りまとめを行い、論文を作成す
ることができる。

14週 研究 同上
15週 研究 同上

16週 卒業研究発表 相手が理解できるように研究発表を行うことができ、質問
に適切に答えることができる。

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 50 20 30 0 0 0 100
基礎的能力 0 5 30 0 0 0 35
専門的能力 50 10 0 0 0 0 60
分野横断的能力 0 5 0 0 0 0 5
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 情報処理
科目基礎情報
科目番号 0141 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 村木正芳著「工学のためのVBAプログラミング基礎」（東京電機大学出版局）
担当教員 黒川 岳司
到達目標
1. 条件分岐文、繰り返し文を用いたプログラムを作成する。
2. 配列、Subプロシージャを用いたプログラムを作成する。
3. 基礎的な数値計算を行う。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 条件分岐文、繰り返し文を用いた
プログラムを適切に作成できる

条件分岐文、繰り返し文を用いた
プログラムを作成できる

条件分岐文、繰り返し文を用いた
プログラムを作成できない

評価項目2 配列、Subプロシージャを用いた
プログラムを適切に作成できる

配列、Subプロシージャを用いた
プログラムを作成できる

配列、Subプロシージャを用いた
プログラムを作成できない

評価項目3 基礎的な数値計算を適切に行うこ
とができる

基礎的な数値計算を行うことがで
きる

基礎的な数値計算を行うことがで
きない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB), JABEE 環境都市（A）
教育方法等

概要
ExcelVBA言語によるプログラミングの講義および演習を行う。プログラミングの基本構文やアルゴリズムを学び、その
応用として、工学を学ぶ上で基礎となる数値計算の代表的課題を取り上げ、数値計算処理方法の考え方を学ぶ。本授業
は就職および進学の両方に関連し、進路や人間力向上に関連するトピックスを適宜、紹介する。

授業の進め方と授業内
容・方法 パソコンを用いて、VBA言語によるプログラミングの学習を行う。演習を含む。

注意点 Excelは身近に使える表計算ソフトなので、これを有効に利用するために、ぜひともVBAを理解してほしい。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 プログラミングの基礎知識 プログラミング言語およびVBAマクロ、VBEの基本的な使
い方について説明できる

2週 セルの操作と変数 オブジェクト・プロパティ・メソッドについて説明できる

3週 セルの操作と変数 関数と引数、文字と変数、変数の型宣言について説明でき
る

4週 条件分岐処理 IF文を用いて条件分岐処理ができる
5週 条件分岐処理 Select Case文などを用いて条件分岐処理ができる
6週 繰り返し処理 For文を用いて繰り返し処理ができる
7週 中間試験

8週 答案返却・解答説明、繰り返し処理 誤った問題を正しく理解する、Do While文などを用いて繰
り返し処理ができる

9週 配列 配列を用いたプログラミングができる
10週 Subプロシージャ Subプロシージャを用いたプログラミングができる
11週 数値計算プログラムの基礎 数値積分のプログラミングができる
12週 数値計算プログラムの基礎 最小２乗法のプログラミングができる
13週 数値計算プログラムの基礎 代数方程式、連立方程式の数値解法を説明できる
14週 数値計算プログラムの基礎 常微分方程式、差分方程式の数値解法を説明できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明 誤った問題を正しく理解する

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 河川工学
科目基礎情報
科目番号 0142 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 川合茂、和田清、神田佳一、鈴木正人「河川工学」（コロナ社）
担当教員 黒川 岳司
到達目標
1. 計画対象水文量の決定方法と治水計画、利水計画等の河川計画を説明する。
2. 河川構造物の役割・機能と河川生態環境に配慮した川づくりを説明する。
3. 不等流の水面形計算、非定常流の解析法、河口の水理について説明する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
計画対象水文量の決定方法と治水
計画、利水計画等の河川計画につ
いて適切に説明できる

計画対象水文量の決定方法と治水
計画、利水計画等の河川計画につ
いて説明できる

計画対象水文量の決定方法と治水
計画、利水計画等の河川計画につ
いて説明できない

評価項目2
河川構造物の役割・機能と河川生
態環境に配慮した川づくりについ
て適切に説明できる

河川構造物の役割・機能と河川生
態環境に配慮した川づくりについ
て説明できる

河川構造物の役割・機能と河川生
態環境に配慮した川づくりについ
て説明できない

評価項目3
不等流の水面形計算、非定常流の
解析法、河口の水理について適切
に説明できる

不等流の水面形計算、非定常流の
解析法、河口の水理について説明
できる

不等流の水面形計算、非定常流の
解析法、河口の水理について説明
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（E）
教育方法等

概要
河川工学は人と河川とのかかわりの中で、河川の利用や洪水災害の防止・軽減など技術的な側面を扱う学問である。河
川工学の社会的・技術的意味、河川の地形学、水文学、流砂と河床変動、河川計画について学ぶ。本授業は就職および
進学の両方に関連し、進路や人間力向上に関連するトピックスを適宜、紹介する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし、適宜課題レポートを課す。

注意点
河川工学を学ぶ目的は、技術者的観点から河川をみる眼を養うことなので、河川工学に関する知識の習得はもちろんで
あるが、ぜひ川に興味を持ち、できれば、川を観察したり、河川に関するニュースにも関心をもってほしい。 質問があ
る場合には、放課後やオフィスアワーを利用して積極的に質問にくること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 河川計画 計画対象水文量の決定方法について説明できる
2週 河川計画 計画対象水文量を求めることができる
3週 河川計画 洪水防御計画における河道計画について説明できる
4週 河川計画 河道およびダムによる洪水対策について説明できる
5週 河川計画 都市型水害とその対策について説明できる
6週 河川計画 水資源の現状と利水計画について説明できる
7週 中間試験

8週 答案返却・解答説明、河川構造物 誤った問題を正しく理解する、堤防の種類と構造を説明で
きる

9週 河川構造物 護岸、水制、樋門・水門等の河川構造物について説明でき
る

10週 河川生態環境に配慮した川づくり 河川の生物生息環境向上の基本戦略について説明できる
11週 河川生態環境に配慮した川づくり 環境保全計画と多自然川づくりについて説明できる
12週 河川の水理 不等流の水面形計算法について説明できる
13週 河川の水理 非定常流の解析法について説明できる
14週 河川の水理 河口の水理現象について説明できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明 誤った問題を正しく理解する

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 172-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 交通計画A
科目基礎情報
科目番号 0143 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 竹内伝史，川上洋司，磯部友彦，嶋田喜昭，三村泰広　共著「地域交通の計画－政策と工学－」，鹿島出版会
担当教員 神田 佑亮
到達目標
1．工学的な交通の定義と交通の基礎的事項を理解し，説明できること．
2．交通問題の実態とその対策法を理解し，説明できること．
3．交通の計測、調査、需要推計の手法について適切に理解し，詳細に説明できる方法について理解し，説明できる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
工学的な交通の定義と交通の基礎
的事項を適切に理解し，詳細に説
明できる

工学的な交通の定義と交通の基礎
的事項を理解し，説明できる

工学的な交通の定義と交通の基礎
的事項を理解できず，説明できな
い

評価項目2 交通問題の実態とその対策法を適
切に理解し，詳細に説明できる

交通問題の実態とその対策法を理
解し，説明できる

交通問題の実態とその対策法を理
解できず，説明できない

評価項目3
交通の計測、調査、需要推計の手
法について適切に理解し，詳細に
説明できる方法について適切に理
解し，説明できる．

交通の計測、調査、需要推計の手
法について適切に理解し，詳細に
説明できる方法について理解し
，説明できる．

交通の計測、調査、需要推計の手
法について適切に理解し，詳細に
説明できる方法について理解し
，説明できない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（D）
教育方法等

概要

まず，交通を取り巻く現扶を様々な観点から把握させ，交通の定義と問題を理解させる．次に，交通の計画の立て方
，そのた
めの調査・分析・需要予測・評価の方法論，総合交通計画・交通管理計画の考え方を理解させ，習得させる．なお．本
授業は
進学と就職lこ関連する．また，進路や人間力向上に関連するトピックスを適宜，紹介する．

授業の進め方と授業内
容・方法

教科書と自作プリントによる講義を基本とする．課題レポートを課す．ただし、学修単位の場合は，１単位当たり
１５時間の授業と３０時間の自学自習が必要である．この科目は，建設コンサルタントで交通計画に関する実務を担当
していた教員が，その経験を活かし，交通計画の立て方について講義形式で授業を行うものである．
なお，この科目は学修単位科目のため、事前・事後学習として課題レポートや小テストを実施する．

注意点 授業内容や土木における計画学に関する質問を受け付けるので，放課後やオフィスアワー等を利用して教員に随時相談
すること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 交通の定義．交通施設と交通サービス
・交通の工学的定義を説明できる
・交通施設と交通サービスの基礎的事項（交通の分類，交
通機能）について説明できる。

2週 交通問題とその対策1
・混雑問題，公共交通の衰退，交通事故，交通公害，新た
な交通問題について説明できる
・交通需要マネジメント（TDM）について説明できる。

3週 交通問題とその対策2 ・モビリティ・マネジメントについて説明できる。

4週 交通計画の基礎的事項 ・トリップ、生成原単位、ゾーニング手法，OD表，代表交
通手段について説明できる。

5週 交通の計測と調査 ・交通量調査、パーソントリップ調査、道路交通センサス
等各種調査について説明できる。

6週 交通需要推計（発生・集中交通量の推計）1 ・4段階推計法について説明できる。
・発生・集中交通量を原単位法で推計できる。

7週 交通需要推計（発生・集中交通量の推計）２ ・発生・集中交通量を関数モデル法で推計できる。
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 交通需要推計（分布交通量の推計）1 ・分布交通量をフレータ一法で推計できる。
11週 交通需要推計（分布交通量の推計）２ ・分布交通量を重力モデル法で推計できる。
12週 交通需要推計（交通手段選択） ・交通手段選択の要因と推計手法について説明できる。

13週 交通需要推計（交通量配分） ・ダイクストラ法で最短経路を探索できる。
・配分原理について説明できる。

14週 交通量、速度、交通容量の関係 ・交通量、速度、交通容量の関係について説明できる。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明　まとめ

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 技術者倫理
科目基礎情報
科目番号 0144 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 参考：北原義典「はじめての技術者倫理」（講談社）、一般社団法人近畿科学協会　工学倫理研究会「技術者による実
践的工学倫理＜第4版＞」（化学同人）、直江清隆・盛永審一郎「理系のための科学技術者倫理」（丸善出版）

担当教員 小倉 亜紗美
到達目標
1．技術者倫理が必要とされる社会的背景や重要性を理解し、社会における技術者の役割と責任を説明できる。
2．説明責任、製造物責任、リスク評価など、技術者の行動に関する基本的事項を理解し、説明できる。
3．科学技術が自然環境に及ぼす影響を理解し、技術者がどのように対処すべきかを考えることができる。
4．技術者が組織の一員として働く上で直面する問題を理解し、その解決のあり方を検討することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目１
社会における技術者の役割と責任
を理解し、現実的な問題に当ては
めて考えることができる。

社会における技術者の役割と責任
を理解し、説明できる。

社会における技術者の役割と責任
を理解し、説明できない。

評価項目２
技術者の行動に関する基本的事項
を理解し、現実的な問題に当ては
めて考えることができる。

技術者の行動に関する基本的事項
を理解し、説明できる。

技術者の行動に関する基本的事項
を理解し、説明できない。

評価項目３
技術者が組織の一員として働く上
で直面する問題を理解し、その解
決のあり方を主体的に検討するこ
とができる。

技術者が組織の一員として働く上
で直面する問題を理解し、説明で
きる。

技術者が組織の一員として働く上
で直面する問題を理解し、説明で
きない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), JABEE 環境都市（B）
教育方法等

概要
科学技術の進歩は我々の生活環境や社会に大きな影響を及ぼし、物質的な豊かさをもたらした一方で様々な問題も引き
起こしている。近年科学技術の発展を背景とする様々な事故や不祥事が表面化するにつれ、技術者自身の責任や判断に
対する自覚が求められるようになってきた。そこで、具体的事例をもとに、技術者技術者が直面する倫理的問題につい
て深く理解し、倫理的判断を常に意識し実行することが出来る技術者の育成を目的とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義とディスカッションを基本とする。事前・事後学習として講義やディスカッションの内容について、学生自らが考
えたこと、この授業を受講する前と後の考えの変化などをレポートにして提出してもらいます。

注意点 この授業は、講義の内容を理解し、それを元にディスカッションなどを行い、レポートを提出してもらいます。積極的
に講義に参加し、学んでください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 イントロダクション：なぜ技術者倫理を学ぶのか 技術者倫理を学ぶ意義を理解し説明することができる

2週 技術者と倫理 技術者倫理の歴史的背景、技術者としてとるべき行動規範
について理解し説明することができる

3週 組織と技術者倫理 組織としての技術者の役割と、技術者としての判断、内部
告発について理解し説明することができる

4週 国際規格とグローバル化
国際標準化機構（ISO）規格や、グローバル化が社会構造
や技術者に与える影響について理解し説明することができ
る

5週 製造物責任と技術者 製造物責任法や説明責任について理解し説明することがで
きる

6週 技術者としての行動1 技術者として問題に直面した際にどのような倫理的判断を
行うべきか事例をもとに考察する

7週 中間試験
8週 試験の解説、安全とリスク１：リスク評価 リスク評価について理解し、説明することができる

9週 安全とリスク２：設計と技術革新 設計プロセスにおけるリスクマネジメント、技術革新がも
たらすリスクについて理解し説明することができる

10週 安全とリスク３：ヒューマンエラーと集団思考 ヒューマンエラーと集団思考について理解し説明すること
ができる

11週 技術と環境１：公害・環境問題 公害・環境問題の歴史を通じて技術者倫理の重要性につい
て深く理解し説明することができる

12週 技術と環境２：情報技術とバイオテクノロジー 情報技術とバイオテクノロジーがもたらす倫理的問題につ
いて理解し説明することができる

13週 技術と環境３：持続可能な社会の構築 持続可能な社会とは何か、その構築がなぜ必要かを理解し
説明することができる

14週 技術者と法規 知的財産の保護、守秘義務など技術者に深く関わる法規に
ついて理解し説明することができる

15週 後期試験
16週 試験の解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 60 20 0 0 20 0 100
基礎的能力 30 10 0 0 10 0 50
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
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分野横断的能力 30 10 0 0 10 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 防災工学ⅠA
科目基礎情報
科目番号 0145 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 プリント配布
担当教員 福田 直三
到達目標
地震災害、火山災害などのメカニズムと対策について説明できる
豪雨災害や台風災害のメカニズムと対策について説明できる
防災図上訓練（DIG)を通じて地域の危険性を説明できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

地震災害、火山災害などのメカニ
ズムと対策について説明できる。

過去の事例などを用いて地震災害
や火山災害のメカニズムについて
説明でき、様々な対策技術につい
て比較して説明できる。

地震災害、火山災害などのメカニ
ズムと対策について説明できる。

地震災害、火山災害などのメカニ
ズムと対策について説明できない
。

豪雨災害や台風災害のメカニズム
と対策について説明できる。

過去の事例などを用いて豪雨災害
や台風災害のメカニズムについて
説明でき、様々な対策技術につい
て比較して説明できる。

豪雨災害や台風災害のメカニズム
と対策について説明できる。

豪雨災害や台風災害のメカニズム
と対策について説明できる。

防災図上訓練（DIG)を通じて地域
の危険性を説明できる

DIGを通して地域の危険性を指摘
でき、様々な視点から対策を提案
できる。

防災図上訓練（DIG)を通じて地域
の危険性を説明できる

地域の危険性などを理解できない
。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（F）
教育方法等

概要
安全で安心できる社会の構築のため、我々建設技術者は地震、台風、豪雨など自然災害の実態と対策について学び、被
害を最小限に食い止めるための対策について考える力を身に着ける必要がある。ここでは防災・減災の基本として、地
震、台風、土砂災害などの様々な自然災害の発生メカニズムと対策ついて学び、地域の危険性を理解するための図上訓
練等についても学ぶ。

授業の進め方と授業内
容・方法

アクティブラーニングを基本として、自ら学習し、授業時間では他の学生とのディスカッションを通じて理解を深めて
いく。防災に関する専門知識と考察力を身につけ、持続可能社会の実現のための問題解決力を生かすことができる。毎
回予習を基本として、授業においては協働学習をしながら、理解を深めていく。ただし、学修単位の場合は、１単位当
たり１５時間の授業と３０時間の自学自習が必要である。
　この科目は，建設コンサルタントとして防災に関する実務を担当していた非常勤講師が，その経験を活かし，各種災
害の特徴と対策について講義形式で授業を行うものである。

注意点 本科科目はこれまでに学んだ専門科目と災害現象をむずびつけ、対策について学んでいく。
【先行して理解する必要がある科目】土質力学、水理学、河川工学、構造力学、建設施工

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 防災工学の概要説明と我が国の災害の現状について理解す
る

2週 地球の内部構造と火山 地球の内部構造とマントルの動きと地震・火山との関係に
ついて説明できる

3週 地震動 地震動と被害の関係について説明できる
4週 地震防災 地震災害の対策技術について説明できる
5週 火山災害発生メカニズム 火山災害の発生メカニズムについて説明できる
6週 火山災害を防ぐための技術 火山予知など火山災害軽減技術について説明できる
7週 平成26年8月広島土砂災害 平成26年8月に発生した土砂災害について説明できる
8週 中間試験 第6週までに学んだことについて確認する

9週 答案返却と降雨による斜面災害 答案返却と解答説明。また斜面災害発生i原因について説明
できる

10週 斜面災害対策 斜面災害対策を説明できる
11週 台風災害 既往の台風災害や高潮など発生メカニズムを説明できる
12週 台風災害対策 台風の予測と高潮対策などについて説明できる
13週 地域の災害脆弱性の調査 地域の災害脆弱性について調査する

14週 防災図上訓練 防災図上訓練を実施し、地域の危険性を指摘し、対策技術
を提案できる

15週 定期試験 第14週までに学んだ内容について確認する

16週 答案返却とまとめ 答案返却と解答説明。また本講義で学んだことの総まとめ
を行う。

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 交通システム工学
科目基礎情報
科目番号 0146 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 上浦正樹　須長誠　小野田滋　『鉄道工学』（森北出版）
担当教員 重松 尚久
到達目標
1.鉄道計画の流れを理解する．
2.車両運動を理解する．
3.鉄道構造物を理解する．
4.鉄道の維持管理の方法を理解する．
5.道路の構造を理解できる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 鉄道車両運動を理解できる応用で
きる。 鉄道車両運動を理解できる。 鉄道車両運動を理解できない。

評価項目2 鉄道構造物を理解でき応用できる
。 鉄道構造物を理解できる。 鉄道構造物を理解できない。

評価項目3 鉄道の維持管理の方法を理解でき
応用できる。

鉄道の維持管理の方法を理解でき
る。

鉄道の維持管理の方法を理解でき
ない。

評価項目4 道路の構造を理解でき応用できる
。 道路の構造を理解できる。 道路の構造を理解できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（D）
教育方法等

概要
陸上交通の大半が鉄道と道路によって供給されており，古くからその建設は国土建設の中心として主要な位置を占めて
きた．本講義では鉄道と道路がどのようにして作られてきたかを建設工学の視点から，交通システム全般に求められる
知識を習得することを目的とする．

授業の進め方と授業内
容・方法 教科書を中心とした講義を基本とするが，新聞・学会等の最新の情報を随時折り込む．

注意点 質問がある場合には，放課後やオフィスアワーを利用して積極的に質問にくること．事前に教科書を熟読し，疑問点を
明確にしておく．講義内容を理解する．理解できない場合には適宜質問すること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概論
2週 鉄道計画 鉄道計画の流れを理解する．
3週 車両構造と運動 車両運動について理解する．
4週 線路 平面曲線および縦曲線について理解する．
5週 鉄道構造物  鉄道構造物について理解する．
6週 鉄道の維持管理 鉄道の維持管理の基本的な考え方を理解する．
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 鉄道の高速化 鉄道の高速化に関する基本的な考え方を理解する．
10週 今後の鉄道 鉄道の現状を理解し今後の方向性を理解する．
11週 道路の線形 道路の線形と役割について理解する．
12週 道路の構造 道路の構造について理解する．
13週 視距 視距の考え方について理解する．
14週 道路設計 道路の設計の方法を理解する．
15週 期末テスト
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 100 0 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 100 0 0 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 社会基盤計画学Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0147 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 教科書：藤田素弘　編著「社会基盤の計画学　-確率統計・数理モデルと経済諸法－　理工図書、教材：自作資料
担当教員 神田 佑亮
到達目標
１）景観整備の目的と手法，および各種関連用語を説明できる。
２）環境や社会の動向を考慮した社会基盤整備について説明できる。
３）住民参加による国土づくり・まちづくりについて説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 景観整備の目的と手法，および各
種関連用語を適切に説明できる。

景観整備の目的と手法，および各
種関連用語を説明できる。

景観整備の目的と手法，および各
種関連用語を説明できない。

評価項目2
環境や社会の動向を考慮した社会
基盤整備について適切に説明でき
る。

環境や社会の動向を考慮した社会
基盤整備について説明できる。

環境や社会の動向を考慮した社会
基盤整備について説明できない。

評価項目3
住民参加による国土づくり・まち
づくりについて適切に説明できる
。

住民参加による国土づくり・まち
づくりについて説明できる。

住民参加による国土づくり・まち
づくりについて説明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（D）
教育方法等
概要 本授業では，社会の変化や環境に配慮した国土づくり・まちづくりのための知識や基礎的技術の習得を目指す。また

，住民参加による国土づくり・まちづくりの重要性を学ぶ。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とするが，ブレーンストーミング等のグループワークも適宜採用する。

注意点 授業内容や土木系計画学に関する質問を受け付けるので，放課後やオフィスアワー等を利用して教員に随時相談するこ
と。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 社会基盤計画に関する最近の動向 社会基盤計画に関する最近の動向について説明できる。
2週 社会経済データとその分析 社会経済データの種類と内容について説明できる。

3週 社会経済データとその分析 社会経済データを適切に読み取り、適切な手法で分析でき
る。

4週 社会経済データとその分析（コンピュータによる基礎分析
）

コンピュータを用いて，社会経済データの基礎分析ができ
る。

5週 景観デザイン 景観の定義、歴史、重要性について説明できる。
6週 景観デザイン 景観の各種用語を説明できる。
7週 エコシステムの分析・評価 自然環境と社会基盤計画の関係について説明できる。
8週 中間試験

9週 中間試験の解説
社会問題と都市、交通

各種社会問題に対応した交通システムについて説明できる
。

10週 社会問題と都市、交通 各種社会問題に対応した都市整備について説明できる。

11週 社会問題と都市、交通 現在の地方都市における都市・交通の問題について説明で
きる。

12週 市民参加 市民参加の定義と必要性、手法について説明できる。
13週 市民参加 グループワーク（ブレーンストーミング）を実施できる。
14週 市民参加 グループワーク（ブレーンストーミング）を実施できる。
15週 学年末試験

16週 学年末試験の解説
まとめ

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 環境分析化学
科目基礎情報
科目番号 0148 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 環境都市工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 配布プリント
担当教員 及川 栄作
到達目標
1.水質分析法の基礎と概論を理解し、説明できること
2.定性分析と定量分析の違いについて理解し、説明できること
3.機器分析法について理解し、説明できること
4.ガスクロマトグラフ分析法について理解し、説明できること
5.液体クロマトグラフ分析法について理解し、説明できること
6.質量分析法について理解し、説明できること
7.生体分子の分析法の基礎と概論を理解し、説明できること
8.水質分析項目の実際と課題を理解し、説明できること
9.水質や環境微生物の遺伝子解析と応用例を理解し、説明できること

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 水質分析法の基礎と概論を適格に
理解し、説明できる

水質分析法の基礎と概論を理解し
、説明できる

水質分析法の基礎と概論を説明で
きない

評価項目2 定性分析と定量分析の違いについ
て適格に理解し、説明できる

定性分析と定量分析の違いについ
て理解し、説明できる

定性分析と定量分析の違いについ
て説明できない

評価項目3 機器分析法について適格に理解し
、説明できる

機器分析法について理解し、説明
できる 機器分析法について説明できない

評価項目4 ガスクロマトグラフ分析法につい
て適格に理解し、説明できる

ガスクロマトグラフ分析法につい
て理解し、説明できる

ガスクロマトグラフ分析法につい
て説明できない

評価項目5 液体クロマトグラフ分析法につい
て適格に理解し、説明できる

液体クロマトグラフ分析法につい
て理解し、説明できる

液体クロマトグラフ分析法につい
て説明できない

評価項目6 質量分析法について適格に理解し
、説明できる

質量分析法について理解し、説明
できる 質量分析法について説明できない

評価項目7 生体分子の分析法の基礎と概論を
適格に理解し、説明できる

生体分子の分析法の基礎と概論を
理解し、説明できる

生体分子の分析法の基礎と概論を
説明できない

評価項目8 水質分析項目の実際と課題を理解
し、適格に説明できること

水質分析項目の実際と課題を理解
し、説明できること

水質分析項目の実際と課題を理解
し、説明できない

評価項目9
水質や環境微生物の遺伝子解析と
応用例を適格に理解し、説明でき
る

水質や環境微生物の遺伝子解析と
応用例を理解し、説明できる

水質や環境微生物の遺伝子解析と
応用例を説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC), JABEE 環境都市（E）
教育方法等
概要 環境にける水質分析や生物工学における生体分子の分析に関連した、各種分析手法や機器分析法の原理や用途の基礎を

学ぶことを目的とする。本科目は、就職と進学に関連する。
授業の進め方と授業内
容・方法 水質分析や生体分子の分析法の理解のための講義を行う。理解を深めるためのレポート課題による指導を行う。

注意点 主に水質や生体分子の性質分析の原理や手法および用途等を理解することを目標とする。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 水質分析法の基礎と概論 水質分析法の基礎と概論を適格に理解し、説明できる

2週 定性分析と定量分析
誤差の扱い方、標準偏差の算出

定性分析と定量分析の違いについて適格に理解し、説明で
きる

3週 機器分析法 機器分析法について適格に理解し、説明できる

4週 分光法、ガスクロマトグラフ分析法 ガスクロマトグラフ分析法について適格に理解し、説明で
きる

5週 液体クロマトグラフ法、イオンクロマトグラフ法 液体クロマトグラフ分析法について適格に理解し、説明で
きる

6週 質量分析法、生体分子の分析法 質量分析法および生体分析法について適格に理解し、説明
できる

7週 中間試験

8週 答案返却・解答説明　　　　　
バイオセンサーの原理と種類 バイオセンサーの概要と原理を適格に理解し、説明できる

9週 電気計測法とバイオセンサーの信号変換器（トランスデュ
ーサー） バイオセンサーの概要と原理を適格に理解し、説明できる

10週 電気計測法（pH計とDO計の原理） pH計とDO計の原理を適格に理解し、説明できる

11週 湖沼の富栄養化と水質への影響 湖沼の富栄養化と水質への影響を適格に理解し、説明でき
る。

12週 かび臭の発生原因とその対策 かび臭の発生原因と対策を適格に理解し、説明できる。
13週 水系感染症とその対策 水系感染症とその対策を適格に理解し、説明できる。

14週 水質分析および環境微生物の遺伝子解析の実際と応用例 水質および環境微生物の遺伝子解析の実際と応用例を適格
に理解し、説明できる
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15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ レポート 合計

総合評価割合 90 0 0 0 0 10 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 10 10
専門的能力 90 0 0 0 0 0 90
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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【第１学年】 【第３学年】 【第５学年】

現代文Ⅰ 1 現代文 69 哲学 146

現代文Ⅱ 2 現代社会 71 ライフサイエンス・アースサイエンスＡ 147

古典文学Ⅰ 3 地理 73 保健･体育 148

歴史総合Ⅰ 5 線形代数Ⅱ 74 インキュベーションワーク 149

歴史総合Ⅱ 6 微分積分Ⅱ 75 英語 151

英語Ⅰ 7 微分方程式 77 ドイツ語 153

英語Ⅱ 9 化学 78 中国語 155

英語表現Ⅰ 11 体育 79 ハングル 157

英語表現Ⅱ 12 インキュベーションワーク 81 卒業研究 159

保健 13 コミュニケーション英語Ⅱ 83 情報処理Ⅱ 162

体育Ⅰ 14 英語表現Ⅱ 85 建築防災工学 164

基礎数学ＡⅠ 16 応用物理Ⅰ 87 建築設備 165

基礎数学ＡⅡ 17 ＣＡＤ基礎 89 環境設計 167

基礎数学ＢⅠ 18 建築計画Ⅱ 90 ＲＣ構造設計Ⅰ 169

基礎数学ＢⅡ 19 建築設計製図Ⅲ 92 ＲＣ構造設計Ⅱ 170

基礎数学Ｃ 20 建築史Ⅰ 94 建築法規 171

物理Ⅰ 21 建築構造力学Ⅱ 96 建築生産 173

物理Ⅱ 23 建築材料Ⅰ 98 測量学Ⅰ 175

化学Ⅰ 25 技術者倫理 177

化学Ⅱ 26 【第４学年】 講読演習 179

ライフサイエンス・アースサイエンス 27 法学 100 技術者資格演習 180

情報リテラシー 28 保健･体育 101 鋼構造設計 181

プロジェクトデザイン入門 29 インキュベーションワーク 102 建築工学実験 182

インキュベーションワークⅠ 31 上級コミュニケーション英語Ａ 104 建築地盤工学 183

建築設計製図Ⅰ 32 上級コミュニケーション英語Ｂ 106 建築設計製図Ⅴ 184

ものづくり実習 34 英語 108 建築環境実験 185

造形Ⅰ 35 ドイツ語 110

建築学入門 36 中国語 112

建築構法Ⅰ 37 ハングル 114

日本語表現法 116

【第２学年】 建築計画Ⅲ 117

現代文 38 都市計画 118

古典 39 建築設計製図Ⅳ 119

歴史 41 情報処理Ⅰ 121

線形代数Ⅰ 43 ＣＡＤ・ＣＧ 123

微分積分Ⅰ 45 鋼構造 125

物理 47 建築環境工学 127

化学 49 ゼミナール 129

体育 51 工業英語 130

インキュベーションワーク 53 応用物理Ⅱ 132

コミュニケーション英語Ⅱ 55 インテリア概論Ⅰ 133

英語表現Ⅱ 57 応用数学 134

造形Ⅱ 59 福祉住環境Ⅰ 136

建築構造力学Ⅰ 60 不動産概論Ⅰ 137

建築構造力学演習 62 校外実習 138

建築構法Ⅱ 64 建築史Ⅱ 140

建築計画Ⅰ 66 建築意匠 141

建築設計製図Ⅱ 67 建築構造力学Ⅲ 142

建築材料Ⅱ 143

鉄筋コンクリート構造 144

シラバス（建築学科）目次



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代文Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0002 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 『国語総合　現代文編』（東京書籍）『プレミアムカラー　国語便覧』（数研出版）『新版 チャレンジ常用漢字』（第
一学習社）

担当教員 外村 彰
到達目標
１．日本語で書かれた文章を的確に読解すること。
２．さまざまな文章を読解することで思索する力、豊かな感性を涵養すること。
３．作品が書かれた時代（文学史）や作家に関する知識を身につけること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 日本語で書かれた文章を的確に読
解できる

日本語で書かれた文章を読解でき
る

日本語で書かれた文章を読解でき
ない

評価項目2
さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とが的確にできる

さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とができる

さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とができない

評価項目3
作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることが的確に
できる

作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることができる

作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることができな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 日本語で書かれた文章を的確に理解する能力を養うため、小説、評論などの文章を読解する。また、自分の考えをまと

め表現できる思索力と言語能力を身につける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。週に一度を目安に漢字テストを実施する。適宜、課題提出も課す。

注意点
授業態度は常に真摯にとり組む姿勢が基本です。積極的に学び、文章を読むことの楽しさ、奥深さに向き合ってくださ
い。不真面目な態度は相応に減点の対象とします。漢字テストは楷書で丁寧に記すよう、くれぐれも留意しておくこと
。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス
評論「技術が道徳を代行する時」（池内了）

１，自己紹介文を書く。
評論「技術が道徳を代行する時」を読解する。論理の展開
を的確に捉える。筆者の主張を様々な角度から批評、考察
する。

2週 評論「技術が道徳を代行する時」（池内了）
3週 評論「技術が道徳を代行する時」（池内了）

4週 小説「羅生門」（芥川龍之介）
２，小説「羅生門」を読み、鑑賞する。作品の主題・構成
・表現方法を理解する。作者や時代背景に関する知識を身
につけ、より作品の理解を深める。原典との対照によって
作品の主題を考察する。

5週 小説「羅生門」（芥川龍之介）
6週 小説「羅生門」（芥川龍之介）
7週 中間試験

8週 答案返却・解説　
小説「羅生門」（芥川龍之介）

9週 小説「羅生門」（芥川龍之介）

10週 短歌「十五の春」（正岡子規ほか）
３，短歌「十五の春」俳句「白牡丹」を読解・鑑賞する。
詩情のありかを的確に捉える。表現に込められた感性を様
々な角度から読みとる。作者や背景に対する知識を学び、
人生の意味について考える。

11週 短歌「十五の春」（正岡子規ほか）
12週 俳句「白牡丹」（高浜虚子ほか）
13週 俳句「白牡丹」（高浜虚子ほか）
14週 短歌と俳句（創作ほか）
15週 期末試験
16週 答案返却・解説　諸課題

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 5 0 5 5 5 100
基礎的能力 80 5 0 5 5 5 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代文Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0003 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 『国語総合　現代文編』（東京書籍）『プレミアムカラー　国語便覧』（数研出版）『新版 チャレンジ常用漢字』（第
一学習社）

担当教員 外村 彰
到達目標
１．日本語で書かれた文章を的確に読解すること。
２．さまざまな文章を読解することで思索する力、豊かな感性を涵養すること。
３．作品が書かれた時代（文学史）や作家に関する知識を身につけること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 日本語で書かれた文章を的確に読
解できる

日本語で書かれた文章を読解でき
る

日本語で書かれた文章を読解でき
ない

評価項目2
さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とが的確にできる

さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とができる

さまざまな文章を読解することで
思索する力、豊かな感性を養うこ
とができない

評価項目3
作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることが的確に
できる

作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることができる

作品が書かれた時代や作家に関す
る知識を身につけることができな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 日本語で書かれた文章を的確に理解する能力を養うため、小説、評論などの文章を読解する。また、自分の考えをまと

め表現できる思索力と言語能力を身につける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。週に一度を目安に漢字テストを実施する。適宜、課題提出も課す。

注意点
授業態度は常に真摯にとり組む姿勢が基本です。積極的に学び、文章を読むことの楽しさ、奥深さに向き合ってくださ
い。不真面目な態度は相応に減点の対象とします。漢字テストは楷書で丁寧に記すよう、くれぐれも留意しておくこと
。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 随想「少女たちの『ひろしま』」（梯久美子）
１，随想「少女たちの『ひろしま』」を読解する。表現を
的確に捉え、筆者の伝えたかったことを様々な角度から考
察し、平和の尊さについて思いをめぐらせる。

2週 随想「少女たちの『ひろしま』」（梯久美子）
3週 随想「少女たちの『ひろしま』」（梯久美子）

4週 評論「生物の多様性とは何か」（福岡伸一）
２，評論「生物の多様性とは何か」を読解する。論理の展
開を的確に捉える。キーワードに留意しながら、筆者の主
張を多角的に批評、考察する。

5週 評論「生物の多様性とは何か」（福岡伸一）
6週 評論「生物の多様性とは何か」（福岡伸一）
7週 中間試験

8週 答案返却・解説　
評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）

9週 評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）
３，評論「映像文化の変貌」を読解する。表象文化論の論
理展開を的確に捉える。筆者の主張を様々な角度から批評
、考察する。

10週 評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）
11週 評論「映像文化の変貌」（松浦寿輝）

12週 詩「小景異情」ほか（室生犀星ほか）
４，詩「小景異情」ほかを読解・鑑賞する。詩情のありか
を的確に捉える。表現に込められた感性を様々な角度から
読みとる。作者や背景に対する知識を学び、人生の意味に
ついて考える。

13週 詩「小景異情」ほか（室生犀星ほか）
14週 詩「小景異情」ほか（室生犀星ほか）

15週 期末試験

16週 答案返却・解説　諸課題
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 80 5 0 5 5 5 100
基礎的能力 80 5 0 5 5 5 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 古典文学Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0004 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 『国語総合　古典編』 （東京書籍）
担当教員 上芝 令子
到達目標
1．古文と現代文の違いを知り、古文を読む際の基礎的知識を学ぶ。
2．古文、漢文の語彙や表現を学び、日本語表現の多様性を理解する。
3．漢文訓読の基礎的知識を学習し、簡単な漢文が読めるようになる。
4．古典を通じて古人のものの見方、思想様式を学び、今日に活用しうる発想を知る
5．古文、漢文の語彙の表現を学び、日本語表現の多様性を理解する。
6．漢文訓読の知識を用いて、初歩的な漢文の文章が読めるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
古文と現代文の違いを知り、古文
を読む際の基礎的知識を学ぶこと
が的確にできる

古文と現代文の違いを知り、古文
を読む際の基礎的知識を学ぶこと
ができる

古文と現代文の違いを知り、古文
を読む際の基礎的知識を学ぶこと
ができない

評価項目2
古文、漢文の語彙や表現を学び、
日本語表現の多様性を的確に理解
できる

古文、漢文の語彙や表現を学び、
日本語表現の多様性を理解できる

古文、漢文の語彙や表現を学び、
日本語表現の多様性を理解できな
い

評価項目3
漢文訓読の基礎的知識を学習し、
簡単な漢文を読むことが的確にで
きる

漢文訓読の基礎的知識を学習し、
簡単な漢文を読むことができる

漢文訓読の基礎的知識を学習し、
簡単な漢文を読むことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
中学校での古典学習をふまえ、古典入門の授業とする。古文、漢文を理解するための基礎学力を身につけ、古人の思索
を理解することで豊かな教養を涵養する。日本語日本文化および東アジアの文化に対する深い見識を養うことを目的と
する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。適宜、課題提出も課す。

注意点
グローバル化が叫ばれる現代だからこそ、自らが立脚する日本語日本文化に対する幅広い知識、理解を持つことが肝要
となる。異文化に対する柔らかい享受の姿勢は日本古典文学の世界が培ってきた伝統である。ぜひ真摯かつ積極的に学
んでほしい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス

2週 古文入門「絵仏師良秀」（「宇治拾遺物語」）

1，古文入門
古文と現代文の違いを知る。
仮名遣い・文法・語彙を学習し、古文の骨格を理解する
品詞について学習する。
文学史的知識を身につける。

3週 古文入門「絵仏師良秀」（「宇治拾遺物語」）
4週 「絵仏師良秀」（「宇治拾遺物語」）

5週 漢文入門「訓読に親しむ（一）、（二）」
2，漢文入門
漢文を読む際に必要な知識を学ぶ。
訓読のきまり、書き下し文を学ぶ。
人口に膾炙した格言、成句に対する知識を深める。

6週 再読文字・助字・演習
7週 中間試験
8週 答案返却・解説

9週 「芥川」（「伊勢物語」）

1，古文基礎編その1
物語作品を読み、内容を理解し、鑑賞する。
文法・語彙を学習し、古典の作品世界を理解する。
用言の活用について学習する。
文学史的知識を身につける。

10週 「芥川」（「伊勢物語」）

11週 「つれづれなるままに」（「徒然草」）
2，古文基礎編その2
古典三大随筆を知り、その一端を鑑賞する。
文法・詩彙を学習し、古典世界に親しむ。
文学史的知識を身につける。

12週 故事成語「助長」

3，漢文「助長」「推敲」を読解する。
訓読のきまりに従い、正確な暮き下し文に改めることがで
きる
初歩的な漢文の内容理解ができる。
故事成語について学習する。

13週 故事成語「推敲」
14週 故事成語「推敲」
15週 期末試験
16週 答案返却・解説

評価割合
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試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 歴史総合Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0005 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 伊藤純郎ほか「高等学校日本史Ｂ」（清水書院）
担当教員 藤本 義彦
到達目標
・日本近代の外交を把握する
・ペリー来航から明治維新までの過程を把握する
・日清戦争の過程、結果について把握する
・日露戦争の過程、結果について把握する
・日本の古代中世の外交の特徴を把握する

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 日本の古代から近代の外交の特徴
を詳細に把握することができる

日本の古代から近代の外交の特徴
を把握することができる

日本の古代から近代の外交の特徴
を把握することができない

評価項目2 ペリー来航から明治時代への変遷
を詳細に理解することができる

ペリー来航から明治時代への変遷
を理解することができる

ペリー来航から明治時代への変遷
を理解することができない

評価項目3 条約改正の過程を詳細に把握する
ことができる

条約改正の過程を把握することが
できる

条約改正の過程を把握することが
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 日本近代の歴史を政治・外交の面に力点をおきながら学習する。また、重要な問題については古代・中世に遡って学習

し理解を深める。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義中心。参考にビデオ視聴する。

注意点 日頃から本や新聞などを読んで、社会問題・時事問題に興味をもつようにしてください。「歴史」は暗記科目ではあり
ません。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 呉の歴史１（戦艦大和） 地元呉に関る歴史について学ぶ
2週 呉の歴史２（戦艦大和） 戦艦大和建造の意味について理解する
3週 古代・中世の外交（１） 古代中世の外交で主に中国との関係を理解する
4週 古代・中世の外交（２） 古代中世の外交で主にアジアの国々との関係を理解する
5週 古代・中世の外交（３） 古代中世の外交で主に欧州の国々との関係を理解する
6週 鎖国 江戸時代の初期の外交・鎖国について理解する
7週 中間試験
8週 外国船の来航 江戸時代後期の外国船の来航や蘭学について理解する
9週 ペリー来航（１） 幕末の米国の日本接近について理解する
10週 ペリー来航（２） 開国の結果、影響について理解する
11週 条約改正 条約改正について理解する
12週 近代以前の戦争 近代以前の戦いについて理解する
13週 日清戦争 日清戦争の原因、経過、結果について理解する
14週 日露戦争 日露戦争の原因、経過、結果について理解する
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 75 20 0 5 0 0 100
基礎的能力 75 20 0 5 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 歴史総合Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0006 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 伊藤純郎ほか「高等学校日本史Ｂ」（清水書院）
担当教員 藤本 義彦
到達目標
・１９～２０世紀の世界の情勢について理解する
・第１次大戦から第２次大戦の過程を把握する
・２０世紀人々の生活・文化の特徴を把握する
・民族問題について把握する
・冷戦構造の特徴を把握する
・植民地独立の過程を把握する
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 帝国主義の時代を詳細に把握する
ことができる

帝国主義の時代を把握することが
できる

帝国主義の時代を把握することが
できない

評価項目2
第１次大戦から第２次大戦の時代
への変遷を詳細に理解することが
できる

第１次大戦から第２次大戦の時代
への変遷を理解することができる

第１次大戦から第２次大戦の時代
への変遷を理解することができな
い

評価項目3 第２次大戦後の世界の情勢を詳細
に把握することができる

第２次大戦後の世界の情勢を把握
することができる

第２次大戦後の世界の情勢を把握
することができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 １９世紀から２０世紀の歴史を政治・社会・文化の面に力点をおきながら学習する。また、現代にも通じる問題につい

ては教科書にとらわれることなく、より詳しく論じる。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義中心。参考にビデオ視聴する。

注意点 日頃から本や新聞などを読んで、社会問題・時事問題に興味をもつようにしてください。「歴史」は暗記科目ではあり
ません。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 第１次世界大戦（１） 第１次大戦の原因、経過について理解する
2週 第１次世界大戦（２） 第１次世界大戦の結果について理解する
3週 １９２０年代のアメリカ 第１次大戦後のアメリカの状況について知る
4週 世界恐慌 世界恐慌の原因、経過、結果について理解する

5週 ナチスとヒトラー（１） 世界恐慌後のドイツの状況、ナチスの台頭について理解す
る

6週 ナチスとヒトラー（２） 第２次大戦中のドイツの動向について理解する
7週 中間試験
8週 ユダヤ人 ユダヤ人の迫害、イスラエルの誕生について学ぶ
9週 大正デモクラシー 日本の政党政治について理解する

10週 満州事変 満州事変から満州国の成立、日本の孤立化について理解す
る

11週 太平洋戦争（１） 太平洋戦争に至る過程、真珠湾攻撃について学ぶ
12週 太平洋戦争（２） ミッドウェー海戦から日本の敗戦に至る過程を理解する
13週 植民地の独立 インドの独立とガンディーについて学ぶ
14週 冷戦 第２次大戦後の米ソの対立について理解する
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 75 20 0 5 0 0 100
基礎的能力 75 20 0 5 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0007 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 PRO-VISION English Communication Ⅰ New Edition（桐原書店），PRO-VISION English CommunicationⅠ New
Edition Workbook（桐原書店），MEW Exercise Book Core 500（いいずな書店）他

担当教員 柿元 麻理恵
到達目標
１．教科書の新出語句や重要表現を覚え，使うことができる。
２．教科書の内容を理解し，正確かつ適切に音読することができる。
３．英語で聴いた内容を理解し，正確かつ適切に応答することができる。
４．副教材（『MEW Exercise Book Core 500』）の語句を覚え，正確かつ適切に使うことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 教科書の新出語句や重要語句を覚
え，適切に使うことができる。

教科書の新出語句や重要語句を覚
え，使うことができる。

教科書の新出語句や重要語句を覚
えることができず，使うこともで
きない。

評価項目2 教科書の内容を理解し，正確かつ
適切に音読することができる。

教科書の内容を理解し，正確もし
くは適切音読することができる。

教科書の内容を理解し，正確かつ
適切に音読することができない。

評価項目3
英語で聴いた内容を理解し，正確
かつ適切に応答することができる
。

英語で聴いた内容を理解し，正確
もしくは適切に応答することがで
きる。

英語で聴いた内容を理解し，正確
かつ適切に応答することができな
い。

評価項目4
副教材（『MEW Exercise Book
Core 500』）の語句を覚え，正確
かつ適切に使うことができる。

副教材（『MEW Exercise Book
Core 500』）の語句を覚え，使う
ことができる。

副教材（『MEW Exercise Book
Core 500』）の語句を覚え，使う
ことができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 言語運用の４技能（読む・書く・聞く・話す）のうち，特に「読む」および「聞く」を重点的に向上させることを目的

とする。テキストの音読と精読を通して読解力の育成を図るとともに，語彙や表現を身につけることを目的とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

単語テストを毎回実施する。
各Lessonが終わったら，単元末テストを行う。
リスニング演習，速読演習を適宜行う。

注意点 テキストだけでなく辞書も必ず持参して活用すること。毎回必ず予習をして授業に臨むこと。
６月に行う英語統一試験で所定のスコア以上の得点であった場合，加点を行う。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
概要説明
LESSON 1 The Power of Vision and Hard Work
単語テスト

2週 LESSON 1 The Power of Vision and Hard Work
単語テスト

3週 LESSON 1 The Power of Vision and Hard Work
単語テスト

4週 LESSON 2 Oh Bento!
単語テスト

5週  LESSON 2 Oh Bento!
単語テスト

6週  LESSON 2 Oh Bento!
単語テスト

7週 中間試験

8週
試験返却，解説
LESSON 3 The Sky’s Your Only Limit
単語テスト

9週 LESSON 3 The Sky’s Your Only Limit
単語テスト

10週 LESSON 3 The Sky’s Your Only Limit
単語テスト

11週 LESSON 3 The Sky’s Your Only Limit
単語テスト

12週 LESSON 4 Beavers, Engineers of the Forest
単語テスト

13週 LESSON 4 Beavers, Engineers of the Forest
単語テスト

14週 LESSON 4 Beavers, Engineers of the Forest
単語テスト

15週 期末試験
16週 成績返却，解説

評価割合
試験 単語テスト 単元末テスト 提出物 出席 その他 合計
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総合評価割合 50 30 10 5 5 0 100
基礎的能力 50 30 10 5 5 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0008 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 PRO-VISION English Communication Ⅰ New Edition（桐原書店），PRO-VISION English CommunicationⅠ New
Edition Workbook（桐原書店），MEW Exercise Book Days 1200（いいずな書店）他

担当教員 柿元 麻理恵
到達目標
１．教科書の新出語句や重要表現を覚え，使うことができる。
２．教科書の内容を理解し，正確かつ適切に音読することができる。
３．英語で聴いた内容を理解し，正確かつ適切に応答することができる。
４．副教材（『MEW Exercise Book Days 1200』）の語句を覚え，正確かつ適切に使うことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 教科書の新出語句や重要語句を覚
え，適切に使うことができる

教科書の新出語句や重要語句を覚
え，使うことができる。

教科書の新出語句や重要語句を覚
えることができず，使うこともで
きない

評価項目2 教科書の内容を理解し，正確かつ
適切に音読することができる。

教科書の内容を理解し，正確もし
くは適切音読することができる。

教科書の内容を理解し，正確かつ
適切に音読することができない。

評価項目3
英語で聴いた内容を理解し，正確
かつ適切に応答することができる
。

英語で聴いた内容を理解し，正確
もしくは適切に応答することがで
きる。

英語で聴いた内容を理解し，正確
かつ適切に応答することができな
い。

評価項目4
副教材（『MEW Exercise Book
Days 1200』）の語句を覚え，正
確かつ適切に使うことができる。

副教材（『MEW Exercise Book
Days 1200』）の語句を覚え，使
うことができる。

副教材（『MEW Exercise Book
Days 1200』）の語句を覚え，使
うことができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 言語運用の４技能（読む・書く・聞く・話す）のうち，特に「読む」および「聞く」を重点的に向上させることを目的

とする。テキストの音読と精読を通して読解力の育成を図るとともに，語彙や表現を身につけることを目的とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

単語テストを毎回実施する。
各Lessonが終わったら，単元末テストを行う。
リスニング演習，速読演習を適宜行う。

注意点 テキストだけでなく辞書も必ず持参して活用すること。毎回必ず予習をして授業に臨むこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週
夏休み明け課題試験
LESSON 5 Chocolate: A Story of Dark and Light
単語テスト

2週 LESSON 5 Chocolate: A Story of Dark and Light
単語テスト

3週 LESSON 5 Chocolate: A Story of Dark and Light
単語テスト

4週 LESSON 6 The Power of Music to Change Young Lives
単語テスト

5週 LESSON 6 The Power of Music to Change Young Lives
単語テスト

6週 LESSON 6 The Power of Music to Change Young Lives
単語テスト

7週 中間試験

8週
試験返却，解説
LESSON 7 Talking Plants
単語テスト

9週 LESSON 7 Talking Plants
単語テスト

10週 LESSON 7 Talking Plants
単語テスト

11週 LESSON 8 One Pen Can Change the World
単語テスト

12週 LESSON 8 One Pen Can Change the World
単語テスト

13週 LESSON 8 One Pen Can Change the World
単語テスト

14週 LESSON 8 One Pen Can Change the World
単語テスト

15週 期末試験
16週 成績返却，解説

評価割合
試験 単語テスト 単元末テスト 提出物 出席 その他 合計

総合評価割合 50 30 10 5 5 0 100
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基礎的能力 50 30 10 5 5 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語表現Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0009 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材
『総合英語 Evergreen』，『総合英語Evergreen English Grammar 23 Lessons』，『総合英語Evergreen English
Grammar 23 Lessons Workbook』(いいずな書店），即戦ゼミ11 大学入試 ベストポイント 英語頻出問題 740［最新
三訂版］（桐原書店）

担当教員 大森 誠
到達目標
講義や演習を通じて，英文法の基本的特性を正確に理解し，適切に表現することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 新出語句・表現を覚え，英文の中
で適切に使うことができる。

新出語句・表現を覚え，英文の中
で使うことができる。

新出語句・表現を覚え，英文の中
で使うことができない。

評価項目2
英文法の基本的特性を正確に理解
し，適切に表現することができる
。

英文法の基本的特性を理解し，表
現することができる。

英文法の基本的特性を理解できず
，表現することができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 中学校で学習した英文法内容を基盤とし，講義や演習をとおして，基礎的な英語表現力を身につける。

授業の進め方と授業内
容・方法

毎回，課題プリント（宿題）を課す。
前時学習した範囲での小テストを課す。
１つの文法項目が終わるごとに，ベストポイント740をもとに単元末テストを行う。

注意点

英文法の授業について：
予習では，文法書（Evergreen）を読み，概要を理解しておくこと。
復習は，教科書問題，課題プリントおよび Workbookに取り組むこと。
授業での疑問点や不明な点があれば，積極的に教員室に来て質問をすること。
定期試験後の成績は，評価割合に基づいた累積の評価点を提示する。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
授業の概要説明
Intro 1 文の成り立ち
Intro 2 文の種類（１）
Intro 3 文の種類（２）

2週 Intro 4 動詞と文型（１）
Intro 5 動詞と文型（２） 小テスト

3週 Lesson 1　動詞と時制（１）
Lesson 2　動詞と時制（２） 小テスト

4週 Lesson 3　動詞と時制（３） 小テスト

5週 Lesson 4　完了形（１）
Plus　完了形 小テスト

6週 Lesson 5　完了形（２） 小テスト
7週 中間試験 Workbookの提出

8週 答案返却，解説
Lesson 6　助動詞（１）

小テスト
ベストポイント740テスト（第２章）

9週 Lesson 7　助動詞（２）
Plus 助動詞 小テスト

10週 Lesson 8　態（１）
Lesson 9　態（２）

小テスト
ベストポイント740テスト（第３章）

11週 Plus 態 小テスト

12週 Lesson 10　不定詞（１）
Lesson 11　不定詞（２）

小テスト
ベストポイント740テスト（第７章）

13週 Lesson 12　不定詞（３）
Plus 不定詞① 小テスト

14週 Plus 不定詞② 小テスト
15週 期末試験 Workbookの提出

16週 答案返却・解答説明
夏休み課題の指示

小テスト
ベストポイント740テスト（第４章）

評価割合
試験 小テスト 単元末テスト 提出物 出席 その他 合計

総合評価割合 60 20 10 10 0 0 100
基礎的能力 60 20 10 10 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語表現Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0010 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材
『総合英語 Evergreen』，『総合英語Evergreen English Grammar 23 Lessons』，『総合英語Evergreen English
Grammar 23 Lessons Workbook』(いいずな書店），即戦ゼミ11 大学入試 ベストポイント 英語頻出問題 740［最新
三訂版］（桐原書店）

担当教員 大森 誠
到達目標
講義や演習を通じて，英文法の基本的特性を正確に理解し，適切に表現することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 新出語句・表現を覚え，英文の中
で適切に使うことができる。

新出語句・表現を覚え，英文の中
で使うことができる。

新出語句・表現を覚え，英文の中
で使うことができない。

評価項目2
英文法の基本的特性を正確に理解
し，適切に表現することができる
。

英文法の基本的特性を理解し，表
現することができる。

英文法の基本的特性を理解できず
，表現することができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 中学校で学習した英文法内容を基盤とし，講義や演習をとおして，基礎的な英語表現力を身につける。

授業の進め方と授業内
容・方法

毎回，課題プリント（宿題）を課す。
前時学習した範囲での小テストを課す。
１つの文法項目が終わるごとに，ベストポイント740をもとに単元末テストを行う。

注意点

英文法の授業について：
予習では，文法書（Evergreen）を読み，概要を理解しておくこと。
復習は，教科書問題，課題プリントおよび Workbookに取り組むこと。
授業での疑問点や不明な点があれば，積極的に教員室に来て質問をすること。
定期試験後の成績は，評価割合に基づいた累積の評価点を提示する。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週
夏休み明け課題試験
Lesson 13　動名詞
Plus 動名詞

2週 Plus 動名詞と不定詞 小テスト

3週 Lesson 14　分詞（１）
Lesson 15　分詞（２）

小テスト
ベストポイント740テスト（第５章）

4週 Lesson 16 分詞（３） 小テスト
5週 Plus 分詞 小テスト

6週 Lesson 17　比較（１）
Lesson 18　比較（２）

小テスト
ベストポイント740テスト（第６章）

7週 Plus 比較 小テスト
8週 中間試験 Workbookの提出

9週 答案返却，解説
Lesson 19　関係詞（１）

小テスト
ベストポイント740テスト（第10章）

10週 Lesson 20　関係詞（２） 小テスト

11週 Lesson 21　関係詞（３）
Plus 関係詞 小テスト

12週 第22章　仮定法（１） 小テスト
ベストポイント740テスト（第11章）

13週 第23章　仮定法（２） 小テスト
14週 Plus 仮定法 小テスト
15週 期末試験 Workbookの提出

16週 答案返却・解答説明
春休み課題の指示

小テスト
ベストポイント740テスト（第12章）

評価割合
試験 小テスト 単元末テスト 提出物 出席 その他 合計

総合評価割合 60 20 10 10 0 0 100
基礎的能力 60 20 10 10 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 保健
科目基礎情報
科目番号 0011 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 和唐正勝ほか『最新高等保健体育』（大修館書店）
担当教員 丸山 啓史
到達目標
1．現代の健康のとらえ方について理解でき，自らの健康にかかわる意志決定・行動選択ができる。
2．生活習慣病の予防について理解できる
3．喫煙・飲酒が健康に及ぼす影響とその要因・対策について理解できる。
4．薬物の種類とその健康への影響について理解できる。
5．エイズ・性感染症の現状の理解とその予防をすることができる。
6．応急手当の意義やその基本，心肺蘇生法の理論を理解し．実践することができる。
7．思春期における性意識を理解し，適切な性行動を選択することができる。
8．妊娠・出産のメカニズムについて理解できる。
9．避妊法と人工妊娠絶について理解できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
現代の健康のとらえ方について理
解でき，自らの健康にかかわる意
志決定・行動選択が適切にできる

現代の健康のとらえ方について理
解でき，自らの健康にかかわる意
志決定・行動選択ができる

現代の健康のとらえ方について理
解でき，自らの健康にかかわる意
志決定・行動選択ができない

評価項目2 生活習慣病の予防について適切に
理解できる

生活習慣病の予防について理解で
きる

生活習慣病の予防について理解で
きない

評価項目3
喫煙・飲酒が健康に及ぼす影響と
その要因・対策について適切に理
解できる

喫煙・飲酒が健康に及ぼす影響と
その要因・対策について理解でき
る

喫煙・飲酒が健康に及ぼす影響と
その要因・対策について理解でき
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるようにし，生涯を通じて自らの健康を適切に管理し，改善

していくための資質や能力を育てる。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする

注意点
現在及び将来の生活を健康で安全に暮らしていくための大切な授業です。質問がある場合には，放課後やオフィスアワ
ーを利用して積極的に質問に来てください。予習としては．事前に教科書に目を通し，疑問点を明確にしておくことで
す。授業では，講義内容や板書の内容を理解し，理解できない点は随時質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション
2週 現代社会と健康 健康の考え方と成り立ち
3週 現代社会と健康 私たちの健康のすがた
4週 現代社会と健康 生活習慣病とその予防

5週 現代社会と健康
応急手当の意義とその基本
日常的な応急手当
心肺蘇生法の原理とおこない方

6週 現代社会と健康 喫煙と健康
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 現代社会と健康 飲酒と健康
10週 現代社会と健康 薬物乱用と健康
11週 生涯を通じる健康 感染症とその予防，性感染症・エイズ予防
12週 生涯を通じる健康 思春期と健康
13週 生涯を通じる健康 性への関心・欲求と性行動

14週 生涯を通じる健康 妊娠・出産と健康
避妊法と人工妊娠中絶

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 体育Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0012 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 佐賀野 健
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．バレーボールの個人的技能をゲームで生かすことができる。
3．バレーボールの集団的技能をゲームで生かすことができる。
4．バレーボールのゲームを企画・運営ができる。
5．バスケットボールの個人的技能をゲームで生かすことができる。
6．バスケットボールの集団的技能をゲームで生かすことができる
7．バスケットボールのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 バレーボールの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

バレーボールの技能をゲームで生
かすことができる

バレーボールの技能をゲームで生
かすことができない

評価項目3 バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことが適切にできる

バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことができる

バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ．運動能力を高
める自己診断資料とする。協調性と安全・確実・敏速に行動ができるような態度を養う。ゲームに必要な個人的技能や
集団的技能を高め，技能の程度に応じた作戦を工夫してゲームができるようにするとともに，得点や勝敗を競う過程や
結果に喜びや楽しさを味わう。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション・新体カテスト
1．新体カテスト
新体カテストの測定項目を理解し、正しい測定を実施でき
る
自らの得点を集計し、自己評価できる

2週 新体カテスト
3週 新体カテスト

4週 集団行動・体育祭の種目
2．体育祭種目
体育祭種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実施で
きる

5週 集団行動・体育祭の種目

6週 バレーボール

3．バレーボール
バレーボールの技術・ルールを理解し、学習した審判法を
基準に体育で実践するバレーボール試合の審判ができる
サーブ、オーバーハンドレシーブ、アンダーハンドレシー
ブ、スパイクを代表とする個人技能を修得し、試合で実践
できる。

7週 バレーボール
8週 バレーボール
9週 バレーボール
10週 バレーボール
11週 バレーボール
12週 バレーボール
13週 バレーボール
14週 バレーボール・スキルテスト
15週 バレーボール・スキルテスト
16週 バレーボール・スキルテスト

後期
1週 球技大会の種目

4．球技大会種目の練習
球技大会の種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実
施できる

2週 球技大会の種目
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3週 バスケットボール

5バスケットボール
バスケットボールの技術・ルールを理解し、学習した審判
法を基準に体育で実践するバスケットボール試合の審判が
できる
ゴール下シュート、レイアップ、セットシュート、ドリブ
ル、チェストパスを代表とする個人技能を修得し、試合で
実践できる。

4週 バスケットボール
5週 バスケットボール
6週 バスケットボール
7週 バスケットボール
8週 バスケットボール
9週 バスケットボール
10週 バスケットボール
11週 バスケットボール
12週 バスケットボール

13週 持久走 6．持久走
長距離走の特性を理解し、駅伝大会で実践できる

14週 バスケットボール・スキルテスト
15週 バスケットボール・スキルテスト
16週 バスケットボール・スキルテスト

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学ＡⅠ
科目基礎情報
科目番号 0013 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 4
教科書/教材 新井一道　他著「新基礎数学」（大日本図書）
担当教員 赤池 祐次
到達目標
１．いろいろな数と式について四則計算ができること
２．いろいろな方程式，不等式が解け，また証明ができる
３．２次関数の性質を理解し，グラフがかけること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 いろいろな数と式について四則計
算が適切にできる

いろいろな数と式について四則計
算ができる

いろいろな数と式について四則計
算ができない

評価項目2 方程式，不等式が解け，証明が適
切にできる

方程式，不等式が解け，証明がで
きる

方程式，不等式が解けず，証明が
できない

評価項目3 ２次関数の性質を理解し，グラフ
が適切に描くことができる。

２次関数の性質を理解し，グラフ
が描くことができる。

２次関数の性質を理解できず，グ
ラフが描けない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
中学校の数学をもとにして，高専数学のための基礎づくりを目的としています。整式の計算から入り，方程式や不等式
，2次関数などを学習し，数学的な考え方や計算技術などの習得を目指します。就職・進学に必ず必要となる基礎学力を
身につけるものです。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点

これから学んでいく数学および専門科目の基礎中の基礎なので，分からないところを残しておくと進級が難しくなりま
す。基本的なことから始めて授業を進める予定です。数学の学習は授業内容を復習し，実際に自分で手を動かして問題
を解いてみることが大事です。もし，授業を聴いてわからないところはどんどん質問してください。随時質問は受け付
けます。
中学校の数学から引き続き勉強する広い数学の世界を楽しんで行ってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 整式の計算 整式の加減乗除の計算や、式の展開ができる。
2週 因数分解 整式の因数分解ができる。

3週 剰余の定理と因数定理 因数定理等を利用して、4次までの簡単な整式の因数分解が
できる。

4週 分数式、複素数 分数式の加減乗除の計算ができ、また実数、平方根、複素
数の基本的な計算ができる。

5週 ２次方程式 解の公式等を利用して、2次方程式を解くことができる。

6週 いろいろな方程式
因数定理等を利用して、基本的な高次方程式を解くことが
でき、また簡単な連立方程式、無理方程式・分数方程式を
解くことができる。

7週 中間試験

8週 恒等式 恒等式と方程式の違いを区別でき、部分分数への分解等が
できる。

9週 等式の証明 等式の証明ができる。
10週 不等式 1次不等式や2次不等式を解くことができる。

11週 ２次関数のグラフ, 2次関数と２次方程式 2次関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、最大値
・最小値を求めることができる。

12週 ２次不等式 2次関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、最大値
・最小値を求めることができる。

13週 集合・命題 集合と命題について理解できる。

14週 命題の証明 必要条件、十分条件について理解し、背理法を用いた証明
ができる。

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 75 0 0 0 25 0 100
基礎的能力 75 0 0 0 25 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学ＡⅡ
科目基礎情報
科目番号 0014 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 新井一道　他著「新基礎数学」（大日本図書）
担当教員 赤池 祐次
到達目標
１．べき関数，分数関数，無理関数などのグラフがかけること。
２．指数関数，対数関数の性質を理解し，グラフがかけること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
べき関数，分数関数，無理関数な
どのグラフをかくことが適切にで
きる

べき関数，分数関数，無理関数な
どのグラフをかくことができる

べき関数，分数関数，無理関数な
どのグラフをかくことができない

評価項目2
指数関数，対数関数の性質を理解
し，グラフをかくことが適切にで
きる

指数関数，対数関数の性質を理解
し，グラフをかくことができる

指数関数，対数関数の性質を理解
できず，グラフをかくことができ
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 基礎数学AⅠに続き，高専数学のための基礎づくりを目的としている。べき関数，分数関数，無理関数，逆関数，指数関

数，対数関数などを学習し，数学的な考え方や計算技術などの習得を目指す。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点

これから学んでいく数学および専門科目の基礎中の基礎なので，分からないところを残しておくと進級が難しくなりま
す。基本的なことから始めて授業を進める予定です。数学の学習は授業内容を復習し，実際に自分で手を動かして問題
を解いてみることが大事です。もし，授業を聴いてわからないところはどんどん質問してください。随時質問は受け付
けます。
基礎数学AⅠから引き続き勉強する広い数学の世界を楽しんで行ってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 いろいろな関数 べき関数や分数関数の性質を理解し、グラフをかくことが
できる。

2週 いろいろな関数 べき関数や分数関数の性質を理解し、グラフをかくことが
できる。

3週 いろいろな関数 べき関数や分数関数や無理関数の性質を理解し、グラフを
かくことができる。

4週 いろいろな関数 べき関数や分数関数や無理関数の性質を理解し、グラフを
かくことができる。

5週 いろいろな関数 簡単な場合について、関数の逆関数を求め、そのグラフを
かくことができる。

6週 いろいろな関数 簡単な場合について、関数の逆関数を求め、そのグラフを
かくことができる。

7週 指数関数・対数関数 指数関数の定義・基本性質を理解できる。
対数の意味を理解し、定義・基本性質を理解できる。

8週 中間試験

9週 指数関数・対数関数 指数関数のグラフをかくことができ、指数関数を含む簡単
な方程式を解くことができる。

10週 指数関数・対数関数 指数関数のグラフをかくことができ、指数関数を含む簡単
な方程式を解くことができる。

11週 指数関数・対数関数 対数の意味を理解し、対数を利用した計算ができる。

12週 指数関数・対数関数 対数の意味を理解し、底の変換公式などを用いて対数の計
算ができる。

13週 指数関数・対数関数 対数関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、対数
関数を含む簡単な方程式を解くことができる。

14週 指数関数・対数関数
対数関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、対数
関数を含む簡単な方程式を解くことができ、
常用対数表を利用できる。

15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 75 0 0 0 25 0 100
基礎的能力 75 0 0 0 25 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学ＢⅠ
科目基礎情報
科目番号 0015 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 新井一道　他著「新基礎数学」（大日本図書）
担当教員 岡中 正三
到達目標
１．座標平面における点と直線，2直線の関係を理解し，問題が解ける。
２．２次曲線の問題が解ける。不等式の表す領域が図示できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
座標平面における点と直線，2直線
の関係を理解し，問題を解くこと
が適切にできる

座標平面における点と直線，2直線
の関係を理解し，問題を解くこと
ができる

座標平面における点と直線，2直線
の関係を理解せず，問題を解くこ
とができない

評価項目2 ２次曲線，不等式の問題が適切に
解ける ２次曲線，不等式の問題が解ける ２次曲線，不等式の問題が解けな

い
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 中学校で学んだ数学に続いて平面図形（直線や２次曲線）の方程式を学ぶ。就職・進学に必ず必要となる基礎学力を身

につける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点
これから学んでいく数学および工学の基礎なので，分からないところを残しておくと進級してから大変苦労します。答
えが正しいというだけでは駄目で，答えを出すまでを正しく記述することが大切です。授業をしっかり聞き，「なぜこ
うなるか」を自分の頭で考え，自分で問題を解くようにしましょう。わからない場合は積極的に質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 点と直線 ２点間の距離
2週 直線の方程式 直線の方程式
3週 直線の方程式 直線の方程式
4週 ２直線の関係 ２直線の関係
5週 ２直線の関係 ２直線の関係
6週 円 円
7週 中間試験
8週 楕円 円
9週 双曲線 双曲線
10週 放物線 放物線
11週 ２次曲線と直線 ２次曲線と直線の関係
12週 ２次曲線と直線 ２次曲線と直線の関係
13週 不等式と領域 不等式が表す領域
14週 不等式と領域 不等式が表す領域
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学ＢⅡ
科目基礎情報
科目番号 0016 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 新井一道　他著「新基礎数学」（大日本図書）
担当教員 岡中 正三
到達目標
１．場合の数が計算できる
２．数列の一般項，和が計算できる。およびそれらに関係することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1 場合の数が適切に計算できる 場合の数が計算できる 場合の数が計算できない

評価項目2 数列の一般項，和が適切に計算で
きる 数列の一般項，和が計算できる 数列の一般項，和が計算できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 前期で学んだ基礎数学BIに続き，場合の数，数列に関することなどを学ぶ。就職・進学に必ず必要となる基礎学力を身

につける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点
これから学んでいく数学および工学の基礎なので，分からないところを残しておくと進級してから大変苦労します。答
えが正しいというだけでは駄目で，答えを出すまでを正しく記述することが大切です。授業をしっかり聞き，「なぜこ
うなるか」を自分の頭で考え，自分で問題を解くようにしましょう。わからない場合は積極的に質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 場合の数 積の法則，和の法則
2週 順列 順列
3週 組み合わせ 組み合わせ
4週 いろいろな順列 いろいろな順列
5週 いろいろな順列 いろいろな順列
6週 二項定理 二項定理
7週 二項定理 二項定理
8週 中間試験
9週 数列・等差数列 数列・等差数列
10週 等比数列 等比数列
11週 数列の和 数列の和
12週 数列の和 数列の和
13週 漸化式と数学的帰納法 漸化式と数学的帰納法
14週 漸化式と数学的帰納法 漸化式と数学的帰納法
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 基礎数学C
科目基礎情報
科目番号 0017 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 新井一道他著「新基礎数学」（大日本図書），高遠節夫他「新線形代数」（大日本図書）
担当教員 影山 優
到達目標
1. 三角比を理解し、その応用ができること
2. ベクトル定義を理解し、ベクトルの基本的な計算ができること
3. ベクトルの平行・垂直条件を利用することができること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 三角比を理解し、その応用が適切
にできる

三角比を理解し、その応用ができ
る

三角比を理解できず、その応用が
できない

評価項目2 ベクトルの演算が適切にできる ベクトルの演算ができる ベクトルの演算ができない
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 基礎数学AⅠに続き，高専数学のための基礎づくりを目的としている。三角比、力学などで重要なベクトルなどを学習し

，数学的な考え方や計算技術などの習得を目指す。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜，小テストや課題レポートを課す。

注意点
これから学んでいく数学および専門科目の基礎的な内容を学習します。分からないところを残しておくと進級が難しく
なります。基本的なことから始めて授業を進める予定です。数学の学習は授業内容を復習し，実際に自分で手を動かし
て問題を解いてみることが大事です。もし，授業を聴いてわからないところはどんどん質問してください。随時質問は
受け付けます。基礎数学AⅠから引き続き勉強する広い数学の世界を楽しんで行ってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 三角比とその応用 三角比を理解し、鋭角の場合について、三角比を求めるこ
とができる。

2週 三角比とその応用 三角比を理解し、鈍角の場合について、三角比を求めるこ
とができる。

3週 三角比とその応用
4週 三角比とその応用 正弦定理，余弦定理を用いた計算ができる。
5週 三角比とその応用
6週 三角比とその応用 三角形への応用ができる。
7週 三角比とその応用
8週 中間試験
9週 平面ベクトル 有向線分による表示
10週 平面ベクトル ベクトルの和・差、実数倍
11週 平面ベクトル 内積
12週 平面ベクトル 内分点のベクトル表示
13週 平面ベクトル 直線と円のベクトル方程式
14週 平面ベクトル
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 物理Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0018 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 改訂版 総合物理Ⅰ (数研出版)，2019 セミナー基礎物理＋物理（第一学習社），フォローアップドリル物理基礎「運動
の表し方・力・運動方程式」

担当教員 小林 正和
到達目標
全ての学習項目について，知識を身につけ関係する計算ができるようになる。
全ての学習項目について，現象・式を理解して説明ができるようになる。
全ての学習項目について，物理に関する知識・理解を他の場面で使えるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
全ての学習項目について，広い知
識を身につけ関係する計算ができ
る

全ての学習項目について，知識を
身につけ関係する計算ができる

一部または全ての学習項目につい
て，知識を身につけ関係する計算
ができない

評価項目2
全ての学習項目について，より広
く・深く現象・式を理解して，よ
りよく説明ができるようになる

全ての学習項目について，現象・
式を理解して，説明ができるよう
になる

一部または全ての学習項目につい
て，現象・式を十分に理解してお
らず，十分な説明ができない

評価項目3
全ての学習項目について，物理に
関する知識・理解を，他のより広
い場面で使うことができる

全ての学習項目について，物理に
関する知識・理解を，他の場面で
使うことができる

一部または全ての学習項目につい
て，物理に関する知識・理解を
，他の場面で使うことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物理は「今起こっていることを説明する」のが目的の学問です。この科目では，高専で学ぶ物理分野のうち，力学に
ついて扱います。力学に関係する基本的な概念および法則を理解し，自然界のさまざまな物理現象と基本的な概念を結
びつけ，自分で考えられるようになることを目的とします。

授業の進め方と授業内
容・方法 　講義および演習を基本とします。適宜，小テストや課題を課す他，実験を行います。

注意点

　これから学んでいく物理および専門科目の基礎となる科目です。最初は，これまで学習してきた科目との勉強方法や
考え方の違いに戸惑うことでしょう。だからといって分からないところをそのままにしておくと，進級が難しくなるか
，進級できても専門科目の授業についていけなくなります。この違いを乗り越えるには，授業をただ聞いているだけで
は足りないということを，まずは理解しましょう。
　授業では自分で学習するための基本事項を説明しますが，物理の学習は授業内容を復習する他，実際に自分で手を動
かして問題を解くことで理解の確認と定着を進めることが極めて重要です。授業を聞いていて分からないところは，授
業中でもどんどん質問してください。自宅学習で分からないところがあった場合には，教員室に質問に来てください。
　必要な既学習内容を理解していない場合には，補習等をおこなう場合があります。
　自然界のさまざまな物理現象を理解する考え方を学ぶことで，専門科目を勉強するハードルが大きく下がるだけでな
く，世界の見え方がガラリと変わります。物理の学習を通じて，これらを楽しんでいってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 授業説明・物理の学習 物理の授業の進め方・学習方法について理解できる
2週 速さと等速直線運動・変位 速さと等直線運動，変位について説明できる

3週 速度・平均の速度と瞬間の速度・速度の合成 速度と平均・瞬間の速度について説明できる
合成速度を求めることができる

4週 相対速度・加速度 相対速度を求めることができる
加速度について説明できる

5週 等加速度直線運動
等加速度直線運動について説明できる
等加速度直線運動の公式を用いて，物体の変位や速度等に
関する計算ができる

6週 自由落下・鉛直投射
重力加速度について説明できる
自由落下および鉛直投射された物体の変位や速度等に関す
る計算ができる

7週 中間試験

8週 水平投射・斜方投射 水平投射および斜方投射された物体の変位や速度等に関す
る計算ができる

9週 力・いろいろな力
力について説明できる
重力・張力・垂直抗力・弾性力について説明できる
フックの法則を用いて，弾性力の大きさを求めることがで
きる

10週 力の合成・分解・力のつりあい
物体に作用する力を図示することができる
力の合成と分解をすることができる
質点にはたらく力のつりあいの問題を解くことができる

11週 作用と反作用 作用と反作用の関係について，具体例を挙げて説明できる
12週 慣性の法則・運動の法則 慣性の法則および運動の法則について説明できる

13週 運動方程式・重さと質量 運動の法則を運動方程式で表すことができる
重さと質量の違いについて説明できる

14週 運動方程式の応用 １物体および２物体の運動方程式を用いた計算ができる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
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定期試験 ポートフォリオ 合計
総合評価割合 80 20 100
基礎的能力 80 20 100
専門的能力 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 物理Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0019 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 改訂版 総合物理Ⅰ (数研出版)，2019 セミナー基礎物理＋物理（第一学習社），フォローアップドリル物理基礎「仕事
とエネルギー・熱」

担当教員 小林 正和
到達目標
全ての学習項目について、知識を身につけ関係する計算ができるようになる。
全ての学習項目について、現象・式を理解して、説明ができるようになる。
全ての学習項目について、物理に関する知識・理解を、他の場面で使えるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
全ての学習項目について、広い知
識を身につけ関係する計算ができ
る

全ての学習項目について、知識を
身につけ関係する計算ができる

一部または全ての学習項目につい
て、知識を身につけ関係する計算
ができない

評価項目2
全ての学習項目について、より広
く・深く現象・式を理解して、よ
りよく説明ができるようになる。

全ての学習項目について、現象・
式を理解して、説明ができるよう
になる。

一部または全ての学習項目につい
て、現象・式を十分に理解してお
らず、十分な説明ができない。

評価項目3
全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他のより広
い場面で使うことができる。

全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他の場面で
使うことができる。

一部または全ての学習項目につい
て、物理に関する知識・理解を、
他の場面で使うことができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物理は「今起こっていることを説明する」のが目的の学問です。この科目では，物理Ⅰ に引き続き，高専で学ぶ物理
分野のうち力学について扱います。力学に関係する基本的な概念および法則を理解し，自然界のさまざまな物理現象と
基本的な概念を結びつけ，自分で考えられるようになることを目的とします。

授業の進め方と授業内
容・方法 　講義および演習を基本とします。適宜，小テストや課題を課す他，実験を行います。

注意点

　これから学んでいく物理および専門科目の基礎となる科目です。最初は，これまで学習してきた科目との勉強方法や
考え方の違いに戸惑うことでしょう。だからといって分からないところをそのままにしておくと，進級が難しくなるか
，進級できても専門科目の授業についていけなくなります。この違いを乗り越えるには，授業をただ聞いているだけで
は足りないということを，まずは理解しましょう。
　授業では自分で学習するための基本事項を説明しますが，物理の学習は授業内容を復習する他，実際に自分で手を動
かして問題を解くことで理解の確認と定着を進めることが極めて重要です。授業を聞いていて分からないところは，授
業中でもどんどん質問してください。自宅学習で分からないところがあった場合には，教員室に質問に来てください。
　必要な既学習内容を理解していない場合には，補習等をおこなう場合があります。
　自然界のさまざまな物理現象を理解する考え方を学ぶことで，専門科目を勉強するハードルが大きく下がるだけでな
く，世界の見え方がガラリと変わります。物理の学習を通じて，これらを楽しんでいってほしいと思います。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 摩擦を受ける運動 静止摩擦力と最大摩擦力，動摩擦力について説明できる
摩擦を受ける運動に関する計算ができる

2週 液体や気体から受ける力 圧力，浮力，空気の抵抗について説明できる

3週 剛体にはたらく力・力のモーメント・剛体のつりあい
剛体とその運動について説明できる
力のモーメントを求めることができる
剛体における力のつりあいに関する計算ができる

4週 剛体にはたらく力の合力・偶力・重心・転倒しない条件
剛体にはたらく力の合力および剛体が転倒しない条件を求
めることができる
重心に関する計算ができる

5週 仕事 仕事と仕事の原理，仕事率について説明できる
仕事と仕事率に関する計算ができる

6週 運動エネルギー エネルギーと運動エネルギーについて説明できる
物体の運動エネルギーに関する計算ができる

7週 位置エネルギー 重力および弾性力による位置エネルギーに関する計算がで
きる

8週 中間試験

9週 力学的エネルギーの保存 力学的エネルギー保存則について理解し，様々な物理量の
計算に利用できる

10週 運動に関する公式のまとめ これまでに学んだ運動に関する様々な公式や法則の関係に
ついて説明できる

11週 運動量と力積
運動量と力積について説明できる
物体の質量と速度から運動量を求めることができる
運動量の差が力積に等しいことを利用して，様々な物理量
の計算ができる

12週 直線運動および平面運動における運動量保存則 運動量保存則について説明できる
運動量保存則を様々な物理量の計算に利用できる

13週 物体の分裂・床との衝突 物体の分裂および床との衝突に関する計算ができる
反発係数や弾性衝突，非弾性衝突について説明できる

14週 直線上の２物体の衝突・床との斜め衝突・運動量と力学的
エネルギー

床との斜め衝突および２物体の衝突に関する様々な計算が
できる

15週 学年末試験
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16週 答案返却・解答説明
評価割合

定期試験 ポートフォリオ 合計
総合評価割合 80 20 100
基礎的能力 80 20 100
専門的能力 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 化学Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0020 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 竹内敬人他「 改訂　化学基礎」（東京書籍）、竹内敬人他「ダイナミックワイド 図説化学」（東京書籍）
担当教員 田中 慎一
到達目標
1. 物質の構造、性質及びその変化を理解すること。
2. 化学の基本的な計算ができること。
3. 溶液調整や実験器具の使い方など基本的な実験操作を習得すること。
4. 化学反応式の意味を理解し、計算ができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を適切に
理解できる

物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を理解で
きる

物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を理解で
きない

評価項目2
溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を適切に習得で
きる

溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を習得できる

溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を習得できない

評価項目3
化学式や化学結合について理解し
、物質や結晶の性質について適切
に説明できる

化学式や化学結合について理解し
、物質や結晶の性質について説明
ができる

化学式や化学結合について理解し
、物質や結晶の性質について説明
ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物理量の概念、計算方法等化学の基礎を理解させる。また、物質の性質はその組成と構造によって決まることから化
学結合を理解し、日常で起こる様々な化学変化や現象を物質の性質から考える。本授業は進学等に関連し、学力向上を
身につけることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 講議及び演習を基本とし、学習内容に沿った実験を行う。実験は個人あるいはグループ実験を行う。

注意点 教科書の問や演習問題は必ず自分で解くこと。わからないことは溜め込まないで、すぐに解決しておくこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 物質の構造

１. 物質の構成
　　物質の構成と分離・精製
　　物質の構成元素
　　原子の構造
　　電子配置とイオンの形成
　　元素の周期律

2週 物質の構造
3週 物質の構造
4週 物質の構造
5週 物質の構造
6週 物質の構造
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明,　物質の構造

9週 物質の構造

２. 物質と化学結合
　　化学式と化学結合（イオンとイオン化エネルギー）
　　化学式と化学結合（電子親和力とイオン結合）
　　化学式と化学結合（イオン結晶と共有結合）
　　電子式と構造式
　　分子間力と分子結晶
　　共有結晶
　　金属と金属結晶

10週 物質の構造
11週 物質の構造
12週 物質の構造
13週 物質の構造
14週 物質の構造
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 化学Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0021 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 竹内敬人他「 改訂　化学基礎」（東京書籍）、竹内敬人他「ダイナミックワイド 図説化学」（東京書籍）
担当教員 田中 慎一
到達目標
1. 物質の構造、性質及びその変化を理解すること。
2. 化学の基本的な計算ができること。
3. 溶液調整や実験器具の使い方など基本的な実験操作を習得すること。
4. 化学反応式の意味を理解し、計算ができること。
5. 酸・塩基の性質及び反応を理解すること。
6. 水素イオン濃度及び水素イオン指数の計算ができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を適切に
理解できる

物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を理解で
きる

物質の構造、性質及びその変化お
よび化学の基本的な計算を理解で
きない

評価項目2
溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を適切に習得で
きる

溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を習得できる

溶液調整や実験器具の使い方など
基本的な実験操作を習得できない

評価項目3
化学反応式， 酸・塩基のの性質
，水素イオン濃度及び水素イオン
指数を理解し、計算が適切にでき
る

化学反応式， 酸・塩基のの性質
，水素イオン濃度及び水素イオン
指数を理解し、計算ができる

化学反応式， 酸・塩基のの性質
，水素イオン濃度及び水素イオン
指数を理解し、計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物理量の概念、計算方法等化学の基礎を理解させる。また、物質の性質はその組成と構造によって決まることから化
学結合を理解し、日常で起こる様々な化学変化や現象を物質の性質から考える。本授業は進学等に関連し、学力向上を
身につけることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 講議及び演習を基本とし、学習内容に沿った実験を行う。実験は個人あるいはグループ実験を行う。

注意点 教科書の問や演習問題は必ず自分で解くこと。わからないことは溜め込まないで、すぐに解決しておくこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 物質の構造

３.物質量
　　原子量・分子量・式量・モルの概念と計算方法
　　溶液の濃度（表し方と計算）
　　化学反応式と量的関係
　　化学変化における諸法則

2週 物質量と化学変化
3週 物質量と化学変化
4週 物質量と化学変化
5週 物質量と化学変化
6週 物質量と化学変化
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 酸・塩基

４.酸と塩基
　　酸と塩基の性質と定義
　　水素イオン濃度・水素イオン指数の計算
　　中和反応の量的な関係
　　中和滴定による濃度計算
　　逆滴定と酸化物

10週 酸・塩基
11週 酸・塩基
12週 酸・塩基
13週 酸・塩基
14週 酸・塩基
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ライフサイエンス・アースサ
イエンス

科目基礎情報
科目番号 0022 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 カラー図解でわかる高校生物超入門（SBクリエイティブ）、地学基礎(数研)
担当教員 木村 光佑,平野 彩
到達目標
1 地球環境と生命科学の基礎
2 地球の歴史と生物進化の基礎
3 生態系と地球環境の理解
4 現代社会における生物と地学の理解
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 地球環境と生命科学の基礎につい
て詳細に理解できる

地球環境と生命科学の基礎につい
て理解できる

地球環境と生命科学の基礎につい
て理解できない

評価項目2 地球の歴史と生物進化の基礎につ
いて詳細に理解できる

地球の歴史と生物進化の基礎につ
いて理解できる

地球の歴史と生物進化の基礎につ
いて理解できない

評価項目3 生態系と地球環境を詳細に理解で
きる 生態系と地球環境の理解ができる 生態系と地球環境の理解ができな

い

評価項目4 現代社会における生物と地学を詳
細に理解できる

現代社会における生物と地学の理
解ができる

現代社会における生物と地学の理
解ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
ライフサイエンス・アースサイエンスでは、生物を中心とした地球環境を理解し、人間と自然との関係を統合的に考え
る力を養うことを目標とする。これらの知識を得る過程で、科学的な考え方や人間社会を快適にする技術への応用につ
いて考え、自らの専門分野に関係する課題に対処できるようにする。

授業の進め方と授業内
容・方法 PowerPointを使った講議中心。課題は配付した課題用ノートで毎回提出。

注意点 担当教員は非常勤講師のため、授業の前後しかいない。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 授業計画と授業概要　宇宙と地球 ４６億年規模で地球環境と生物多様性を考える
2週 生物の共通性と多様性の基礎 DNA、タンパク質、細胞、代謝、自己複製
3週 生命の起源と生物進化 種とは何か　化学進化　遺伝子頻度の変化　自然選択
4週 地球の歴史　プレートテクトニクス 地球の起原と地球の構造　プルームテクトニクス
5週 火山と地震の理解 マグマの生成と断層
6週 地球４６億年の歴史　課題解説 地球上で多様な生物がどのようにして生じたのか？
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明　システム論 システム（系）とは何だろうか？
9週 生態系とバイオーム システムとしての生態系とバイオーム
10週 生物圏の物質の循環とエネルギー収支 地球のエネルギー収支
11週 大気圏と海洋圏の理解 地球システムで気象と気候を考える
12週 地球温暖化問題とは何か 地球温暖化は何が問題なのか？
13週 ヒトのシステム 科学的に考えるとは？
14週 全体のまとめと課題解説 バイオテクノロジー、生命科学と医療、食料
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 情報リテラシー
科目基礎情報
科目番号 0023 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 定平誠『例題30＋演習問題70でしっかり学ぶWord/Excel/PowerPoint標準テキスト
担当教員 宮崎 崇文
到達目標
情報倫理・セキュリティの関連事項を理解し，説明でき，それに基づいた判断・行動ができる．
文書作成ソフトを使った文書作成・簡単な図形描画ができる．
表計算ソフトの基本的な使い方が理解できる．
プレゼンテーションソフトを使った発表資料作成および発表ができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
情報倫理・セキュリティの関連事
項を理解し，説明でき，それに基
づいた判断・行動ができる

情報倫理・セキュリティの関連事
項を理解し，説明できる

情報倫理・セキュリティの関連事
項を理解していない

評価項目2 文書作成ソフトを使った文書作成
・簡単な図形描画が適切にできる

文書作成ソフトを使った文書作成
・簡単な図形描画ができる

文書作成ソフトを使った文書作成
・簡単な図形描画ができない

評価項目3 表計算ソフトの基本的な使い方が
理解でき、適切に利用できる

表計算ソフトの基本的な使い方が
理解でき、利用できる

表計算ソフトの基本的な使い方が
理解できていない

評価項目4
プレゼンテーションソフトを使っ
た発表資料作成および発表が適切
にできる

プレゼンテーションソフトを使っ
た発表資料作成および発表ができ
る

プレゼンテーションソフトを使っ
た発表資料作成および発表ができ
ていない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
現代社会においてパソコンを使用しての文書作成や表計算、インターネットや電子メールを使う能力は必要不可欠であ
る。本授業ではパソコンを操作するために必要な基礎知識およびワープロ等の操作を学習する。また情報を処理･活用す
る上で重要な情報倫理･セキュリティも学ぶ。本授業は進学と就職に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 テキストを用いた解説および実習を主とする。適宜レポートを課す。

注意点 情報倫理・セキュリティについては、e-ラーニングなどで実施する。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 高専でのPCの使い方・windows環境
2週 情報倫理・情報セキュリティ
3週 eラーニング・インターネット・webの使い方
4週 Wordの使い方
5週 Wordの使い方
6週 Wordを使った演習課題
7週 Excelの使い方
8週 Excelの使い方
9週 Excelの使い方
10週 Excelを使った演習課題
11週 PowerPointの使い方
12週 PowerPointの使い方
13週 PowerPointを使った資料作成
14週 PowerPointを使った資料作成
15週 発表会（プレゼンテーションの練習）
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 20 0 20 60 0 100
基礎的能力 0 10 0 10 30 0 50
専門的能力 0 10 0 10 30 0 50
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 プロジェクトデザイン入門
科目基礎情報
科目番号 0024 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 4
教科書/教材 配布プリントなど
担当教員 林 和彦,野波 諒太,井上 浩孝,三村 陽一,仁保 裕,松野 一成,大和 義昭
到達目標
１．高専で学ぶ専門科目の概要と特徴を理解する。
２．コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力を必要とする取り組みを経験し、その必要性を
認識する。
３．自己に対する向き不向き、好き嫌い、得手不得手を考える取り組みを経験し、その必要性を認識する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 高専で学ぶ専門科目の概要と特徴
を理解する。

高専で学ぶ専門科目の概要と特徴
を知る。

高専で学ぶ専門科目の概要と特徴
を理解できない。

評価項目2

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない。

評価項目3
自己に対する向き不向き、好き嫌
い、得手不得手を考える取り組み
を経験し、その必要性を認識する
。

自己に対する向き不向き、好き嫌
い、得手不得手を考える取り組み
を経験し、その必要性を知る。

自己に対する向き不向き、好き嫌
い、得手不得手を考える取り組み
を経験しない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等
概要 グループワークを中心に、他人とコミュニケーション取りながら、自己に関することを表現する体験を行う。また、実

験・実習によって、所属学科および他学科の特徴を学ぶ。
授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点 他人とコミュニケーションを取るように心がけて下さい。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーションと専門に関する実験・実習 授業の内容と全体の目標を理解する。

2週 自己分析についてのワークショップと専門に関する実験・
実習

自己について理解を深めることと専門に関する実験・実習
を完遂する。

3週 自己分析についてのワークショップと専門に関する実験・
実習

自己について理解を深めることと専門に関する実験・実習
を完遂する。

4週 自己分析についてのワークショップと専門に関する実験・
実習

自己について理解を深めることと専門に関する実験・実習
を完遂する。

5週 自己分析についてのワークショップの発表と専門に関する
実験・実習

自己について理解を深めることと専門に関する実験・実習
を完遂する。

6週 国際関係と技術者の関係のワークショップと専門に関する
実験・実習

国際関係と技術者の関係のワークショップと専門に関する
実験・実習を完遂する。

7週 国際関係と技術者の関係のラークショップと専門に関する
実験・実習

国際関係と技術者の関係のワークショップと専門に関する
実験・実習を完遂する。

8週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

9週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

10週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

11週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

12週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

13週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

14週 他人と協働して自己を表現するワークショップと専門に関
する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

15週 他人と協働して自己を表現するワークショップの発表と専
門に関する実験・実習

自己理解と自己表現と理解することと専門に関する実験・
実習を完遂する。

16週 活動した内容の振返り 振り返りのワークを完成する。
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 20 30 0 50
専門的能力 0 0 0 10 15 0 25
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分野横断的能力 0 0 0 10 15 0 25
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワークⅠ
科目基礎情報
科目番号 0025 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 各テーマに応じて準備する
担当教員 林 和彦
到達目標
１．コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について認識している。
２．主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力
について認識している。
３．創成能力やエンジニアリングデザイン能力について認識している。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
コミュニケーションスキル、合意
形成、情報収集・活用・発信力、
課題発見、論理的思考力について
適切に認識している。

コミュニケーションスキル、合意
形成、情報収集・活用・発信力、
課題発見、論理的思考力のについ
て知っている。

コミュニケーションスキル、合意
形成、情報収集・活用・発信力、
課題発見、論理的思考力を知らな
い。

評価項目2

主体性、自己管理能力、責任感、
チームワーク力、リーダーシップ
、倫理観（独創性の尊重、公共心
）、未来志向性、キャリアデザイ
ン力について適切に認識している
。

主体性、自己管理能力、責任感、
チームワーク力、リーダーシップ
、倫理観（独創性の尊重、公共心
）、未来志向性、キャリアデザイ
ン力について認識している。

主体性、自己管理能力、責任感、
チームワーク力、リーダーシップ
、倫理観（独創性の尊重、公共心
）、未来志向性、キャリアデザイ
ン力について知らない。

評価項目3
創成能力やエンジニアリングデザ
イン能力について適切に認識して
いる。

創成能力やエンジニアリングデザ
イン能力について認識している。

創成能力やエンジニアリングデザ
イン能力について知らない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点 テーマ内容については、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス 授業内容の確認する。
2週 課題検討 課題探求のための情報収集をする。
3週 課題検討 課題探求のための情報収集をする。
4週 課題検討 課題を検討する。
5週 課題設定、チームビルディング 課題を決定し、チームを編成する。

6週 調査活動・実践活動 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 進捗確認 課題内容、解決策の立案内容、実行計画の進捗を確認する
。

9週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
10週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
11週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
12週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
13週 進捗確認 実践活動の進捗を確認する。
14週 調査活動・実践活動 課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。
15週 発表準備 発表の準備をする。
16週 発表 発表

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 40 60 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築設計製図Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0026 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 『建築設計製図』（実教出版社）
担当教員 宮崎 崇文
到達目標
・線の引き方，円の描き方，レタリングなどの練習を通して，建築設計製図の基礎的な技法を体験・理解し，説明できる．
・製図用具の正しい使い方と製図規約の基本ルールに基づき，単純な図面を作成できる．
・製図法を基本とし，簡単な木造平面を図面の正しい描き順で作成できる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
線の引き方，円の描き方，レタリ
ングなどの練習を通して，建築設
計製図の基礎的な技法をよく体験
・理解し，適切に説明できる．

線の引き方，円の描き方，レタリ
ングなどの練習を通して，建築設
計製図の基礎的な技法を体験・理
解し，説明できる．

線の引き方，円の描き方，レタリ
ングなどの練習を通して，建築設
計製図の基礎的な技法を体験・理
解せず，説明できない．

評価項目2
製図用具の正しい使い方と製図規
約の基本ルールに基づき，単純な
図面を適切に作成できる．

製図用具の正しい使い方と製図規
約の基本ルールに基づき，単純な
図面を作成できる．

製図用具の正しい使い方と製図規
約の基本ルールに基づき，単純な
図面を作成できない．

評価項目3
製図法を基本とし，簡単な木造平
面を図面の正しい描き順で適切に
作成できる．

製図法を基本とし，簡単な木造平
面を図面の正しい描き順で作成で
きる．

製図法を基本とし，簡単な木造平
面を図面の正しい描き順で作成で
きない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
本科目の目的は，建築製図の基本となる製図用具の使い方と製図規約の習得と，基礎的な建築設計図面の製図法を習得
することである．この目的を達成するため，授業は平行定規を使用し，教科書に記載された手本教材を手書きで正確に
模写する実習を行う．建築士試験では製図試験も必須であるため，製図規約を学習する本科目は就職や将来建築技術者
としての実務に大いに関連する．

授業の進め方と授業内
容・方法 演習を中心として，適宜講義・説明を加え，課題を出す．

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 指導教員による製図道具の説明 製図用具の特性を理解し、使用できる。

2週 基礎製図，線の練習
線の引き方，円の描き方，レタリングなどの練習を通して
，建築設計製図の基礎的な技法を体験・理解し，説明でき
る．

3週 基礎製図，文字の練習，１週目
線の引き方，円の描き方，レタリングなどの練習を通して
，建築設計製図の基礎的な技法を体験・理解し，説明でき
る．。

4週 基礎製図，文字の練習，２週目
線の引き方，円の描き方，レタリングなどの練習を通して
，建築設計製図の基礎的な技法を体験・理解し，説明でき
る．

5週 平面表示記号の書き方練習　１週目
線の引き方，円の描き方，レタリングなどの練習を通して
，建築設計製図の基礎的な技法を体験・理解し，説明でき
る．

6週 平面表示記号の書き方練習　２週目
線の引き方，円の描き方，レタリングなどの練習を通して
，建築設計製図の基礎的な技法を体験・理解し，説明でき
る．

7週 1/200配置図，1/100平面図，1/100立面図，1/100断面図
の描き方練習　１週目

製図法を基本とし，簡単な木造平面を図面の正しい描き順
で作成できる．

8週 1/200配置図，1/100平面図，1/100立面図，1/100断面図
の描き方練習　２週目

製図法を基本とし，簡単な木造平面を図面の正しい描き順
で作成できる．

9週 1/200配置図，1/100平面図，1/100立面図，1/100断面図
の描き方練習　３週目

製図法を基本とし，簡単な木造平面を図面の正しい描き順
で作成できる．

10週 1/200配置図，1/100平面図，1/100立面図，1/100断面図
の描き方練習　４週目

製図法を基本とし，簡単な木造平面を図面の正しい描き順
で作成できる．

11週 1/200配置図，1/100平面図，1/100立面図，1/100断面図
の描き方練習　5週目

製図法を基本とし，簡単な木造平面を図面の正しい描き順
で作成できる．

12週 1/50平面図の書き方練習　１週目 製図法を基本とし，簡単な木造平面を図面の正しい描き順
で作成できる．

13週 1/50平面図の書き方練習　２週目 製図用具の正しい使い方と製図規約の基本ルールに基づき
，単純な図面を作成できる．

14週 1/50平面図の書き方練習　３週目 製図用具の正しい使い方と製図規約の基本ルールに基づき
，単純な図面を作成できる．

15週 部分詳細図（基礎部分）の書き方練習　１週目 製図用具の正しい使い方と製図規約の基本ルールに基づき
，単純な図面を作成できる．る

16週 部分詳細図（基礎部分）の書き方練習　２週目 製図用具の正しい使い方と製図規約の基本ルールに基づき
，単純な図面を作成できる．

評価割合
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試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 0 0 0 30 70 0 100
基礎的能力 0 0 0 30 70 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ものづくり実習
科目基礎情報
科目番号 0027 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 実習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 必要な内容はプリントとして配布。
担当教員 岩城 考信
到達目標
１．作業の方法を理解し、正確かつ安全に作業ができる。
２．デザイン性のある卓上文房具入れを設計し、制作できる。
３．実習の成果をプレゼンテーションと報告書としてまとめることができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
作業の方法を理解した、正確かつ
安全な作業

作業の方法を理解し、正確かつ安
全な作業を適切に実践できる。

作業の方法を理解し、正確かつ安
全な作業を実践できる。

作業の方法を理解し、正確かつ安
全な作業を実践できない。

デザイン性のある卓上文房具入れ
の設計と制作

デザイン性のある卓上文房具入れ
の設計と制作が適切にできる。

デザイン性のある卓上文房具入れ
の設計と制作ができる。

デザイン性のある卓上文房具入れ
の設計と制作ができるない。

実験や実習の成果のプレゼンテー
ションと報告書の作成

実習の成果をプレゼンテーション
と報告書として適切にまとめるこ
とができる。

実習の成果をプレゼンテーション
と報告書としてまとめることがで
きる。

実習の成果をプレゼンテーション
と報告書としてまとめることがで
きない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
　ものづくりに関する基礎的な知識・技術を身に付け、実験や実習による体験を通して、各分野における技術への興味
・関心を高め、その意義や役割を理解して、広い視野を養うとともに工業の発展を図る意欲的な態度を身に付ける。本
演習は創造力や工夫する力を身につけることができるものである。

授業の進め方と授業内
容・方法

　各学生の設計意図や能力に応じた個別指導を基本とする。初期段階では、4～5名のグループ内で意見交換し、卓上に
置く文房具入れのアイデアを固める。
　その後個別に設計と工作をを行い作品を完成させる。完成後、発表会を行う。

注意点

 道具の誤った使い方、気を抜いた作業をすると大怪我をすることがあるので、安全に注意し、集中して授業に望むこと
。また、分らないことがあれば、そのままにせず、質問すること。
評価方法：出席状況10%＋実習態度10%＋作品の評価50%＋発表10%+報告書20%＝100%（100点）で成績評価を行
う。
評価基準：本科目において設定した達成目標を60％以上達成している学生を合格とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 課題説明とチーム課題 10以上の可動部の提案をチームで行い、発表する。
2週 設計案の作成1 決められた材料に対する設計を行うことができる。
3週 設計案作成2 決められた材料に対する設計を行うことができる。
4週 設計案作成３ 決められた材料に対する設計を行うことができる。
5週 安全作業、道具の使い方の練習 工具を安全に使うことができる。
6週 設計に基づく材料の加工 工具を安全に使うことができる。
7週 設計に基づく材料の加工 工具を安全に使うことができる。
8週 部材の塗装 設計に応じた色彩計画と塗装を行うことができる。
9週 部材の塗装 設計に応じた色彩計画と塗装を行うことができる。
10週 部材の塗装 設計に応じた色彩計画と塗装を行うことができる。
11週 部材の組み立て 工具を用いて、部材の組み立てを行うことができる。
12週 部材の組み立て 工具を用いて、部材の組み立てを行うことができる。

13週 講評会Ⅰ 完成作品について、わかりやすく発表を行うことができる
。

14週 講評会Ⅰ 完成作品について、わかりやすく発表を行うことができる
。

15週 報告書の作成 完成作品について、わかりやすい報告書を作成することが
できる。

16週
評価割合

試験 発表 報告書 態度 ポートフォリオ 出席状況 合計
総合評価割合 0 10 20 10 50 10 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 10 20 10 50 10 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 造形Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0028 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 課題プリント等
担当教員 間瀬 実郎
到達目標
2点パースの作図ができること。
スチレンボードを使った模型の製作ができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 正確な作図・デザイン性工作力の
優れた作品 一定以上の作図・工作力 作図不能・工作不能

評価項目2
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 2点透視図の作成と自由設計の模型をおこなう。
授業の進め方と授業内
容・方法 パース、模型とも演習形式とする

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 2点透視図キットの使い方 基本作図方法の習得
2週 住宅の2点パースの作成 概形作図
3週 住宅の2点パースの作成 開口、サッシ等の作図
4週 住宅の2点パースの作成 添景、仕上げ
5週 有名建築パースの作図（サヴォア邸またはミニハウス） 概形作図
6週 有名建築パースの作図（サヴォア邸またはミニハウス） 添景、仕上げ
7週 有名建築パースの作図（サヴォア邸またはミニハウス） 添景、仕上げ
8週 スチレンボード加工方法 エスキース
9週 模型制作 概形着手
10週 模型制作 概形完成
11週 模型制作 詳細着手
12週 模型制作 詳細着手
13週 模型制作 詳細着手
14週 模型制作 完成仕上げ
15週 講評会 作品の説明、プレゼンテーション
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 10 0 0 90 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 10 0 0 90 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築学入門
科目基礎情報
科目番号 0029 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 自作講義メモ
担当教員 篠部 裕
到達目標
1.建築に求められる様々なニーズを身近な生活を例に説明できる。
2.建築に関係する様々な専門知識や技術の所在を身近な生活を例に説明できる。
3.建築をテーマとする基礎的な演習課題を通じて，自学・自習を行える主体的な学習習慣を身に付ける。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

建築と身近な生活や社会との関係 建築と身近な生活や社会との関係
を適切に説明できる

建築と身近な生活や社会との関係
を説明できる

建築と身近な生活や社会との関係
を説明できない

建築に関係する専門知識や技術の
基礎

建築に関係する専門知識や技術の
基礎を適切に説明できる

建築に関係する専門知識や技術の
基礎を説明できる

建築に関係する専門知識や技術の
基礎を説明できない

建築をテーマとする基礎演習 建築をテーマとする基礎演習を適
切に実施できる

建築をテーマとする基礎演習を実
施できる

建築をテーマとする基礎演習を実
施できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
建築とは何か，建築学の全体像を概観することを主たる目的とする。建築学は他の工学と比較して幅広い専門分野の上
に構築される学問である。建築に関連する様々な専門分野の存在，建築を多面的な視点で捉えることの意味，建築と生
活そして社会との関わりなど，建築を学ぶ上での基礎知識を習得することを目的としている。

授業の進め方と授業内
容・方法 授業は毎回配布する講義メモを中心に行う。また，建築に関する基礎的な演習課題を適宜，実施する。

注意点
「好きこそものの上手なれ」という言葉があるように，建築を学ぶ上でまず大切なことは「建築を好きになる」ことで
す。普段から図書館に足を運び，建築関係の雑誌をみる習慣を身に付け，自分好みの建築を1つでも多く見つけてくださ
い。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 建築とは，建築の学び方，建築の専門領域 建築と建築の専門領域の概要を理解している。
2週 建築と生産，住宅ができるまで 住宅の建設プロセスの大まかな流れを理解している。
3週 建築の成り立ち 日本の住宅の歴史の基礎を理解している。
4週 建築の成り立ち 日本の建築の歴史の基礎を理解している。
5週 建築における様々な専門職 建築における様々な専門職の存在を理解している。
6週 建築と風土，建築概論学習かるた 建築と風土の関係性について説明できる。
7週 中間試験 中間試験までの学習内容を理解している。
8週 答案返却・解答解説，建築と環境 伝統的な民家の工夫を説明できる。

9週 建築と都市 個々の建築が歴史を積み重ね，集落や都市を形成している
ことを理解している。

10週 建築の美しさ 比例，シンメトリー，コントラストなどの美的原理の基礎
を理解している。

11週 建築の構造 建築の代表的な構造の種類とその基礎的な特徴を理解して
いる。

12週 建築の安全性 建築の安全が求められる背景を身近な災害を例に理解して
いる。

13週 持続可能な生活と建築 日常生活レベルにおける持続可能な生活と建築のあり方を
説明できる。

14週 持続可能な都市，建築概論学習かるた 建築の基礎知識の要点を理解し，イラストと短文により説
明できる。

15週 前期末試験 前期末までの学習内容を理解している。
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 5 25 0 100
基礎的能力 70 0 0 5 25 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築構法Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0030 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 青木博文『建築構造』（実教出版）、柳原正人ほか『必携建築資料』（実教出版）、古賀昌之ほか『建築構造演習ノー
ト』（実教出版）

担当教員 篠部 裕
到達目標
建築構造のなりたち、分類、関連する法律や規準について理解する
在来軸組構法の構造形式と軸組・耐力壁・小屋組等の構成について理解する
枠組壁構法の構造形式について理解する
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
建築構造のなりたち、分類、関連
する法律や規準について適切に理
解している

建築構造のなりたち、分類、関連
する法律や規準について理解して
いる

建築構造のなりたち、分類、関連
する法律や規準について理解でき
ていない

評価項目2
在来軸組構法の構造形式と軸組・
耐力壁・小屋組等の構成について
適切に理解している

在来軸組構法の構造形式と軸組・
耐力壁・小屋組等の構成について
理解している

在来軸組構法の構造形式と軸組・
耐力壁・小屋組等の構成について
理解できていない

評価項目3 枠組壁構法の構造形式について適
切に理解している

枠組壁構法の構造形式について理
解している

枠組壁構法の構造形式について理
解できていない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
「建築構法」の授業は建築物がどのようにして形作られるのかを学ぶものであり、１年次では木質構造を対象として、
構造の特徴、材料の基本的な性質や木質構造を構成する部材の種類や役割について学習する。本授業は就職・進学のい
ずれにも関係する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。適宜ノートの提出及び課題を課す。

注意点
この科目の内容を理解するためには、教科書の内容をただ覚えるのではなく、身近にある建築物を観察してその建築物
がどのようにしてつくられているのかを実際に見ることや授業の内容との対応を自分で考えることがとても重要です。
日頃からたくさんの建築物を見て考える習慣を身に付けてください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 災害による建築物の被害、建築構造の歴史
2週 建築構造の分類、建築物に働く力、法規・規準
3週 木構造の構造形式、木材
4週 木材の性質と木質材料
5週 木質構造の接合方法
6週 基礎、軸組の構成、土台
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明、軸組の構成部材
9週 耐力壁と筋かい
10週 小屋組
11週 床組
12週 階段、開口部、外部仕上げ
13週 外部仕上げ、内部仕上げ
14週 内部仕上げ、木造枠組壁構法
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 小テスト 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 60 20 0 10 10 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 60 20 0 10 10 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 37-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代文
科目基礎情報
科目番号 0220 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材  『現代文B』（三省堂）
担当教員 外村 彰
到達目標
1．日本語で書かれた文章類（小説，評論。詩歌）を正しく読解すること。
2．さまざまな文章にふれ、思索できる力や感性などを身につけること。
3．作品が書かれた時代、作家に関する知識を身につける。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
日本語で書かれた文章類（小説
，評論。詩歌）を正しく読解する
ことができる

日本語で書かれた文章類（小説
，評論。詩歌）を読解することが
できる

日本語で書かれた文章類（小説
，評論。詩歌）を読解することが
できない

評価項目2
さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
が適切にできる

さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
ができる

さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
ができない

評価項目3
作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることが適切に
できる

作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることができる

作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることができな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 １年次での「国語総合（現代文）」に引き続き、国語を的確に理解し、適切に表現できる基礎学力、日本語日本文化に

関する見識を身につけるために、現代日本の思想や文化を代表する評論・小説・詩などを学習する。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。適宜課題提出も課す。

注意点 授業に対する真摯な態度が何より基本である。作品を理解し、自らの頭でしっかり考える力を積極的に養おうとする姿
勢が重要である。発想の幅を広げ、自由にものを見る思考のレッスンにより、教養の幅を広げていってもらいたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス、中島敦の文学
1．小説：山月記（中島敦）
東西の芸術観の相違点、美意識の異なりについて考える。
今日に生きている伝統的な美意識について各自で思考をめ
ぐらす。

2週 中島敷「山月記」
3週 中島敷「山月記」
4週 中島敷「山月記」
5週 中島敷「山月記」
6週 中島敷「山月記」
7週 中間試験

8週 丸山真男「である」ことと「する」こと
2．評論：「である」ことと「する」こと（丸山真男）
論理の展開を的確にとらえる。
筆者の主張をさまざまな角度から批評する。

9週 丸山真男「である」ことと「する」こと
10週 丸山真男「である」ことと「する」こと
11週 丸山真男「である」ことと「する」こと

12週 丸山真男「である」ことと「する」こと

13週 宮沢賢治「永訣の朝」
3．詩：永訣の朝（宮沢賢治）
作品の主題と心情を理解する。
宮沢賢治の他の詩を読み、鑑賞する。
作者や背景についての知識を深める。

14週 宮沢賢治「永訣の朝」
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 古典
科目基礎情報
科目番号 0221 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 『改訂版新訂国語総合　 古典編』 （第一学習社）（1年次から継続使用）
担当教員 石本 百合子
到達目標
1．随筆の古典的名作を読むことで、日本語日本文化の教養を身につける。
2．古典の文学史的知識を深め、人生上の教養とする。
3．韻文の古典的名作を読むことで、日本語日本文化の教養を身につける。
4．漢文の文法・通釈に習熟し、日本語習熟能力の礎とする。
5．長く読み継がれてきた古典の持つ人生の知恵を体得し、人間力を涵養する
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
随筆の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることが適切にできる

随筆の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることができる

随筆の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることができない

評価項目2
古典の文学史的知識を深め、人生
上の教養を身につけることが適切
にできる

古典の文学史的知識を深め、人生
上の教養を身につけることができ
る

古典の文学史的知識を深め、人生
上の教養を身につけることができ
ない

評価項目3
韻文の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることが適切にできる

韻文の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることができる

韻文の古典的名作を読むことで、
日本語日本文化の教養を身につけ
ることができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
古典の授業を通して、日本語日本文化および東アジアの文化に対する深い見識を身につける。各作品の読解により、古
人の思索を追体験して、豊かな教養を修める。本授業は、読む力を通した多様な人間認識、人間力形成のために必要で
ある。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。適宜課題提出も課す。

注意点
授業態度を重視する。態度不良者はその都度減点対象とし、単位不認定に至ることがある。積極的な授業参加により、
語彙力、読解力、感受性を養い、人間として多様な価値観を持って生きることの大切さ、また東洋文化の基底を解する
ことで、各人の教養の幅を広げていってもらいたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス

2週 中世の文学史、「徒然草」（「つれづれなるままに」）
1．随筆「徒然草」
人生の智慧を読解し体得できる能力を涵養する。
文中の語彙、表現を解し、通釈能力を高める。
文法，文学史的知識を身につける。

3週 「徒然草」（「ある人、弓射ることを習ふに」）
2．古典文学史
上代・中古一近世の代表的作品の概要を知る。
文学的知識を教養として身につける

4週 「徒然草」（「ある人、弓射ることを習ふに」）
5週 漢詩（五言絶句、七言絶句）
6週 漢詩（五言律詩）
7週 中間試験

8週 「土佐日記」（「帰京」）

3．日記「土佐日記」、俳諧「奥の細道」
日記文学に関する文学的知識、俳諧に関する基礎的知識を
身につける。
鑑賞を通して、作者の価値観、自己観照のあり方を読みと
る感性、また文法・文学史的知識を身につける。

9週 「土佐日記」（「帰京」）
10週 「奥の細道」「旅立ち」
11週 「奥の細道」「旅立ち」

12週 「故事成語」

4．漢文「故事成語」「論語」「孟子」・漢詩
漢文の修辞、表現法を理解する。
人生の修養・智慧を読みとって体得する力を涵養する
文法・文学史的知識を身につける。
漢詩の鑑賞能力を身につける。

13週 「論語」（学問、仁、政治）
14週 「孟子」（王道）
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
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分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 歴史
科目基礎情報
科目番号 0222 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 伊藤純郎ほか編『高等学校日本史Ｂ』清水書院
担当教員 藤本 義彦
到達目標
1.江戸時代との政治構造（朝廷・寺社・武士との関係）を理解する。
2.江戸時代の対外関係およびその前提となる世界状況を理解する。
3.江戸時代の産業・社会・文化を理解する。
4.明治維新の目的と、そのために何が行われたかを理解する。
5.大日本帝国憲法の特徴を理解する。
6.日清・日露戦争が日本にとってどのような意味を持っていたか理解する。
7.大正から昭和初期にかけて、どのように政党政治が展開したかを理解する。
8.第一次世界大戦前後の国際情勢と日本の国際的な立場を理解する。
9.日本が日中戦争、アジア・太平洋戦争に至る経緯を理解する。
10.敗戦後、日本占領がどのようになされたかを理解する。
11.戦後における日米の関係を理解する。
12.現在の日本がかかえている問題について考えることが出来る。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 江戸時代との政治構造や産業・社
会・文化などを詳細に理解できる

江戸時代との政治構造や産業・社
会・文化などを理解できる

江戸時代との政治構造や産業・社
会・文化などを理解できない

評価項目2
明治維新の目的と、そのために何
が行われたか，大日本帝国憲法の
特徴を詳細に理解できる

明治維新の目的と、そのために何
が行われたか，大日本帝国憲法の
特徴を理解できる

明治維新の目的と、そのために何
が行われたか，大日本帝国憲法の
特徴を理解できない

評価項目3
大正から昭和にかけての政治，国
際情勢，戦争，現在の日本がかか
えている問題について詳細に理解
できる

大正から昭和にかけての政治，国
際情勢，戦争，現在の日本がかか
えている問題について理解できる

大正から昭和にかけての政治，国
際情勢，戦争，現在の日本がかか
えている問題について理解できな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 日本近世から近現代の歴史を学習する。江戸時代（近世）・明治・大正昭和（戦前）・戦後という大きな時代的枠組を

意識しつつ、各時代の政治・社会・文化をそれぞれ学習する。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義形式を中心とする。参考にビデオを視聴する。

注意点 単語や年代の暗記も重要ですが、時代的枠組みや歴史的展開といったものに重点を置いていきたいと思います。積極的
に発言してもらえると助かります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 江戸時代とはどのような時代か 江戸時代がどのような時代であったかを理解する。

2週 江戸幕府の政治構造 江戸時代の政治構造（朝廷・寺社・武士との関係）を理解
する。

3週 江戸時代の対外関係 江戸時代の対外関係およびその前提となる世界状況を理解
する。

4週 江戸時代の産業・経済 江戸時代の産業・経済の状況を理解する。
5週 江戸時代の社会構造 江戸時代の社会構造を理解する。
6週 江戸時代の文化・学問 江戸時代の文化・学問を理解する。
7週 中間試験
8週 幕末・明治の世界状況 幕末・明治の日本をとりまく世界状況を理解する。
9週 幕末 幕末の政治状況がどのように展開したか理解する。

10週 明治新政府の構想と展開 明治維新の目的と、そのために何が行われたかを理解する
。

11週 国会開設と憲法制定に向けて 国会開設と憲法制定に至る政治過程を理解する。
12週 憲法と初期議会 大日本帝国憲法の特徴を理解する。
13週 日清戦争 日清戦争の意義を理解する。
14週 日露戦争 日露戦争の意義を理解する。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 国際状況の変化 第一次世界大戦前の世界状況を理解する。
2週 政党政治の展開 政党政治がどのように展開したかを理解する。
3週 第一次世界大戦と日本 第一次世界大戦で被害が大きくなった理由を理解する。
4週 国際協調の時代 第一次世界大戦後の世界状況と日本の立場を理解する。
5週 社会問題と社会主義運動 この時期の社会問題と社会主義運動について理解する。
6週 二大政党と世界恐慌 政党政治から軍国主義への変化の過程を理解する。

7週 日中戦争・アジア・太平洋戦争 日中戦争およびアジア・太平洋戦争の原因と経緯を理解す
る。

8週 中間試験

- 41-



9週 占領下の日本 日本占領がどのように行われたかを理解する。
10週 日本国憲法 日本国憲法について理解する。
11週 日本の独立と５５年体制の成立 55年体制の成立と性格を理解する。
12週 高度経済成長の光と影 55年体制下の日本の動きを理解する。

13週 国際状況の変化と模索する日本 70年代の国際状況の変化とそれによる日本への影響を理解
する。

14週 ５５年体制の終焉から政権交代へ 55年体制の崩壊から政権交代までの流れを理解する。
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 60 0 0 10 0 30 100
基礎的能力 60 0 0 10 0 30 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 線形代数Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0223 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 建築学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 高遠節夫他「新線形代数」（大日本図書）
担当教員 平松 直哉
到達目標
１．ベクトル定義を理解し、ベクトルの基本的な計算ができること
２．ベクトルの平行・垂直条件を利用することができること
３．空間内の直線・平面・球のベクトル方程式が求めることができること
４．行列の定義を理解し、行列の基本的な演算ができること
５．連立一次方程式が解くことできること
６．逆行列の定義を理解し、逆行列を求めることができること
７．行列式の定義および性質を理解し、基本的な行列式の値を求めることができること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1 ベクトルの演算が適切にできる ベクトルの演算ができる ベクトルの演算ができない
評価項目2 行列の演算が適切にできる 行列の演算ができる 行列の演算ができない

評価項目3 逆行列・行列式の計算が適切にで
きる 逆行列・行列式の計算ができる 逆行列・行列式の計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 比例の考え方を拡張したものが線形性があるといえるが、線形変換が行列で表されるということを根底に、力学などで

重要なベクトルや、連立一次方程式を解くときの新しい視点としての行列・行列式に関することを学ぶ。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とする。適宜、小テストや課題レポートを課す。

注意点
例えば構造計算やコンピュータグラフィックスの基礎は線形代数にあるように、工学や科学を学ぶ上で重要な科目です
。授業は集中して聞くことはもちろんですが、実際に自分で解いてみることが大切です。疑問点は早めに質問して、分
からないところを残さないように努力しましょう。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 平面ベクトル 有向線分による表示
2週 平面ベクトル ベクトルの和・差，実数倍
3週 平面ベクトル ベクトルの成分表示
4週 平面ベクトル 内積
5週 平面ベクトル 内分点のベクトル表示
6週 平面ベクトル 直線の円のベクトル方程式
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明・空間ベクトル 空間座標
9週 空間ベクトル 有向線分による表示，成分表示
10週 空間ベクトル 内積
11週 空間ベクトル 空間における直線の方程式
12週 空間ベクトル 平面の方程式
13週 空間ベクトル 球の方程式
14週 空間ベクトル
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 行列 行列の計算
2週 行列 2次正方行列の逆行列
3週 行列
4週 行列
5週 連立１次方程式と行列 行基本変形と連立一次方程式
6週 連立１次方程式と行列 行基本変形と逆行列
7週 連立１次方程式と行列 行列の階数
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明，行列式 2次，３次の行列式（サラスの方法）
10週 行列式 行列式の定義と性質
11週 行列式 行列式の展開
12週 行列式の応用 逆行列の公式と余因子行列
13週 行列式の応用 連立一次方程式と逆行列
14週 行列式の応用 行列式の図形的意味
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明
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評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 微分積分Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0224 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 建築学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 高遠節夫他「新微分積分」（大日本図書）
担当教員 野村 真理子
到達目標
１．微分法の概念を理解し，極限や導関数が求められること
２．微分法の応用として，接線，不定形の極限，関数の極値，変曲点などが計算できること
３．積分法の概念を理解し，不定積分，定積分が計算できること
４．積分の応用として，面積，長さ，体積などが計算できること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1 微分の計算が適切にできる 微分の計算ができる 微分の計算ができない
評価項目2 積分の計算が適切にできる 積分の計算ができる 積分の計算ができない
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 １変数関数について微分法と積分法の基本的概念を明確にし，いろいろな関数の導関数および積分の計算を学習する。

また，応用問題としての極値や面積を求める。本授業は学力の向上に必要である。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし，プリント課題などを実施する

注意点
微分積分学は自然科学・工学の基礎となる科目ですから，十分理解するよう努力してください。そのため，自分で実際
に数多くの問題を解いて基本的な計算力を身につけることが重要です。また，分からないところは放置せずに積極的に
質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 関数の極限と導関数 関数の極限，連続性が理解できる。
2週 関数の極限と導関数 微分係数，導関数，導関数の公式が理解できる。
3週 関数の極限と導関数 微分係数，導関数，導関数の公式が理解できる。
4週 いろいろな関数の導関数 三角関数，逆三角関数の導関数が理解できる。
5週 いろいろな関数の導関数 三角関数，逆三角関数の導関数が理解できる。
6週 いろいろな関数の導関数 指数関数，対数関数の導関数が理解できる。
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明，関数の変動 指数関数，対数関数の導関数が理解できる。
9週 いろいろな関数の導関数 指数関数，対数関数の導関数が理解できる。
10週 いろいろな関数の導関数
11週 いろいろな関数の導関数
12週 いろいろな関数の導関数

13週 微分法の応用 関数の増減，極値，最大・最小，グラフの接線が理解でき
る。

14週 微分法の応用 不定形の極限が理解できる。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 微分法の応用 高次導関数，曲線の凹凸が理解できる。
2週 微分法の応用 媒介変数表示の微分法，速度と加速度が理解できる。
3週 定積分と不定積分 定積分・不定積分の定義と関係が理解できる。
4週 定積分と不定積分 定積分・不定積分の定義と関係が理解できる。
5週 積分の計算 不定積分の計算が理解できる。
6週 積分の計算 不定積分の計算が理解できる。
7週 積分の計算 定積分の計算が理解できる。
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明，面積 定積分の計算が理解できる。
10週 置換積分，部分積分 置換積分，部分積分が理解できる。
11週 置換積分，部分積分 置換積分，部分積分が理解できる。
12週 置換積分，部分積分 置換積分，部分積分が理解できる。
13週 積分法の応用 面積，曲線の長さ，立体の体積が理解できる。
14週 積分法の応用 面積，曲線の長さ，立体の体積が理解できる。
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
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総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 物理
科目基礎情報
科目番号 0225 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 建築学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 総合物理Ⅰ 力と運動・熱，総合物理Ⅱ 波・電気と磁気 （数研出版），センサー総合物理（啓林館）
担当教員 森 貞雄
到達目標
1.仕事とエネルギーに関する基礎事項を理解している．
2.運動量と力積に関する基礎事項を理解している．
3.円運動と単振動に関する基礎事項を理解している．
4.波の特徴や性質を理解している．
5.電池，抵抗などを含んだ直流回路を理解し，簡単な問題が解ける．
6.クーロン力を理解している．
7.電場を理解している．
8.原子の基本概念を理解している．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

仕事とエネルギー
仕事とエネルギー,運動量と力積に
関する基礎事項を詳細に理解して
いる．

仕事とエネルギー,運動量と力積に
関する基礎事項を理解している．

仕事とエネルギー,運動量と力積に
関する基礎事項を理解していない
．

振動・波動 円運動と単振動，波の特徴や性質
を詳細に理解している．

円運動と単振動，波の特徴や性質
を理解している．

円運動と単振動，波の特徴や性質
を理解していない．

電磁気
クーロン力，電場，電流の基本概
念を詳細に
理解している．

クーロン力，電場，電流の基本概
念を理解している．

クーロン力，電場，電流の基本概
念を理解していない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
力学・波・電気・電磁気に関係する基本的な概念及び法則を理解し、自然のまざまな物理現象と基本的な概念を結びつ
け自分で考えられるようになる。

授業の進め方と授業内
容・方法

教科書を補足する形で講義（演示実験を含む）を進める．基本的技能についてはeラーニングによる演習を課す．
定期試験とは別に実施する物理の「知識・計算」に関する試験を行う．

注意点
分からないことは，まず自分で考えて，それでも理解できない場合は理解できないところをはっきりさせてから教員に
聞きにくるようにしてください．レポートなど事前の予告なく課すので，授業に欠席した場合は，レポートが課された
かどうかは自分でまわりの人に聞くなどして確認してください。教員のフォローを前提としないこと．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 （1）力学 ・実力テスト
・有効桁数

2週 （1）力学 ・等速円運動

3週 （1）力学 ・慣性力
・円運動と慣性力

4週 （1）力学 ・単振動
5週 （1）力学 ・振り子
6週 （1）力学 ・万有引力
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 （2）波動 ・波
・縦波，横波

10週 （2）波動
・基本的性質
（独立性，重ね合わせの原理，
干渉，反射，屈折）
・固有振動，共振，ドップラー効果

11週 （2）波動 ・基本的性質（つづき）
12週 （2）波動 ・基本的性質（つづき）
13週 （2）波動 ・基本的性質（つづき）
14週 （2）波動 ・基本的性質（つづき）
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 （2）波動 ・光の性質（1）
　電磁波としての光

2週 （2）波動 ・光の性質（2）
反射・屈折・全反射

3週 （2）波動
・光の性質（3）
　ホイヘンスの原理
　分散・散乱

4週 （2）波動 ・光の干渉

5週 （3）電磁気 ・原子の構造と静電気
・クーロン力
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6週 （3）電磁気
・導体と絶縁体
・静電誘導

7週 （3）電磁気 ・電場
・電気力線

8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明

10週 （3）電磁気 ・電位
・電荷の持つエネルギー

11週 （3）電磁気 ・コンデンサーと蓄えられるエネルギー
12週 （3）電磁気 ・電流　オームの法則
13週 （3）電磁気 ・直流回路
14週 （3）電磁気 ・直流回路（つづき）
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 50 0 0 0 30 0 80
応用力 20 0 0 0 0 0 20
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 化学
科目基礎情報
科目番号 0226 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 竹内敬人他「 化学基礎」（東京書籍）、竹内敬人他「 化学」（東京書籍）、竹内敬人他「ダイナミックワイド 図説化
学」（東京書籍）

担当教員 寺岡 文照
到達目標
1. 固体の溶解度の計算ができること。
2. 希薄溶液の性質を理解し，計算ができること。
3. 酸化還元を電子の授受から理解すること。
4. 酸化還元反応の応用と電池の仕組みについて理解すること。
5. 酸化還元の電気分解への応用ができる。
6. 化学反応における熱の出入りについて理解し、熱化学方程式について計算できること。
7. 化学結合における電子の役割の違いおよび簡単な結晶構造を理解すること
8. 無機物質の単体と化合物の性質について理解すること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 固体の溶解度や希薄溶液の性質を
理解し，適切に計算ができる

固体の溶解度や希薄溶液の性質を
理解し，計算ができる

固体の溶解度や希薄溶液の性質を
理解し，計算ができない

評価項目2 酸化還元反応の応用ついて適切に
理解できる

 酸化還元反応の応用ついて理解で
きる

酸化還元反応の応用ついて理解で
きない

評価項目3 熱化学方程式について適切に計算
できる 熱化学方程式について計算できる 熱化学方程式について計算できな

い
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　物質の性質や構造を考える際に、原子間の電子の動きが重要な意味を持っている。電子の動きに注目して化学結合や
物質間の反応を理解することを目的とする。本授業は，様々な材料に関する基礎的知識とそれを生かすことのできる能
力を養うと共に，進学等に関連し，学力向上を身につけることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 講議及び演習を基本とし、学習内容に沿った実験を行う。実験は個人あるいはグループ実験を行う。

注意点 教科書の問や演習問題は必ず自分で解くこと。わからないことは溜め込まないで、すぐに解決しておくこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 物質の三態変化 １.物質の三態とその変化
   飽和蒸気圧と蒸気圧曲線

2週 物質の三態変化
3週 溶液の性質 ２.固体の溶解度

4週 溶液の性質
３.希薄溶液の性質
　　沸点上昇と凝固点降下
　　浸透圧

5週 溶液の性質
6週 溶液の性質
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 酸化と還元
４.酸化還元反応
　　酸化数の求め方
　　酸化還元滴定
   金属のイオン化傾向

10週 酸化と還元
11週 酸化と還元
12週 酸化と還元

13週 電池 ５.電池・電気分解
　　電池の種類と構造

14週 電池
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 電池
　　電極での化学反応
　　電気分解の応用
　　ファラデーの法則

2週 電気分解
3週 電気分解

4週 物質とエネルギー
６.反応熱と熱化学方程式
　　化学変化とエネルギー
　　ヘスの法則

5週 物質とエネルギー
6週 物質とエネルギー
7週 中間試験
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8週 答案返却・解答説明

9週 化学結合と結晶
７.化学結合と結晶
　　結晶構造と金属結晶の格子定数及び充填率の計算
　　分子間力　

10週 化学結合と結晶
11週 化学結合と結晶

12週 　無機物質
８.無機物質　
　　非金属元素
　　典型金属元素

13週 　無機物質
14週 　無機物質
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 体育
科目基礎情報
科目番号 0227 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 実技 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 山田 なつ紀,渡邊 英幸
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．バレーボールの個人的技能をゲームで生かすことができる。
3．バレーボールの集団的技能をゲームで生かすことができる。
4．バレーボールのゲームを企画・運営ができる。
5．バスケットボールの個人的技能をゲームで生かすことができる。
6．バスケットボールの集団的技能をゲームで生かすことができる
7．バスケットボールのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 バレーボールの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

バレーボールの技能をゲームで生
かすことができる

バレーボールの技能をゲームで生
かすことができない

評価項目3 バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことが適切にできる

バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことができる

バスケットボールの技能をゲーム
で生かすことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ．運動能力を高
める自己診断資料とする。協調性と安全・確実・敏速に行動ができるような態度を養う。ゲームに必要な個人的技能や
集団的技能を高め，技能の程度に応じた作戦を工夫してゲームができるようにするとともに，得点や勝敗を競う過程や
結果に喜びや楽しさを味わう。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション・新体カテスト
1．新体カテスト
新体カテストの測定項目を理解し、正しい測定を実施でき
る
自らの得点を集計し、自己評価できる

2週 新体カテスト
3週 新体カテスト

4週 集団行動・体育祭の種目
2．体育祭種目
体育祭種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実施で
きる

5週 集団行動・体育祭の種目

6週 バレーボール

3．バレーボール
バレーボールの技術・ルールを理解し、学習した審判法を
基準に体育で実践するバレーボール試合の審判ができる
サーブ、オーバーハンドレシーブ、アンダーハンドレシー
ブ、スパイクを代表とする個人技能を修得し、試合で実践
できる。
ローテーション、三段攻撃を代表とする集団技能を修得し
、試合で実践できる

7週 バレーボール
8週 バレーボール
9週 バレーボール
10週 バレーボール
11週 バレーボール
12週 バレーボール
13週 バレーボール
14週 バレーボール・スキルテスト
15週 バレーボール・スキルテスト
16週 バレーボール・スキルテスト

後期
1週 球技大会の種目

4．球技大会種目の練習
球技大会の種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実
施できる

2週 球技大会の種目
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3週 バスケットボール

5バスケットボール
バスケットボールの技術・ルールを理解し、学習した審判
法を基準に体育で実践するバスケットボール試合の審判が
できる
ゴール下シュート、レイアップ、セットシュート、ドリブ
ル、チェストパスを代表とする個人技能を修得し、試合で
実践できる。
マンツーマン、ゾーンディフェンス、リバウンドを代表と
する集団技能を修得し、試合で実践できる

4週 バスケットボール
5週 バスケットボール
6週 バスケットボール
7週 バスケットボール
8週 バスケットボール
9週 バスケットボール
10週 バスケットボール
11週 バスケットボール
12週 バスケットボール

13週 持久走 6．持久走
長距離走の特性を理解し、駅伝大会で実践できる

14週 バスケットボール・スキルテスト
15週 バスケットボール・スキルテスト
16週 バスケットボール・スキルテスト

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 52-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワーク
科目基礎情報
科目番号 0228 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント等
担当教員 林 和彦
到達目標
1. 1年生においては、高専で学ぶ専門科目の概要を把握し、確固とした目標を持ち、技術者像を明確にイメージする。
2. コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について、2年生においては認識し、3年生におい
ては理解し、4,5年生においては活用することができる．
3. 主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力に
ついて、2年生においてはその必要性を認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては必要に応じて発揮できる．
4. 創成能力やエンジニアリングデザイン能力を2年生においては認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては活用することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない

評価項目2

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用が適切にできる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができない

評価項目3
創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用が適切にでき
る

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができる

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点
在学期間中に同じテーマは最長で2年間まで選択できますが、可能な限り多くのテーマに取り組む方が学習効果が上がり
ます。また、テーマによっては1回だけ選択できるテーマもありますので、担当教員に確認して下さい。テーマ内容につ
いては、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。（※）テーマによっては、中間試験および期末試
験および学年末試験を行う．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

2週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

3週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

4週 チーム編成，個別ガイダンス 各テーマごとに分かれて，課題設定と課題解決プロセスを
理解する。

5週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

6週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表
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14週 レポート作成と活動内容の振り返り レポート作成：発表会後，活動成果としてレポートを作成
する．

15週 期末試験（※）

16週 レポート提出と後期の活動のための計画立案
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

後期

1週 活動内容の目標の確認
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

2週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

3週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

4週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

5週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

6週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

7週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

8週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表

14週 振り返りとレポート作成 レポート作成：後期は1年間の活動内容を総括してレポート
を作成する．

15週 学年末試験（※）
16週 レポート提出

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 20 30 0 50
分野横断的能力 0 0 0 20 30 0 50

- 54-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 コミュニケーション英語Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0229 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 建築学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 3

教科書/教材 Power On II（東京書籍）, Power On II Workbook（東京書籍）, 速読英単語　入門編（Z会出版）, Power on Ⅱスタ
ディノート（東京書籍）

担当教員 上杉 裕子
到達目標
1. 「英文の構造」「段落の構成」「英文の論理展開」などを意識的に学習することで，まとまった英文を整理して理解することができる。
2. ペアワークやグループワーク（ディスカッション）を通して、協同学習を行い、「読む」「聞く」「話す」を中心としたコミュニケーション
能力を向上させることができる。
3. 教科書や単語帳の単語，イディオム表現を覚え，正確かつ適切に使用することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
「英文の構造」「段落の構成」「
英文の論理展開」などを意識しな
がら，まとまった英文を整理して
理解することができる。

まとまった英文を理解することが
できる。

「英文の構造」「段落の構成」「
英文の論理展開」などを意識的に
学習することなく，まとまった英
文を整理して理解することができ
ない。

評価項目2
速読演習やリスニング練習を通し
，「読む」「聞く」ことの処理速
度を上げ，能力を向上させること
ができる。

速読演習やリスニング練習を通し
，「読む」「聞く」ことの処理速
度を上げることができる。

リスニング練習を通し，「聞く」
力を向上させることができない。

評価項目3
教科書や単語帳の単語，イディオ
ム表現を覚え，正確かつ適切に使
用することができる。

教科書や単語帳の単語，イディオ
ム表現を覚えることができる。

教科書や単語帳の単語，イディオ
ム表現を覚えることができず，正
確かつ適切に使用することができ
ない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要

英語４技能のうち，本授業では特に「読む」「聞く」「話す」を向上させる。授業はオールイングリッシュで行う。
「読む」については，教科書の音読と精読を通して読解力の育成をはかるとともに，「英文の構造」「段落の構成」「
英文の論理展開」などを意識しながら教科書内容に関連した語彙や表現を習得することを目的とする。システムを利用
したゲーム感覚の音読練習を行い、楽しみながら英語に触れる機会、英語を使う機会を作る。ペアワークやグループワ
ーク（ディスカッション）を通じて総合的なコミュニケーション能力を向上させる。
「聞く」については，リスニング演習を実施する。
「話す」については、ペアやグループ内で英語を用いて意思を伝える表現力向上のための練習を行う。

授業の進め方と授業内
容・方法

・毎回の授業
単語テスト（速読英単語　入門編），教科書の音読、協同学習による内容理解
・スタディ・ノートで予習をし、定期テスト時にはWorkbookを提出

注意点
オールイングリッシュので授業である。学生参加型の協同学習を実施する。各自で問題を解き、協働しながら内容を理
解していく。辞書を必ず持参し、積極的に発表てほしい。学生の自主性養成をはかるため、発表はクラス貢献度として
評価に組み込む。一方的な授業ではなく学生間、学生と教員間の双方向的な授業形態である。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概要説明 1年間の授業形態、小テスト計画、学修の心構えを説明する

2週 Lesson 1 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

3週 Lesson 1
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック

4週 Lesson１、Lesson 2 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

5週 Lesson 2 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

6週 Lesson 2
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 Lesson 3 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

10週 Lesson 3 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

11週 Lesson 3
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック

12週 Lesson 4 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

13週 Lesson 4 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

14週 Lesson 4
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック
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15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 Lesson 5 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

2週 Lesson 5
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック

3週 Lesson 6 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

4週 Lesson 6
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック

5週 Lesson 7 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

6週 Lesson 7
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 Lesson 8 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

10週 Lesson 8
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック

11週 Lesson 9 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

12週 Lesson 9
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック

13週 Lesson 10 新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解

14週 Lesson 10
新出語彙、語彙の音読練習、本文のリスニング、および音
読練習、内容理解、サマリー、復習問題による内容理解チ
ェック

15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
定期試験 単語テスト クラス貢献度 提出物 出席 合計

総合評価割合 60 20 10 10 0 100
基礎的能力 60 20 10 10 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語表現Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0230 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材  Evergreen English Grammar 23 Lessons,  ALC Net Academy2（e-learning教材, 多読用図書（第2パソコン演習室
），その他

担当教員 上杉 裕子,Anthony Nepia
到達目標
１．1年時に理解した英文法項目を文法問題の中で適切に運用し、総復習し定着させる。
２．自分に適した多読用教材を選択し，その概要に把握しながら速読力および未知語の意味推測能力を向上させる。
３．ネイティブスピーカーによる英会話指導により、英語表現力、リスニング力を養う。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
理解した英文法項目を文法問題の
中で適切に運用することができる
。

理解した英文法項目を文法問題の
中で運用することができる。

理解した英文法項目を文法問題の
中で運用することができない。

評価項目2 理解した英文法を用いてリスニン
グ能力を大いに向上させる。

理解した英文法を用いてリスニン
グ能力を向上させる。

理解した英文法を用いてリスニン
グ能力を向上させることができな
い。

評価項目3
自分に適した多読用教材を選択し
，その概要に把握しながら速読力
および未知語の意味推測能力を向
上させる。

自分に適した多読用教材を選択し
，その概要に把握しながら速読力
もしくは未知語の意味推測能力を
向上させる。

多読用教材の概要に把握すること
ができない。速読力を向上させる
ことができない。未知語の意味を
正しく推測することができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要

１年「英語表現１」で学習した文法内容をもとに，問題演習をとおして，文法知識の運用能力向上を図る。
１年「英語表現１」で学習していない発展的な文法内容について，問題演習をとおして学習する。
１年「英語表現１」で学習した文法内容や１年「コミュニケーション英語１」で学習した語彙，語法を活用しながら
，ネイティブスピーカーの指導よりリスニング、スピーキングにかかわる諸活動を行う。
e-learningにより文法復習を行う。
自らに適した多読図書を選択し，興味や関心を持って多読活動を行うとともに，速読力の向上や未知語の意味推測能力
向上を図る。

授業の進め方と授業内
容・方法

演習を基本とするため，授業への積極的な参加を要求する。
毎回の授業の進め方は以下のとおりである。
・昨年の英語表現の授業で学習した内容を定着させるための確認小テスト（Evergreen English Grammra 23より出題
）　　
・文法演習ALC Net Academy 2（前期のみ）　　
・多読活動　
・ネイティブスピーカーによるスピーキング、リスニング活動

注意点
オールイングリッシュで行う授業である。小テストにより1年時の文法事項を定着させる。e-learningにより文法復習を
する。多読を通して、英文に触れ、リーディング力を向上させる。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概要説明 1年間の授業形態、小テスト予定、学習の心構えについて説
明する。

2週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

3週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

4週
小テスト
多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

5週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

6週
小テスト
多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

7週 中間試験

8週
答案返却・解答説明
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

9週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

10週
小テスト
多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動
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11週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

12週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

13週
文法復習、多読活動
ALC Net Academy2（e-learning）
リスニング・スピーキング活動

14週
小テスト
多読活動
リスニング・スピーキング活動

15週 期末試験

16週 答案返却，解説
リスニング・スピーキング活動

後期

1週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

2週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

3週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

4週 小テスト
リスニング・スピーキング活動

5週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

6週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

7週
小テスト
多読活動
リスニング・スピーキング活動

8週 中間試験

9週 答案返却・解説
リスニング・スピーキング活動

10週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

11週
小テスト
多読活動
リスニング・スピーキング活動

12週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

13週 文法復習、多読活動
リスニング・スピーキング活動

14週
小テスト
多読活動
リスニング・スピーキング活動

15週 学年末試験

16週 答案返却，解説
リスニング・スピーキング活動

評価割合
定期試験 小テスト 多読 クラス貢献度 英会話 合計

総合評価割合 40 20 10 10 20 100
基礎的能力 40 20 10 10 20 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 造形Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0213 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 プリントを配布
担当教員 安 箱敏
到達目標
　造形とは、何らかの材料に形を与える総称をさし、人間の視覚、触覚に働きかけてある表現的な事物をつくる操作をいう。本科目では、建築
設計に関わるデザインを表現するための基本的な技法を習得することを目的としており、建築実務に必要な内容である。具体的には、画像合成
パースや建築模型などの演習課題を通して、材料や道具に関する基礎知識を学習すると共に、基本的なプレゼンテーション技法を習得する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
フォトショップを使ってパースの
着彩、模型写真加工ができる

全体バランス、点景、詳細が着彩
、加工できる

全体バランス、点景、が着彩、加
工できる

全体バランス、が着彩、加工でき
る

自身が設計した住宅建築の２消点
透視図を手描きで作図できること
。

デザイン、躯体、詳細が描ける 躯体、詳細が描ける 躯体が描ける

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 2次元CG（フォトショップ）を使った建築パースと建築模型の作成方法を習得する。

授業の進め方と授業内
容・方法

2次元CGパース：画像合成パース、画像処理ソフトフォトショップ(Photoshop)の基本、画像合成パースの基本的な仕
上げ方法や材料の基礎知識、透視図法をもとに、計画内容に合った点景を入れる、外観透視図の作図と仕上げを習得す
る。
建築模型：部材の切断面と接着面を美しく仕上げる、設計意図を的確に表現する材料を選択する、模型写真の基本的な
撮影方法を理解し、模型を撮影することを習得する。

注意点
　造形は、建築設計製図や建築意匠など意匠系の授業における基礎科目である。１年次には写真の模写や立体構成など
の造形の基礎技法について学習したが、２年次には、１年生の建築設計製図や造形の授業で習得した透視図の作成方法
や模型制作の基礎をもとに、建築画像合成パースや建築模型の制作を発展的に行う。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 画像合成パース1・概説 説明を理解する。
2週 画像合成パース制作 当日の課題を完成する。
3週 画像合成パース制作 当日の課題を完成する。
4週 画像合成パース制作 当日の課題を完成する。
5週 画像合成パース制作 当日の課題を完成する。
6週 画像合成パース制作 当日の課題を完成する。
7週 建築模型1・概説 説明を理解する。
8週 建築模型制作 当日の課題を完成する。
9週 建築模型制作 当日の課題を完成する。
10週 建築模型制作 当日の課題を完成する。
11週 建築模型制作 当日の課題を完成する。
12週 建築模型制作 当日の課題を完成する。
13週 建築模型制作 当日の課題を完成する。
14週 建築模型制作 当日の課題を完成する。
15週 建築模型制作 当日の課題を完成する。
16週 講評会 発表、質疑応答にこたえる。

評価割合
作品 発表 合計

総合評価割合 0 0 0 0 0 0 0
制作能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築構造力学Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0214 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 寺本隆幸：建築構造の力学Ⅰ，森北出版
担当教員 光井 周平
到達目標
前半
１．力の定義と単位を理解した上で力の合成・分解について理解し，計算できる。
２．構造物の安定・不安定について理解できる。
３．各種静定構造物の反力を計算できる。
４．単純梁の内力を計算できる。
５．内力の正負を理解した上で単純梁の軸力図，せん断力図，曲げモーメント図を描くことができる。
後半
１．片持ち梁の内力を計算できる。
２．内力の正負を理解した上で片持ち梁の軸力図，せん断力図，曲げモーメント図を描くことができる。
３．静定ラーメンの内力を計算できる。
４．内力の正負を理解した上で静定ラーメンの軸力図，せん断力図，曲げモーメント図を描くことができる。
５．軸力の正負を理解した上で静定トラスの軸力を計算できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
力の定義と単位を理解した上で力
の合成・分解について理解し，計
算できる。

力の定義と単位を適切に理解した
上で力の合成・分解について理解
し，計算できる。

力の定義と単位を理解した上で力
の合成・分解について理解し，計
算できる。

力の定義と単位を理解していない
。また力の合成・分解の両方を理
解していない。

各種静定構造物の反力を計算でき
る。

反力の値と方向の両方を正しく求
めることができる。

反力の値を計算によって求めるこ
とができる。

反力を計算できない。反力の方向
も理解していない。

単純梁の内力を計算できる。
内力の値を計算によって求めるこ
とができ，かつ，値の正負の違い
について理解している。

内力の値を計算によって求めるこ
とができる。 内力を計算できない。

内力の正負を理解した上で単純梁
の軸力図，せん断力図，曲げモー
メント図を描くことができる。

軸力図，せん断力図，曲げモーメ
ント図の３つを，内力の正負を理
解した上で描くことができる。

軸力図，せん断力図，曲げモーメ
ント図を描くことができる。

軸力図，せん断力図，曲げモーメ
ント図を描けない。

片持ち梁の内力を計算できる。
内力の値を計算によって求めるこ
とができ，かつ，値の正負の違い
について理解している。

内力の値を計算によって求めるこ
とができる。 内力を計算できない。

内力の正負を理解した上で片持ち
梁の軸力図，せん断力図，曲げモ
ーメント図を描くことができる。

軸力図，せん断力図，曲げモーメ
ント図の３つを，内力の正負を理
解した上で描くことができる。

軸力図，せん断力図，曲げモーメ
ント図を描くことができる。

軸力図，せん断力図，曲げモーメ
ント図を描けない。

静定ラーメンの内力を計算できる
。

内力の値を計算によって求めるこ
とができ，かつ，値の正負の違い
について理解している。

内力の値を計算によって求めるこ
とができる。 内力を計算できない。

内力の正負を理解した上で静定ラ
ーメンの軸力図，せん断力図，曲
げモーメント図を描くことができ
る。

軸力図，せん断力図，曲げモーメ
ント図の３つを，内力の正負を理
解した上で描くことができる。

軸力図，せん断力図，曲げモーメ
ント図を描くことができる。

軸力図，せん断力図，曲げモーメ
ント図を描けない。

軸力の正負を理解した上で静定ト
ラスの軸力を計算できる。

軸力の正負を理解した上で軸力を
計算できる。 軸力を計算できる。 軸力を計算できない。

構造物の安定・不安定について理
解できる。

構造物の安定・不安定を適切に理
解できる。

構造物の安定・不安定について理
解できる。

構造物の安定・不安定について理
解できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
4学年まで継続して学習する建築構造力学のうち，2学年では力の合成・分解・つりあいと，つりあい条件から求めるこ
とのできる構造物（静定構造物）の反力，内力（軸力，せん断力，曲げモーメント）を求める方法について学ぶ。本授
業は就職と進学のいずれにも関係する。また，建築士試験の受験に際しても非常に重要な科目である。

授業の進め方と授業内
容・方法 座学を中心とする。

注意点

　構造系の科目の基礎となる科目である。理解の積み重ねが重要であり，わからないことをそのままにしておくと後々
大変なことになるので注意してもらいたい。理解不足な点はオフィスアワー等を利用して積極的に質問してもらいたい
。
　特段の理由なく，〆切までに提出されなかった課題は評価の対象としない。〆切を厳守すること。なお，〆切までに
提出できそうにない・できなかった場合は教員に相談し，指示を受けること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 力の定義，単位
モーメント

力の定義と単位を理解した上で力の合成・分解について理
解し，計算できる。

2週 力の合成と分解 力の合成・分解について理解し，計算できる。
3週 力の合成と分解 力の合成・分解について理解し，計算できる。
4週 力のつりあい 力の合成・分解について理解し，計算できる。
5週 力のつりあい 力の合成・分解について理解し，計算できる。
6週 力のつりあい 力の合成・分解について理解し，計算できる。
7週 前期中間試験
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8週 試験返却・解答
構造物の安定・不安定 構造物の安定・不安定について理解できる。

9週 構造物の安定・不安定 構造物の安定・不安定について理解できる。
10週 静定構造物の反力 各種静定構造物の反力を計算できる。
11週 静定構造物の反力 各種静定構造物の反力を計算できる。
12週 単純梁の内力 単純梁の内力を計算できる。

13週 単純梁の内力
単純梁の内力を計算できる。
内力の正負を理解した上で単純梁の軸力図，せん断力図
，曲げモーメント図を描くことができる。

14週 単純梁の内力
単純梁の内力を計算できる。
内力の正負を理解した上で単純梁の軸力図，せん断力図
，曲げモーメント図を描くことができる。

15週 前期末試験
16週 試験返却・解答

後期

1週 片持ち梁の内力
片持ち梁の内力を計算できる。
内力の正負を理解した上で片持ち梁の軸力図，せん断力図
，曲げモーメント図を描くことができる。

2週 片持ち梁の内力
片持ち梁の内力を計算できる。
内力の正負を理解した上で片持ち梁の軸力図，せん断力図
，曲げモーメント図を描くことができる。

3週 小テスト（片持ち梁の内力）

4週 静定ラーメンの内力
静定ラーメンの内力を計算できる。
内力の正負を理解した上で静定ラーメンの軸力図，せん断
力図，曲げモーメント図を描くことができる。

5週 静定ラーメンの内力
静定ラーメンの内力を計算できる。
内力の正負を理解した上で静定ラーメンの軸力図，せん断
力図，曲げモーメント図を描くことができる。

6週 静定ラーメンの内力
静定ラーメンの内力を計算できる。
内力の正負を理解した上で静定ラーメンの軸力図，せん断
力図，曲げモーメント図を描くことができる。

7週 中間試験

8週 試験返却・解答
３ヒンジラーメンの支点反力

静定ラーメンの内力を計算できる。
内力の正負を理解した上で静定ラーメンの軸力図，せん断
力図，曲げモーメント図を描くことができる。

9週 3ヒンジラーメンの内力
静定ラーメンの内力を計算できる。
内力の正負を理解した上で静定ラーメンの軸力図，せん断
力図，曲げモーメント図を描くことができる。

10週 3ヒンジラーメンの内力
静定ラーメンの内力を計算できる。
内力の正負を理解した上で静定ラーメンの軸力図，せん断
力図，曲げモーメント図を描くことができる。

11週 小テスト（3ヒンジラーメンの内力）

12週 トラスの軸力 軸力の正負を理解した上で静定トラスの軸力を計算できる
。

13週 トラスの軸力 軸力の正負を理解した上で静定トラスの軸力を計算できる
。

14週 トラスの軸力 軸力の正負を理解した上で静定トラスの軸力を計算できる
。

15週 学年末試験
16週 試験返却・解答

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリ

オ その他 小テスト 課題 合計

総合評価割合 60 0 0 10 0 0 0 30 100
基礎的能力 15 0 0 10 0 0 0 0 25
専門的能力 45 0 0 0 0 0 0 30 75
分野横断的能
力 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築構造力学演習
科目基礎情報
科目番号 0215 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 特になし。適宜プリント等を配布する。
担当教員 光井 周平
到達目標
１．力の合成、分解について理解し、算出できる。
２．各種構造物の反力を求めることができる。
３．単純梁の内力を求めることができる。
４．単純梁の内力の正負を理解し、軸方向力図・せん断力図・曲げモーメント図を正しく描くことができる。
５．片持ち梁、ラーメンの各部材の内力を求めることができる。
６．ラーメンの内力の正負を理解し、軸方向力図・せん断力図・曲げモーメント図を正しく描くことができる。
７．トラス構造物の内力を求めることができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
力の合成、分解について理解し、
算出できる。

力の合成、分解について理解し、
算出できる。

力の合成、分解について算出でき
る。

力の合成、分解について算出でき
ない。

各種構造物の反力を求めることが
できる。

各種構造物の反力を理解した上で
求めることができる。

各種構造物の反力を求めることが
できる。

各種構造物の反力を求めることが
できるない。

単純梁の内力を求めることができ
る。

単純梁の内力を理解した上で求め
ることができる。

単純梁の内力を求めることができ
る。

単純梁の内力を求めることができ
ない。

単純梁の内力の正負を理解し、軸
方向力図・せん断力図・曲げモー
メント図を正しく描くことができ
る。

単純梁の内力の正負を理解し、軸
方向力図・せん断力図・曲げモー
メント図を正しく描くことができ
る。

軸方向力図・せん断力図・曲げモ
ーメント図を正しく描くことがで
きる。

軸方向力図・せん断力図・曲げモ
ーメント図を正しく描くことがで
きない。

片持ち梁、ラーメンの各部材の内
力を求めることができる。

片持ち梁、ラーメンの各部材の内
力を理解した上で求めることがで
きる。

片持ち梁、ラーメンの各部材の内
力を求めることができる。

片持ち梁、ラーメンの各部材の内
力を求めることができない。

ラーメンの内力の正負を理解し、
軸方向力図・せん断力図・曲げモ
ーメント図を正しく描くことがで
きる。

ラーメンの内力の正負を理解し、
軸方向力図・せん断力図・曲げモ
ーメント図を正しく描くことがで
きる。

ラーメンの軸方向力図・せん断力
図・曲げモーメント図を描くこと
ができる。

ラーメンの軸方向力図・せん断力
図・曲げモーメント図を描くこと
ができない。

トラス構造物の内力を求めること
ができる。

トラス構造物の内力を理解した上
で求めることができる。

トラス構造物の内力を求めること
ができる。

トラス構造物の内力を求めること
ができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 建築構造力学Ⅰの内容に関する演習を繰り返し行い、力学問題を解く力を定着させる。本授業は就職と進学のいずれに

も関係する。また、建築士試験の受験に際しても非常に重要な内容である。

授業の進め方と授業内
容・方法

演習を中心とし、必要に応じて講義を行う。また、理解度のチェックのため適宜小テストを実施する。
この授業は、建築構造力学Ⅰで学んだ内容をしっかりと復習して理解するための授業である。授業時間を有効に使って
、構造力学の理解度を高めてもらいたい。

注意点
成績評価内訳は以下の通り
演習課題(70%)＋小テスト(20%)＋授業態度・出席状況(10%)＝成績評価(100%)
上記の内，60％以上を達成すれば合格となる。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 片持ち梁の応力 片持ち梁、ラーメンの各部材の内力を求めることができる
。

2週 片持ち梁の応力 片持ち梁、ラーメンの各部材の内力を求めることができる
。

3週 片持ち梁の応力 片持ち梁、ラーメンの各部材の内力を求めることができる
。

4週 単純梁型ラーメンの応力
片持ち梁、ラーメンの各部材の内力を求めることができる
。
ラーメンの内力の正負を理解し、軸方向力図・せん断力図
・曲げモーメント図を正しく描くことができる。

5週 単純梁型ラーメンの応力
片持ち梁、ラーメンの各部材の内力を求めることができる
。
ラーメンの内力の正負を理解し、軸方向力図・せん断力図
・曲げモーメント図を正しく描くことができる。

6週 片持ち梁型ラーメンの応力
片持ち梁、ラーメンの各部材の内力を求めることができる
。
ラーメンの内力の正負を理解し、軸方向力図・せん断力図
・曲げモーメント図を正しく描くことができる。

7週 片持ち梁型ラーメンの応力
片持ち梁、ラーメンの各部材の内力を求めることができる
。
ラーメンの内力の正負を理解し、軸方向力図・せん断力図
・曲げモーメント図を正しく描くことができる。

8週 片持ち梁型ラーメンの応力
片持ち梁、ラーメンの各部材の内力を求めることができる
。
ラーメンの内力の正負を理解し、軸方向力図・せん断力図
・曲げモーメント図を正しく描くことができる。
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9週 片持ち梁型ラーメンの応力
片持ち梁、ラーメンの各部材の内力を求めることができる
。
ラーメンの内力の正負を理解し、軸方向力図・せん断力図
・曲げモーメント図を正しく描くことができる。

10週 ３ヒンジラーメンの応力
片持ち梁、ラーメンの各部材の内力を求めることができる
。
ラーメンの内力の正負を理解し、軸方向力図・せん断力図
・曲げモーメント図を正しく描くことができる。

11週 ３ヒンジラーメンの応力
片持ち梁、ラーメンの各部材の内力を求めることができる
。
ラーメンの内力の正負を理解し、軸方向力図・せん断力図
・曲げモーメント図を正しく描くことができる。

12週 トラスの解法 トラス構造物の内力を求めることができる。
13週 トラスの解法 トラス構造物の内力を求めることができる。
14週 トラスの解法 トラス構造物の内力を求めることができる。
15週 トラスの解法 トラス構造物の内力を求めることができる。
16週 後期末小テスト

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリ

オ その他 演習課題 小テスト 合計

総合評価割合 0 0 0 10 0 0 70 20 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 10 0 0 70 20 100
分野横断的能
力 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築構法Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0216 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 青木博文編　「建築構造」　（実教出版）
担当教員 松野 一成,仁保 裕
到達目標
1.鉄筋コンクリート構造の特徴を理解する。
2.鉄筋とコンクリート材料の性質を理解する。
3.鉄筋コンクリート構造を構成する部材とその働きを理解する。
4.鉄筋コンクリート構造の仕上げについて理解する。
5.壁式鉄筋コンクリート構造の特徴を理解する。
6.プレストレストコンクリート構造の特徴を理解する。
7.鋼材の性質を理解する。
8.鋼構造を構成する部材とその働きを理解する。
9.鋼構造の特徴を理解する。
10.鋼構造の接合部を理解する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
鉄筋コンクリート構造の特徴を理
解する。

鉄筋コンクリート構造・材料の特
徴や性質を適切に理解できる。

鉄筋コンクリート構造・材料の特
徴や性質を理解できる。

鉄筋コンクリート構造・材料の特
徴や性質を理解できない。

鉄筋とコンクリート材料の性質を
理解する。

鉄筋とコンクリート材料の性質を
適切に理解できる。

鉄筋とコンクリート材料の性質を
理解できる。

鉄筋とコンクリート材料の性質を
理解できない。

鉄筋コンクリート構造を構成する
部材とその働きを理解する。

鉄筋コンクリート構造を構成する
部材とその働きを適切に理解でき
る。

鉄筋コンクリート構造を構成する
部材とその働きを理解できる。

鉄筋コンクリート構造を構成する
部材とその働きを理解できない。

鉄筋コンクリート構造の仕上げに
ついて理解する。

鉄筋コンクリート構造の仕上げに
ついて適切に理解できる。

鉄筋コンクリート構造の仕上げに
ついて理解できる。

鉄筋コンクリート構造の仕上げに
ついて理解できない。

壁式鉄筋コンクリート構造の特徴
を理解する。

壁式鉄筋コンクリート構造の特徴
を適切に理解できる。

壁式鉄筋コンクリート構造の特徴
を理解できる。

壁式鉄筋コンクリート構造の特徴
を理解できない。

プレストレストコンクリート構造
の特徴を理解する。

プレストレストコンクリート構造
の特徴を適切に理解できる

プレストレストコンクリート構造
の特徴を理解できる。

プレストレストコンクリート構造
の特徴を理解できない。

鋼材の性質を理解する。 鋼材の性質を適切に理解できる。 鋼材の性質を理解できる。 鋼材の性質を理解できない。
鋼構造を構成する部材とその働き
を理解する。

鋼構造に関して特徴や構成する部
材とその働きを適切に理解できる

鋼構造に関して特徴や構成する部
材とその働きを理解できる

鋼構造に関して特徴や構成する部
材とその働きを理解できない

鋼構造の特徴を理解する。 鋼構造の特徴を適切に理解できる
。 鋼構造の特徴を理解できる。 鋼構造の特徴を理解できない。

鋼構造の接合部を理解する。 鋼構造の接合部を適切に理解でき
る。 鋼構造の接合部を理解できる。 鋼構造の接合部を理解できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 　鉄筋コンクリート構造，鋼構造およびその他の構造について学ぶ。各材料と各構造それぞれの特徴を理解し，各部材

の名称と働きを理解する。本科目は就職と進学の両方に関連する。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。

注意点

・本授業で習得すべき内容は建築技術者として持っておくべき必要最低限のものばかりである。このことを念頭におき
，取り組むこと。なお，1級建築士の製図試験は鉄筋コンクリート構造の建築物が課題となる場合が多いので本授業の内
容を忘れないようにすること。
・提出物については〆切を厳守すること。
・わからない点があれば，日ごろからこまめに質問すること。試験寸前になってまとめて質問するようなことは避ける
こと。
・成績評価の詳細は以下のとおりである。
　試験70%　各定期試験点数（100点満点）の平均点に0.7をかけて計算する。
　課題20%
　受講態度10%
上記合計100%のうち，60%以上を達成すれば合格となる。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 鉄筋コンクリート構造の特徴と構造形式 鉄筋コンクリート構造の特徴を理解する。
2週 鉄筋について，コンクリートについて 鉄筋とコンクリート材料の性質を理解する。
3週 コンクリートについて 鉄筋とコンクリート材料の性質を理解する。

4週 地業，基礎，主体構造 鉄筋コンクリート構造を構成する部材とその働きを理解す
る。

5週 主体構造 鉄筋コンクリート構造を構成する部材とその働きを理解す
る。

6週 仕上げ 鉄筋コンクリート構造の仕上げについて理解する。
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 壁式鉄筋コンクリート構造 壁式鉄筋コンクリート構造の特徴を理解する。
10週 プレストレストコンクリート構造 プレストレストコンクリート構造の特徴を理解する。
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11週 鋼構造の特徴と構造形式 鋼構造の特徴を理解する。
鋼構造を構成する部材とその働きを理解する。

12週 鋼と鋼材 鋼材の性質を理解する。
13週 鋼材の接合 鋼構造の接合部を理解する。

14週 鋼構造骨組 鋼構造の特徴を理解する。
鋼構造を構成する部材とその働きを理解する。

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリ

オ その他 課題 合計

総合評価割合 70 0 0 10 0 0 20 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 10 0 0 20 100
分野横断的能
力 0 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築計画Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0217 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 日本建築学会編「第3版コンパクト建築設計資料集成」（丸善）、青木義次「一目でわかる建築計画」（学芸出版社）
担当教員 篠部 裕
到達目標
1.人体寸法，動作寸法，物品寸法などの寸法計画を説明できる。
2.独立住宅の建築計画に関する全体計画と各部計画の要点を説明できる。
3.住宅の基本的な設計技法の概要を説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

人体寸法，動作寸法，物品寸法な
どの寸法計画

人体寸法，動作寸法，物品寸法な
どの寸法計画について適切に説明
できる

人体寸法，動作寸法，物品寸法な
どの寸法計画について説明できる

人体寸法，動作寸法，物品寸法な
どの寸法計画について説明できな
い

独立住宅の建築計画に関する全体
計画と各部計画

独立住宅の建築計画に関する全体
計画と各部計画について適切に説
明できる

独立住宅の建築計画に関する全体
計画と各部計画ついて説明できる

独立住宅の建築計画に関する全体
計画と各部計画について説明でき
ない

住宅の基本的な設計技法 住宅の基本的な設計技法について
適切に説明できる

住宅の基本的な設計技法について
説明できる

住宅の基本的な設計技法について
説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
建築計画とは、生活の空間の関わりを科学的に捉え、これをモデル化・体系化した学問である。本科目では、各論とし
て独立住宅の計画論についての基礎知識、総論としての建築空間の寸法体系と基本的な構成方法を習得することを目的
とする。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義メモを中心に、適宜、教科書の資料を用いながら授業を行う。

注意点 本授業での学習内容は、二級建築士の学科試験（計画）の内容とも対応しており、将来の資格取得上、重要である。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 人体寸法と生活 人体寸法，動作寸法，物品寸法の基礎を説明できる。

2週 建築の各部寸法 建築の各部寸法（廊下，階段，トイレなど）をモデュール
について説明できる。

3週 独立住宅の計画 独立住宅の敷地条件，住生活の構成要素，プライバシーを
説明できる。

4週 独立住宅の計画 動線計画，配置計画，ゾーニング，ブロックプランを説明
できる。

5週 独立住宅の計画 リビング空間（居間，食堂，寝室，客間）の計画の要点を
説明できる。

6週 独立住宅の計画、建築計画学習かるた
サービス空間（台所、家事室、浴室など）の計画を説明で
きる。建築計画の基礎知識の要点を理解し、イラストと短
文に表現できる。

7週 中間試験 中間試験までの授業内容を理解している。

8週 答案返却・解答解説、住宅の広告・ＣＭレポート発表 現代住宅の広告やＣＭを調査し、現代住宅の設計上の要点
や業界潮流を説明できる。

9週 住宅と建築法規 住宅に関連する法規（集団規定、単体規定）の基礎を説明
できる。

10週 バリアフリーと住宅計画 バリアフリーデザイン，ユニバーサルデザインと住宅計画
の関係を説明できる。

11週 近代建築の３巨匠と住宅設計 ライト，コルビュジェ，ミースの設計思想と住宅設計の特
徴を説明できる。

12週 近代建築の３巨匠と住宅設計 ライト，コルビュジェ，ミースの設計思想と住宅設計の特
徴を説明できる。

13週 現代住宅の系譜 現代住宅の設計の系譜（日本の住宅、世界の住宅）を代表
的な住宅を例に説明できる。

14週 建築計画学習かるた 建築計画の基礎知識の要点を理解し、イラストと短文に表
現できる。

15週 前期末試験 前期末試験までの授業内容を理解している。
16週 答案返却・解答解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 5 25 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 5 25 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築設計製図Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0218 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 建築学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 前期:2 後期:4
教科書/教材 ⑴　建築設計製図、実教出版　⑵　第３版コンパクト建築設計資料集成集、丸善
担当教員 下倉 玲子,岩城 考信,安 箱敏
到達目標
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 製図法を理解し、木造住宅の基本
図面の作図ができる。

木造住宅の製図法を理解し、基本
図面の作図を行う。

木造住宅の製図法が理解できない
。

評価項目2
木造住宅の構造的な特徴を理解し
、柱・壁などの適切な設計ができ
る。

木造住宅の構造的な特徴を理解し
、柱・壁などの設計を行う。

木造住宅の構造的な特徴が理解で
きない。

評価項目3
住宅計画を通して、人間のスケー
ル感を体得し適切な図面作成がで
きる。

住宅計画を通して、人間のスケー
ル感を体得し図面を作成する。

住宅計画を通して、人間のスケー
ル感を体得することができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

１．木造軸組住宅の図面の見方を理解し、平面図、立面図、断面図、床伏せ図などの描き方や手順を習得する。
２．木造住宅の設計を通して設計や製図法についての興味・関心を高め、建築設計製図に関した広い視野と意欲を育成
する。
３．建築に関する図書を調べ、自分で選んだ住宅を模型化し説明する能力を養う。
４．週末課題を通して建築に関する知識を増やし、将来の仕事について考える。

授業の進め方と授業内
容・方法

演習・実習形式で行う。設計はエスキスの作成とチェックを繰り返してプランを練る作業である。
週末課題や製図では、自宅での学習時間が必要である。

注意点
提出物により評価するので、全ての提出期限を厳守すること。住まいに関心を持つために、住宅関係の雑誌を購入して
じっくり目を通すこと。そのためには図書館で建築雑誌や住宅雑誌に定期的に目を通す習慣を養い、自分の目で自宅以
外の住まいに触れること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンスと第１課題出題 第１課題「木造軸組住宅」の模写
2週 配置図の製図 木造住宅の配置図、平面図の模写
3週 配置図の製図 木造住宅の配置図、平面図の模写
4週 １階平面図の製図 木造住宅の配置図、平面図の模写
5週 １階平面図の製図 木造住宅の配置図、平面図の模写
6週 ２階平面図の製図 木造住宅の配置図、平面図の模写
7週 断面図の製図 木造住宅の断面図、立面図の模写
8週 断面図の製図 木造住宅の断面図、立面図の模写
9週 断面図の製図 木造住宅の断面図、立面図の模写
10週 立面図の製図 木造住宅の断面図、立面図の模写
11週 床伏せ図の製図 木造住宅の床伏せ図の模写
12週 床伏せ図の製図 木造住宅の床伏せ図の模写
13週 小屋伏せ図の製図 木造住宅の床伏せ図の模写
14週 軸組図の製図 木造住宅の軸組図の模写
15週 軸組図の製図 木造住宅の軸組図の模写

16週 第２課題の説明、夏休み演習課題の説明、エスキス説明、
事例収集

木造軸組住宅の製図法が理解できる。プランを集めて図面
を読み解く。

後期

1週 夏休み演習課題の発表。エスキスチェック 第２課題「平屋建て住宅の設計」

2週 エスキスチェック、図面の作成 木造平屋建て住宅の設計を行い木造住宅の基本的な設計を
理解する。

3週 図面の作成 配置図、平面図、立面図、断面図を作図する。
4週 第３課題の説明 第３課題「さくら家に提案する木造３世代住宅」

5週 エスキスチェック 建築計画の基礎理論をもとに一番身近な住宅の設計を行う
。

6週 エスキスチェック 設計条件を踏まえてエスキスを繰り返す
7週 エスキスチェック プランを練ってゆく作業を行う

8週 配置図の作図 エスキス期間中には並行して木造の矩計図、平面詳細図の
模写を行う

9週 １階平面図の作図 平面図や立面図・断面図などの基本的な設計図面を作成す
る

10週 １・２階平面図の作図 平面図や立面図・断面図などの基本的な設計図面を作成す
る

11週 断面図の作図 平面図や立面図・断面図などの基本的な設計図面を作成す
る
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12週 立面図の作図 平面図や立面図・断面図などの基本的な設計図面を作成す
る

13週 第４課題の説明 第４課題「提案住宅のプレゼンテーション」

14週 透視図の作図 自分が設計した「さくら家に提案する木造３世代住宅」を
紹介するための外観パースを作成する。

15週 透視図の作図 自分が設計した「さくら家に提案する木造３世代住宅」を
紹介するための外観パースを作成する。

16週 提出・講評会
評価割合

第１課題 第２課題 第３課題 第４課題 週末・夏休み課題 合計
総合評価割合 0 0 0 0 0 0
総合評価 30% 20% 30% 10% 10% 0

0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代文
科目基礎情報
科目番号 0241 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『高等学校現代文B［改訂版］』（三省堂）　『ビジュアルカラー　国語便覧』（大修館書店）
担当教員 上芝 令子
到達目標
1．日本語で書かれた文章類（評論・小説・韻文）を正しく読解すること。
2．さまざまな文章にふれ、思索できる力や感性などを身につけること。
3．作品が書かれた時代、作家に関する知識を身につける。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
日本語で書かれた文章類（評論・
小説・短歌）を正しく読解するこ
とができる

日本語で書かれた文章類（評論・
小説・短歌）を読解することがで
きる

日本語で書かれた文章類（評論・
小説・短歌）を正しく読解するこ
とができない

評価項目2
さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
が適切にできる

さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
ができる

さまざまな文章にふれ、思索でき
る力や感性などを身につけること
ができない

評価項目3
作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることが適切に
できる

作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることができる

作品が書かれた時代、作家に関す
る知識を身につけることができな
い

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 二年生「現代文」の発展科目である。日本語で書かれた小説や詩歌、評論などを的確に読解する能力を養い、思考・表

現力を体得する。本授業は、読む力を通した多様な人間認識、人間力 の形成のために必要である。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。適宜課題提出も課す。定期テスト８割・平常点２割を基調として成績を出す。

注意点
積極的な授業参加を重視する。発想の幅を広げ、自由にものを見る思考のレッスンにより、教養の幅を広げていっても
らいたい。
授業態度を重視する。態度不良者はその都度減点対象とし、単位不認定に到ることがあるので注意すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス
2週 近代文学史⑴明治～大正 １⑴．近代文学史の教養を身につける。

3週 池内了「なぜ」に答えられない科学 ２．評論「なぜ」に答えられない科学
評論文における論理展開を理解する。

4週 池内了「なぜ」に答えられない科学
5週 池内了「なぜ」に答えられない科学

6週 鞦韆は～俳句十六句 ３⑴．俳句の鑑賞力を体得する。
俳句の世界に描かれた修辞、清新な感性をとらえる。

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明等
9週 近代文学史⑵大正～昭和 １⑵．近代文学史の教養を身につける。

10週 鞦韆は～俳句十六句 ３⑵．俳句の鑑賞力を体得する。
俳句の世界に描かれた修辞、清新な感性をとらえる。

11週 加藤周一「日本文化の雑種性」
４．評論「日本文化の雑種性」
評論文における論理展開を理解する。
筆者の主張している日本ならではの文化観を理解する。

12週 加藤周一「日本文化の雑種性」
13週 加藤周一「日本文化の雑種性」
14週 加藤周一「日本文化の雑種性」
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明等

後期

1週 近代文学史⑶昭和戦後～現代 １⑶．近代文学史の教養を身につける。

2週 石原吉郎「ある〈共生〉の体験から」
２．評論「ある〈共生〉の体験から」
評論文における論理展開を理解する。
今日生きているわれわれにとっての「戦争」「平和」の意
義について各自で思考をめぐらす。

3週 石原吉郎「ある〈共生〉の体験から」
4週 石原吉郎「ある〈共生〉の体験から」
5週 石原吉郎「ある〈共生〉の体験から」
6週 近代文学史⑷外国の文学者と名作 １⑷．外国文学史の教養を身につける。
7週 森鷗外の文学
8週 中間試験
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9週 森鷗外「舞姫」

3．小説「舞姫」
人物形象と事件の読解を通して主題を理解する。
作者に関する文学史的知識を身につける。
当時の社会状況を理解した上で、恋愛・生きることの意味
を考察する。

10週 森鷗外「舞姫」
11週 森鷗外「舞姫」
12週 森鷗外「舞姫」
13週 森鷗外「舞姫」
14週 森鷗外「舞姫」
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明等

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 10 10 0 100
基礎的能力 80 0 0 10 10 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

- 70-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 現代社会
科目基礎情報
科目番号 0242 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『最新現代社会　新訂版』実教出版
担当教員 小倉 亜紗美
到達目標
1．環境問題や生命倫理など、現代社会に特有の問題の本質を理解する
2．青年期の心理の特徴を理解する
3．宗教や哲学における人間観を理解し、これまでどのような生き方が望ましいとされてきたのかを考察する。
4．民主主義の本質を理解し、現代の日本の政治制度の構造を把握する。
5．人権や法の支配など、法律の基礎概念を理解する。
6．資本主義経済の特徴を理解し、労働者としての権利を理解する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
環境問題や生命倫理など、現代社
会に特有の問題の本質を詳細に理
解でき，青年期の心理の特徴を詳
細に理解できる

環境問題や生命倫理など、現代社
会に特有の問題の本質を理解でき
，青年期の心理の特徴を理解でき
る

環境問題や生命倫理など、現代社
会に特有の問題の本質を理解でき
ず，青年期の心理の特徴を理解で
きない

評価項目2
民主主義の本質を理解し、現代の
日本の政治制度の構造を把握する
ことが適切にできる

民主主義の本質を理解し、現代の
日本の政治制度の構造を把握する
ことができる

民主主義の本質を理解し、現代の
日本の政治制度の構造を把握する
ことができない

評価項目3
資本主義経済の特徴を詳細に理解
でき、また，労働者としての権利
を詳細に理解できる

資本主義経済の特徴を理解でき、
労働者としての権利を理解できる

資本主義経済の特徴を理解できず
，また、労働者としての権利を理
解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
現代社会が抱える様々な問題と我々の生活との関わりを理解することは、社会で活躍する人材にとって基礎的な能力と
言える。また、その問題に対し自らがどのように関わるのか、解決のためにはどのような能力を身に着ける必要がある
のかを考察することを通じ、当事者意識を持ち社会問題の解決に取り組むことのできる人材の育成を目指す。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を中心とするが、ニュースや新聞などを用いた時事問題の分析と討論もおこなう。

注意点
高専で学んだ知識を活かす社会人となるためには、高度な専門知識だけではなく、現代社会がどのように成り立ち、ど
のような問題が生じているのかを幅広く知ることが必要不可欠である。自分が学んだ知識や技術を、今後の社会でどの
ように活用していくべきなのか、自分が活躍するためには今後どのような能力を身に着けるべきなのか自発的に考えて
もらいたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
イントロダクション
私たちの生きる社会①
地球環境問題、資源･エネルギー問題

地球環境や資源･エネルギー問題について理解する

2週 私たちの生きる社会②
科学技術の発展と生命、情報化と生活 科学技術の発展の影響について理解する

3週 現代社会と青年の生き方 現代社会における政権木の特質について理解する
4週 よりよく生きることを求めて 主要な哲学や宗教について理解する
5週 民主政治とは 民主政治の基本的な考え方を理解する
6週 日本国憲法の基本原理 憲法の基本原理について理解する
7週 中間試験
8週 平和主義と安全保障 平和主義の理念と安全保障の現実について理解する

9週 日本の政治機構①
国会と内閣 国会と内角の仕組みについて理解する

10週 日本の政治機構②
裁判と地方自治 裁判所と地方自治について理解する

11週 現代政治の特質と課題①
選挙のしくみと課題 選挙の仕組みについて理解する

12週 現代政治の特質と課題② 政党や世論について理解する

13週 現代社会と法①
法のはたらき 家族法や私法の原則について理解する

14週 現代社会と法②
社会生活と法、司法と人権 刑事裁判の基本について理解する

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 経済のしくみ①
経済社会の変容、市場経済のしくみ 資本主義経済の特質について理解する

2週 経済のしくみ②
国民所得、財政政策と金融政策 国民所得、財政政策、金融政策について理解する

3週 変化する日本経済①
戦後復興と経済成長 高度経済成長の原因と帰結について理解する

4週 変化する日本経済②
バブル後の日本経済、中小企業と農業 バブル経済後の日本経済の課題について理解する
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5週 豊かな生活の実現①
自律した消費者と労働者の権利 消費者や労働者の権利について理解する

6週 豊かな生活の実現②
社会保障の役割、環境保全 社会保障制度のしくみ、循環型社会について理解する

7週 国際政治のしくみ①
国際社会の特質、国際紛争 国家システムの成立、国際紛争の原因について理解する

8週 中間試験

9週 国際政治のしくみ②
国際連合と安全保障

国際連合の基本的しくみ、その安全保障の仕組みについて
理解する

10週 国際政治のしくみ③
冷戦とその後、軍縮の取り組み 冷戦とその後の国際社会、軍縮のしくみについて理解する

11週 国際経済のしくみ①
貿易と国際分業 自由貿易と保護貿易、国際収支などについて理解する

12週 国際経済のしくみ②
グローバル化する経済 国際経済の変容について理解する

13週 国際社会の現状と課題①
地域統合の進展、変容する世界経済 ＥＵなど地域統合の動向について理解する

14週 国際社会の現状と課題②
地域紛争と難民問題 地域紛争や難民問題などについて理解する

15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 地理
科目基礎情報
科目番号 0243 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 『地理Ａ』（東京書籍）、『新高等地図』（東京書籍）
担当教員 古屋 辰郎
到達目標
・地理の適切な表現・読図法・利用法を習得する。
・自然環境が成り立つ仕組みを理解し、説明できるようになる。
・経済活動を通じたグローバルな地域の結びつきを理解し、説明できるようになる。
・日本および諸外国の環境と人々の生活について理解し、説明できるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
地理の適切な表現・読図法・利用
法を理解し、説明できるようにな
る。

地図の適切な表現・読図法・利用
法を理解できるようになる。

地図の適切な表現・読図法・利用
法を理解・説明できない。

評価項目2 自然環境が成り立つ仕組みを理解
し、説明できるようになる。

自然環境が成り立つ仕組みを理解
できるようになる。

自然環境が成り立つ仕組みを理解
・説明できない。

評価項目3
経済活動を通じたグローバルな地
域の結びつきを理香氏、説明でき
るようになる。

経済活動を通じたグローバルな地
域の結びつきを理解し、説明でき
ようになる。

経済活動を通じたグローバルな地
域の結びつきを理解・説明できな
い。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 ①地理（とりわけ系統地理）の基本的事項を理解する。②自然環境の成り立ちについて理解する。③経済・社会的側面

から「グローバル・ローカル」に見られる異なるスケール間の相互作用を理解する。
授業の進め方と授業内
容・方法

基本的に講義形式でおこないます。教科書のみならず、自作プリントやスライドを用いて、視覚的に理解させることに
努めます。板書も併用します。

注意点 適宜小レポート課題を出します。地理を学習する上で、視覚的に理解することが重要です。教科書のみならず、地図帳
・資料集を活用してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 地図表現・地図の利用 地図の適切な表現・読図法・利用法を習得する
2週 人口からみる地域とその結びつき 人口事象を地理的にとらえる
3週 地形環境① 大地形の基礎知識について理解する
4週 地形環境② 小地形の基礎知識について理解する
5週 気候 気候とその地理的特徴について理解する
6週 農作物と農業地域 農作物・農業の地理的特徴について理解する
7週 中間試験
8週 工業の地理的分散と地理的集中 工業活動のグローバルな結びつきを理解する
9週 産業立地 産業立地に関する基礎的事項について理解する
10週 イノベーションと地理 イノベーションと地理の関係について理解する

11週 情報化時代の流通システムと小売業 流通・小売を通じて、情報化が地域社会にもたらす影響を
理解する

12週 消費・観光 消費・観光の地理的特徴を理解する
13週 グローバル化における都市 グローバル化における都市の変化について理解する
14週 グローバル化における農村 グローバル化における農村の変化について理解する
15週 期末試験
16週 答案返却・解答開設

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 線形代数Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0244 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 高遠節夫他「新線形代数」（大日本図書）
担当教員 赤池 祐次
到達目標
１．線形変換, 表現行列の意味を理解し, 求められること。
２．固有値を求めることができ, それを用いて行列の対角化ができること。
３．行列の対角化を用いて，２次形式の標準形を求めたり, 行列のべき乗計算ができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
固有値を用いて行線形変換, 表現行
列の意味を理解し, 求めることが適
切にできる

線形変換, 表現行列の意味を理解し
, 求めることができる

線形変換, 表現行列の意味を理解し
, 求めることができない

評価項目2 固有値を求めることで, 行列の対角
化が適切にできる

固有値を求めることで, 行列の対角
化ができる

固有値を求めることで, 行列の対角
化ができない

評価項目3
行列の対角化を用いて，２次形式
の標準形を求めたり, 行列のべき乗
計算が適切にできる

行列の対角化を用いて，２次形式
の標準形を求めたり, 行列のべき乗
計算ができる

行列の対角化を用いて，２次形式
の標準形を求めたり, 行列のべき乗
計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 専門科目を学ぶ上で必要な行列の応用としての「線形変換，固有値」を学習する
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし，プリント課題などを実施する

注意点 学習方法としては予習・復習を行い，実際に自分で問題を解いてみることが大切である。授業では「聞く態度の精錬
，学習集中力，主体的な問題解決力」の向上を目指す。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 線形変換の定義、基本性質 線形変換の定義、基本性質
2週 線形変換の定義、基本性質
3週 線形変換の合成、逆変換 合成変換、逆変換
4週 線形変換の合成、逆変換
5週 様々な線形変換 回転を表す線形変換
6週 様々な線形変換 直交変換
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 固有値・固有ベクトル 固有値・固有ベクトルの定義、基本性質
固有方程式

10週 行列の対角化 行列の対角化、対角化行列
11週 行列の対角化 対角化可能の条件
12週 対称行列の対角化 対称行列の性質
13週 対称行列の対角化 2次形式の標準形

14週 対称行列の対角化 行列のべき乗計算
微分方程式への応用

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 75 0 0 0 25 0 100
基礎的能力 75 0 0 0 25 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 微分積分Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0245 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 3
開設学科 建築学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 「新微分積分Ⅰ」（大日本図書）p.127～，「新微分積分Ⅱ」（大日本図書）p.1-93
担当教員 川勝 望
到達目標
１．媒介変数表示・極座標による図形が説明できて，その面積や曲線の長さが計算できること
２．関数のマクローリン展開ができること
３．2変数関数の偏微分が計算できて，その応用である接平面の方程式や極大・極小問題が解けること
４．2重積分の定義を理解し，累次積分になおして計算ができるようになること
５．２重積分を極座標などに変数変換をして計算ができるようになること
６．２重積分を用いて基本的な立体の体積を計算できるようになること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 媒介変数表示・極座標による図形
が説明，計算が適切にできる

媒介変数表示・極座標による図形
が説明，計算ができる

媒介変数表示・極座標による図形
が説明，計算ができない

評価項目2 2変数関数の偏微分の計算が適切に
できる 2変数関数の偏微分の計算ができる 2変数関数の偏微分の計算ができな

い
評価項目3 2重積分の計算が適切にできる 2重積分の計算ができる 2重積分の計算ができない
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 2年次で学習した「微分積分Ⅰ」を基礎にして，微分積分の発展的な内容を学ぶ。主に２変数関数の偏微分，重積分とそ

れらの応用について学習する。本授業では学力を身につけることができる。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし，適宜，課題レポートや休暇明けテストなどを課す。

注意点
微分積分学は工業技術者にとって大変重要な科目ですから，十分理解するように努力してください。そのために自分で
実際に数多くの問題を解いて基本的な計算力を身につけることも肝心です。また，わからないことがあった場合はどん
どん質問してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 媒介変数表示による図形の面積・曲線の長さ 図形の面積・曲線の長さ
2週 極座標による図形の面積・曲線の長さ 図形の面積・曲線の長さ
3週 広義積分 広義積分
4週 多項式による近似 多項式による近似
5週 数列の極限 数列の極限
6週 級数 級数の計算
7週 中間試験
8週 べき級数とマクローリン展開 関数のマクローリン展開
9週 べき級数とマクローリン展開 オイラーの公式
10週 偏微分法 2変数関数の連続性・偏微分
11週 偏微分法 接平面
12週 偏微分法の応用 合成関数の偏微分法・高次偏導関数
13週 偏微分法の応用 2変数関数の多項式による近似
14週 偏微分法の応用 極大・極小
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 偏微分法の応用・陰関数の微分法 陰関数の微分法
2週 条件付き極値 条件付き極値問題
3週 包絡線 包絡線
4週 2重積分 2重積分の定義・性質
5週 2重積分 2重積分の定義・性質
6週 2重積分の計算 2重積分の計算
7週 2重積分の計算 2重積分の計算
8週 中間試験
9週 極座標による2重積分 極座標による2重積分
10週 極座標による2重積分 極座標による2重積分
11週 変数変換による2重積分 変数変換による2重積分
12週 広義積分 広義積分
13週 2重積分のいろいろな応用 体積，曲面積
14週 2重積分のいろいろな応用 重心
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明
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評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 75 0 0 0 25 0 100
基礎的能力 75 0 0 0 25 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 微分方程式
科目基礎情報
科目番号 0246 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 高遠節夫他「新微分積分Ⅱ」（大日本図書）
担当教員 赤池 祐次
到達目標
１．微分方程式の意味が理解できること
２．１階微分方程式が解けること
３．２階線形微分方程式が解けること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 微分方程式の意味が適切に理解で
きる 微分方程式の意味が理解できる 微分方程式の意味が理解できない

評価項目2 １階微分方程式を適切に解くこと
ができる

１階微分方程式を解くことができ
る

１階微分方程式を解くことができ
ない

評価項目3 ２階線形微分方程式を適切に解く
ことができる

２階線形微分方程式を解くことが
できる

２階線形微分方程式を解くことが
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 専門科目を学ぶ上で必要な科目の応用として「微分方程式の解法」を後期に学習する
授業の進め方と授業内
容・方法 講義および演習を基本とし，プリント課題などを実施する。

注意点 学習方法としては予習・復習を行い。実際に自分で問題を解いてみることが大切である。）授業では「聞く態度の精錬
，学習集中力，主体的な問題解決力」の向上を目指す。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 微分方程式の意味 微分方程式の意味、解曲線
2週 微分方程式の解 一般解、特殊解、初期条件
3週 1階微分方程式の解法 変数分離形
4週 1階微分方程式の解法 同次形
5週 1階微分方程式の解法 1階線形微分方程式
6週 1階微分方程式の解法 定数変化法
7週 1階微分方程式の解法 クレーロー型やベルヌーイ型の微分方程式の解法
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 2階線形微分方程式 関数の線形独立・線形従属など
11週 定数係数線形微分方程式 ロンスキアン・特性方程式など
12週 定数係数非斉次線形微分方程式 定数係数(非)斉次線形微分方程式の解法
13週 いろいろな線形微分方程式 連立微分方程式・定数係数でない線形微分方程式など
14週 非線形2階微分方程式 線形でない2階微分方程式の解法
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

および態度 その他 合計

総合評価割合 75 0 0 0 25 0 100
基礎的能力 75 0 0 0 25 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 化学
科目基礎情報
科目番号 0247 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 竹内敬人他「 化学」（東京書籍）、竹内敬人他「ダイナミックワイド 図説化学」（東京書籍）
担当教員 大山 晴香
到達目標
1. 有機化合物の構造と性質について理解し、分子式と構造式が書けるようになること。
2. 有機化合物の分子式を求める計算ができること。
3. 有機化合物と官能基の化学的性質について理解し、化学反応式が書けるようになること。
4. ヨウ素価及びケン価の計算ができること。
5. ベンゼン環の構造と芳香族化合物の性質について理解すること。
6. 芳香族化合物の反応性について理解し、化学反応式が書けるようになること。
7. 合成高分子の分子構造と化学的、物理的性質について理解すること。
8. 天然高分子や生体高分子の分子構造、機能や性質について理解すること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
有機化合物の構造と性質について
理解し、分子式と構造式が書け
，計算が適切にできる

有機化合物の構造と性質について
理解し、分子式と構造式が書け
，計算ができる

有機化合物の構造と性質について
理解し、分子式と構造式が書け
，計算ができない

評価項目2 ベンゼン環の構造と芳香族化合物
の性質について適切に理解できる

ベンゼン環の構造と芳香族化合物
の性質について理解できる

ベンゼン環の構造と芳香族化合物
の性質について理解できない

評価項目3 高分子の分子構造と化学的、物理
的性質について適切に理解できる

高分子の分子構造と化学的、物理
的性質について理解できる

高分子の分子構造と化学的、物理
的性質について理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　我々の生活では天然に存在する有機化合物だけでなく、新しい材料を人工的に合成し利用している。そのため、我々
の身の回りにあるこれらの物質の生成方法及び化学的・物理的性質について理解することは多種多様な材料を利用した
り新たに合成する上で重要な意味を持つ。本授業は、様々な材料に関する基礎的知識とそれを生かすことのできる能力
を養うと共に、進学等に関連し，学力向上を身につけることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 講議及び演習を基本とし、学習内容に沿った実験を行う。実験は個人あるいはグループ実験を行う。

注意点 教科書の問や演習問題は必ず自分で解くこと。わからないことは溜め込まないで、すぐに解決しておくこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 有機化合物 1. 有機化合物の構造と特徴

2週 有機化合物
2. 脂肪族炭化水素
　 飽和炭化水素
   不飽和炭化水素

3週 有機化合物
4週 有機化合物

5週 有機化合物 3. 酸素を含む脂肪族化合物
   アルコール、エーテル、カルボン酸、エステルなど

6週 有機化合物
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 有機化合物
4. 芳香族化合物
　 酸素を含む芳香族化合物
　 窒素を含む芳香族化合物

10週 有機化合物

11週 高分子化合物 5. 合成高分子化合物

12週 高分子化合物 6. 天然高分子化合物
　 糖類、たんぱく質、核酸

13週 高分子化合物
14週 高分子化合物
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 体育
科目基礎情報
科目番号 0248 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 実技 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 渡邊 英幸,山田 なつ紀
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．ソフトテニスの基礎技能をゲームで生かすことができる。
3．ソフトテニスのゲームを企画・運営ができる。
4．サッカーの個人的技能をゲームで生かすことができる。
5．サッカーの集団的技能をゲームで生かすことができる
6．サッカーのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 ソフトテニスの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

ソフトテニスの技能をゲームで生
かすことができる

ソフトテニスの技能をゲームで生
かすことができない

評価項目3 サッカーの技能をゲームで生かす
ことが適切にできる

サッカーの技能をゲームで生かす
ことができる

サッカーの技能をゲームで生かす
ことができない

学科の到達目標項目との関係
教育方法等

概要
新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ，運動能力を高
める自己診断資料とする。技能や経験こ応じてチーム編成をし，チームの役割を自覚し，自主的・計画的に練習やゲー
ムを行う。また，ルールを守り全力でプレーし，審判の判定に従い，勝敗に対して公正な態度がとれるようにする。場
所の安全を確かめ，健康・安全に留意して，練習やゲームができるようにする。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション・新体カテスト
1．新体カテスト
新体カテストの測定項目を理解し、正しい測定を実施でき
る
自らの得点を集計し、自己評価できる

2週 新体カテスト
3週 新体カテスト

4週 集団行動・体育祭の種目
2．体育祭種目
体育祭種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実施で
きる

5週 集団行動・体育祭の種目

6週 ソフトテニス

3．ソフトテニス
ルールー審判方法・ゲーム方法の説明．班編成
基礎技能（グランド・ストローク，ボレー，スマッシュ
．ロビング，サービス，サーブレシーブ）を修得し、試合
で実践できる

7週 ソフトテニス
8週 ソフトテニス
9週 ソフトテニス
10週 ソフトテニス
11週 ソフトテニス
12週 ソフトテニス
13週 ソフトテニス
14週 ソフトテニス・スキルテスト
15週 ソフトテニス・スキルテスト
16週 ソフトテニス・スキルテスト

後期

1週 球技大会の種目
4．球技大会種目の練習
球技大会の種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実
施できる

2週 球技大会の種目

3週 サッカー

5．サッカー
ルール・審判方法・ゲーム方法の説明，班編成，個人的技
能（キック，ドリブル，トラッピング，シュートヘディン
グ，スローイン）を修得をし、試合で実践できる
集団的技能（攻撃・守備フォーメーション）を修得
し、試合で実践できる

4週 サッカー
5週 サッカー

- 79-



6週 サッカー
7週 サッカー
8週 サッカー
9週 サッカー
10週 サッカー
11週 サッカー
12週 サッカー

13週 持久走 6．持久走
長距離走の特性を理解し、駅伝大会で実践できる

14週 サッカー・スキルテスト
15週 サッカー・スキルテスト
16週 サッカー・スキルテスト

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワーク
科目基礎情報
科目番号 0249 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント等
担当教員 林 和彦
到達目標
1. 1年生においては、高専で学ぶ専門科目の概要を把握し、確固とした目標を持ち、技術者像を明確にイメージする。
2. コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について、2年生においては認識し、3年生におい
ては理解し、4,5年生においては活用することができる．
3. 主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力に
ついて、2年生においてはその必要性を認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては必要に応じて発揮できる．
4. 創成能力やエンジニアリングデザイン能力を2年生においては認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては活用することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない

評価項目2

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用が適切にできる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができない

評価項目3
創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用が適切にでき
る

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができる

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点
在学期間中に同じテーマは最長で2年間まで選択できますが、可能な限り多くのテーマに取り組む方が学習効果が上がり
ます。また、テーマによっては1回だけ選択できるテーマもありますので、担当教員に確認して下さい。テーマ内容につ
いては、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。（※）テーマによっては、中間試験および期末試
験および学年末試験を行う．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

2週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

3週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

4週 チーム編成，個別ガイダンス 各テーマごとに分かれて，課題設定と課題解決プロセスを
理解する。

5週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

6週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表
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14週 レポート作成と活動内容の振り返り レポート作成：発表会後，活動成果としてレポートを作成
する．

15週 期末試験（※）

16週 レポート提出と後期の活動のための計画立案
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

後期

1週 活動内容の目標の確認
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

2週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

3週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

4週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

5週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

6週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

7週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

8週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表

14週 振り返りとレポート作成 レポート作成：後期は1年間の活動内容を総括してレポート
を作成する．

15週 学年末試験（※）
16週 レポート提出

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 20 30 0 50
分野横断的能力 0 0 0 20 30 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 コミュニケーション英語Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0250 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材
森沢洋介『どんどん話すための瞬間英作文トレーニング』（ベレ出版），北山長貴ほか『Start-up Course for the
TOEIC L&R Test (Revised Edition)』，Mark D. Stafford ほか『Shaping Modern Japan: Key Events of the Last
60 Years』

担当教員 蒲地 祐子
到達目標
1. 学習する文法事項を理解し、英語で書かれた文の意味を的確に把握することができること
2. 学習する英語表現を瞬間的に正確な発音で発話できるようになること
3. TOEICテストの基本的文法問題に対応できるようになること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安(優) 標準的な到達レベルの目安(良) 未到達レベルの目安(不可)

評価項目1
学習する文法事項を正確に理解し
、英語で書かれた文の意味を的確
に把握することができる

学習する文法事項を理解し、英語
で書かれた文の意味を大まかに把
握することができる

学習する文法事項を理解し、英語
で書かれた文の意味を的確に把握
することができない

評価項目2 学習する英語表現を瞬間的に正確
な発音で発話できる

学習する英語表現を瞬間的にほぼ
正確な発音で発話できる

学習する英語表現を瞬間的に正確
な発音で発話できない

評価項目3 TOEICテストの基本的文法問題に
適切に対応できる

TOEICテストの基本的文法問題に
対応できる

TOEICテストの基本的文法問題に
適切対応できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要

テキストの演習により，中学からこれまでに学んだ英語の基礎を定着させ，会話やTOEICなどの資格試験で使えるよう
になるためのトレーニングを行う。前期は，TOEICテキストを用いて，編入学試験対策の基礎ともなる文法力の向上を
図ると共に、基本的なリスニング能力を強化する。後期は長文読解を通じてTOEICテストのリーディング・セクション
の得点向上を図ることができるよう、読解のトレーニングを行う。本授業は就職と進学に関連し，コミュニケーション
力を高めることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習を基本とする。

注意点

授業にはテキスト・辞書を必ず持参すること。授業内活動に加えて自主学習をしっかり行えば，英語力は伸びます。授
業外での学習を前提に授業を行うので，怠らないこと。疑問点は遠慮無く質問してください。

【カリキュラムの中での位置づけ】
1～2学年の英語関連科目で学んだ語彙・文法事項を基礎に，さらに英語力を伸ばすための科目。
【先行して理解する必要のある科目】
コミュニケーション英語I, II，英語表現I, II
【同時に学ぶ科目】
英語表現II
【ＥＳＤとの関連 （教育目標）】
（ESD1）
テキストの演習を通して，英語でのコミュニケーション能力を高めることで，他文化の人々と協力して行動するための
素養を身につける。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 イントロダクション
ＴＯＥＩＣテキスト　Unit1

トピック：交通と情報案内
文法事項：時制，進行形

2週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit２ トピック：指示と説明
文法事項：完了形，態

3週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit3 トピック：飲食
文法事項：文の構造

4週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit4 トピック：ビジネス
文法事項：該当無

5週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit5 トピック：通信・コミュニケーション
文法事項：形容詞，限定詞

6週 英作文トレーニング中間テスト
7週 中間試験（TOEIC形式問題）

8週 答案返却・解答説明
ＴＯＥＩＣテキスト　Unit6

トピック：社交
文法事項：準動詞

9週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit7 トピック：招待・案内
文法事項：副詞，法助動詞

10週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit8 トピック：医療・保険
文法事項：該当無

11週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit9 トピック：文化・娯楽
文法事項：仮定法

12週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit10 トピック：買い物
文法事項：接続詞，分詞構文

13週 英作文トレーニング・ＴＯＥＩＣテキスト　Unit1１ トピック：運動・フィットネス
文法事項：完了形，完了進行形

14週 英作文トレーニング期末テスト
15週 期末試験（TOEIC形式問題）
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16週 答案返却・解答説明
ＴＯＥＩＣテキスト　Unit1２

トピック：トラブル・申請
文法事項：受動態の進行形，付加疑問文

後期

1週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit１
2週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 2
3週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 3
4週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 4
5週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 5
6週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 6
7週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 7
8週 英作文トレーニング中間テスト
9週 中間試験

10週 答案返却・解答説明
リーディングのテキスト　Unit 8

11週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 9
12週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 10
13週 英作文トレーニング・リーディングのテキスト　Unit 11
14週 英作文トレーニング期末テスト
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 小テスト 課題点 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 20 10 0 0 0 100
基礎的能力 70 20 10 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語表現Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0251 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 『Fundamental Science in English 1』（成美堂），『TOEIC L&R TEST 出る単特急 銀のフレーズ』（朝日新聞出版
），『英文法・語法　Engage』（いいずな書店），『Engage 準拠 Master Book』（いいずな書店）

担当教員 大森 誠
到達目標
１．理数系英語の長文読解を通じて理数系の基礎的な知識や概念を理解し，英語で表現できるようにする。
２．TOEIC 400点に必要となる語彙力を増強する。
３．英文法，語法の総復習を行い，英検２級程度の英文法，語法の完成を図る。
４．TOEIC リスニング演習を行い，出題される傾向を掴み，スコアアップに役立てる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 理数系の基礎的な知識や概念を理
解し，かつ英語で表現できる。

理数系の基礎的な知識や概念を理
解，もしくは英語で表現できる。

理数系英語の長文読解を通じて理
数系の基礎的な知識や概念を理解
できず，英語で表現できない。

評価項目2 TOEIC 400点に必要となる語彙を
定着させることができる。

TOEIC 400点に必要となる語彙を
概ね定着させることができる。

TOEIC 400点に必要となる語彙を
定着させることができない。

評価項目3 英検２級程度英文法，語法を理解
，表現することができる。

英検２級程度の英文法，語法を理
解もしくは表現することができる
。

英検２級程度の英文法，語法を理
解することができず，表現するこ
ともできない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
1. 技術英語の基礎となる理数系の英語に触れることにより，技術英語への意欲を高め，基礎的な知識や概念を英語で理
解し，表現できることを目的とする。
2. TOEIC対策として，リスニング演習および語彙力の増強を図る。
3. ２年生までに学習した英文法，語法の総復習を行い，英検２級程度の英文法，語法の確実な定着を図る。

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は演習形式で行う。
『TOEIC L&R TEST 出る単特急 銀のフレーズ』を用いて，毎授業の最初に単語テストを行う。
各Lesson終了後には単元末テストを行う。

注意点 辞書必携。『Engage 準拠 Master Book』（いいずな書店）は夏休み課題として使用する。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 春休み明け課題試験
ガイダンス リスニング演習

2週 Lesson 1 Numbers and alculations ― 数と計算 リスニング演習，単語テスト
3週 Lesson 1 Numbers and alculations ― 数と計算 リスニング演習，単語テスト
4週 Lesson 2 Figures ― 図形 リスニング演習，単語テスト
5週 Lesson 2 Figures ― 図形 リスニング演習，単語テスト
6週 Lesson 2 Figures ― 図形 リスニング演習，単語テスト
7週 中間試験 中間試験
8週 答案返却・解説 リスニング演習，単語テスト
9週 Lesson 3 State of Substance ― 物質の態 リスニング演習，単語テスト
10週 Lesson 3 State of Substance ― 物質の態 リスニング演習，単語テスト
11週 Lesson 3 State of Substance ― 物質の態 リスニング演習，単語テスト
12週 Lesson 4 Graphs and Functions ― グラフと関数 リスニング演習，単語テスト
13週 Lesson 4 Graphs and Functions ― グラフと関数 リスニング演習，単語テスト
14週 Lesson 4 Graphs and Functions ― グラフと関数 リスニング演習，単語テスト
15週 期末試験 期末試験
16週 答案返却・解説 答案返却・解説

後期

1週 夏休み明け課題試験 夏休み明け課題試験
2週 Lesson 6  Electricity ― 電気・電子 リスニング演習，単語テスト
3週 Lesson 6  Electricity ― 電気・電子 リスニング演習，単語テスト
4週 Lesson 6  Electricity ― 電気・電子 リスニング演習，単語テスト
5週 Lesson 7 Heat ― 熱 リスニング演習，単語テスト
6週 Lesson 7 Heat ― 熱 リスニング演習，単語テスト
7週 Lesson 7 Heat ― 熱 リスニング演習，単語テスト
8週 中間試験 中間試験
9週 答案返却・解説 答案返却・解説
10週 Lesson 9 Ions ― イオン リスニング演習，単語テスト
11週 Lesson 9 Ions ― イオン リスニング演習，単語テスト
12週 Lesson 10 Energy ― エネルギー リスニング演習，単語テスト
13週 Lesson 10 Energy ― エネルギー リスニング演習，単語テスト
14週 Lesson 10 Energy ― エネルギー リスニング演習，単語テスト
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15週 学年末試験 学年末試験

16週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明

評価割合
定期試験 単語テスト 単元末テスト 休み明け課題試

験 その他 その他 合計

総合評価割合 60 20 10 10 0 0 100
基礎的能力 60 20 10 10 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用物理Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0233 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 総合物理Ⅰ 力と運動・熱・総合物理Ⅱ 波・電気と磁気 （数研出版），センサー総合物理（啓林館），力学（森北出版
）

担当教員 笠井 聖二
到達目標
1.全ての学習項目について，知識を身につけ関連する計算ができるようになる．
2.全ての学習項目について，現象及びそれを表す式を理解して，説明ができるようになる．
3.全ての学習項目について，物理に関する知識・理解を，他の場面で使えるようになる．
4.物理の基本的・汎用的内容についての知識・理解を，他の場面で使えるようにする．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

学習単元の知識計算
全ての学習項目について，知識を
身につけ関連する計算が適切にで
きる

全ての学習項目について，知識を
身につけ関連する計算ができる

一部または全ての学習項目につい
て，知識を身につけ関連する計算
ができない

学習単元の理解
全ての学習項目について，より広
く・深く現象・式を理解して、よ
りよく説明ができるようになる。

全ての学習項目について，現象・
式を理解して、説明ができるよう
になる。

一部または全ての学習項目につい
て、現象・式を理解して、説明が
できない

学習単元の利用
全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他のより広
い場面で使うことができる。

全ての学習項目について、物理に
関する知識・理解を、他の場面で
使うことができる。

一部または全ての学習項目につい
て、物理に関する知識・理解を、
他の場面で使うことができない。

総合的能力 汎用的内容についての知識・理解
を，他の場面で適切に使える

物理の基本的・汎用的内容につい
ての知識・理解を，他の場面で使
える

物理の基本的・汎用的内容につい
ての一部または全てについて、知
識・理解を，他の場面で使えない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 物理現象とそれに関する概念や法則について，「知り」，「理解し」，「活用できる」ようになることを目的とする

．１・２年で学んだ内容も含め，基礎的・汎用的な物理分野についての学習の集大成とする授業である．
授業の進め方と授業内
容・方法

学生の主体的な「学び合い」を基本として授業を進める。授業までに内容の事前学習を前提とする。授業時間では、事
前に学習した内容の確認や課題等を学生達でおこなう。授業の最後に、学習内容の確認テストを実施する。

注意点
単位の認定は、授業への参加し・課題・宿題を全て提出・内容がすべて良好であることが、大前提です。授業での「学
び合い」がしっかりとできるように、自宅学習をして下さい。必要な既学習内容を理解していない場合には、補習等を
おこなう場合があります。「問題を解ける」とは、単に公式を覚え計算できることということではなく、学習した考え
方や概念を使い、問題を正しく理解し、その結果として解答できるということです。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス
2週 電気（コンデンサー）
3週 電気（コンデンサーの接続）
4週 電気（オームの法則とジュール熱）
5週 電気（直流回路）
6週 電気（半導体）
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 電流と磁場（磁場と電流の作る磁場）
10週 電流と磁場（電流が磁場から受ける力）
11週 電磁誘導（電磁誘導）
12週 電磁誘導（自己誘導と相互誘導）
13週 小テスト・解説
14週 小テスト・解説
15週 答案返却・解答説明
16週

後期

1週 熱（気体と熱）
2週 熱（気体の変化の法則）
3週 熱（気体分子運動）
4週 熱（熱力学の第一法則）
5週 熱（気体の状態変化と熱機関）
6週 質点の力学（力と運動）
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 質点の力学（仕事・エネルギー）
10週 質点の力学（力積と運動量）
11週 質点の力学（一様重力場による運動）
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12週 質点の力学（束縛運動）
13週 剛体の力学（力のモーメント）
14週 剛体の力学（回転の運動）
15週 答案返却・解答説明
16週

評価割合
定期試験 定期試験以外 合計

総合評価割合 70 30 100
前期中間 14 0 14
前期期末 21 0 21
後期中間 14 0 14
学年末 21 0 21
課題・小テストなど 0 30 30
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ＣＡＤ基礎
科目基礎情報
科目番号 0234 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 プリントなどを配布
担当教員 間瀬 実郎
到達目標
１．AutoCADの基本的な2次元作図ができる。
２．POV-Rayを使ったコードによる３Dオブジェクトのモデリングができる。
３．SketchUPを使った３DCADの作図ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 AutoCADの基本的な作図が適切に
できる

AutoCADの初歩的な作図が適切に
できる

AutoCADの初歩的な作図ができな
い

評価項目2
POV-Rayを使ったコードによる基
本的な３Dオブジェクトのモデリン
グが適切にできる

POV-Rayを使ったコードによる初
歩的な３Dオブジェクトのモデリン
グが適切にできる

POV-Rayを使ったコードによる
３DオPOV-Rayを使ったコードに
よる初歩的な３Dオブジェクトのモ
デリングが適切にできない

評価項目3 SketchUPでの基本的な３Dモデリ
ングができる

SketchUPでの初歩的な３Dモデリ
ングができる

SketchUPでの初歩的な初歩的な
３Dモデリングができる

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

ＣＡＤは工学の分野、特に設計・表現においては基礎的な知識であり、情報化社会に対応するためには技術者に必須と
なっている。本科目ではCADの導入科目として、AutoCADによる２次元図面および3次元CGの両方の知識を習得し、実
際に応用できることを目的としている。またPOV-Rayを使ったコードによる３Dオブジェクトのモデリングと
SketchUPによる３DCADを習得することも目的としている。本演習は実務で必要となるCAD技術と関連している。

授業の進め方と授業内
容・方法 AutoCAD、POV-Ray、SketchUPを使って、2D、３Dモデリング、コーディングを演習を交えながら行う。

注意点 課題制作時には、頻繁にデータセーブを行い、データのバックアップを行う。印刷には時間がかかるため、早めに印刷
することを心がける。本科目で習得した技術を設計製図の課題に積極的に応用することを勧める。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 3DCGコーディング座学（POV-Ray） POV-Rayコード理解
2週 3DCGコーディング座学（POV-Ray） POV-Rayコード理解
3週 3DCGコーディング座学（POV-Ray） POV-Rayコード理解
4週 3DCGコーディング座学（POV-Ray） POV-Rayコード理解
5週 3DCGコーディング座学（POV-Ray） POV-Rayコード理解
6週 3DCGコーディング座学（POV-Ray） POV-Rayコード理解
7週 中間試験
8週 答案返却・2DCAD座学・演習 2DCAD操作理解
9週 2DCAD座学・演習 2DCAD操作理解
10週 2DCAD座学・演習 2DCAD操作理解
11週 2DCAD座学・演習 2DCAD操作理解
12週 3DCAD座学・演習(SketchUP) SketchUP操作理解
13週 3DCAD座学・演習(SketchUP) SketchUP操作理解
14週 3DCAD座学・演習(SketchUP) SketchUP操作理解
15週 3DCAD座学・演習(SketchUP) SketchUP操作理解
16週 3DCAD座学・演習(SketchUP) SketchUP操作理解

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築計画Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0235 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 日本建築学会編『第３版コンパクト建築設計資料集成』（丸善），青木義次ほか『一目でわかる建築計画』（学芸出版
社）

担当教員 下倉 玲子
到達目標
(前期)1.事務所の建築計画に関する全体計画と各部計画の要点を説明できる。2.集合住宅の建築計画に関する全体計画と各部計画の要点を説明で
きる。3.地域集会施設の建築計画に関する全体計画と各部計画の要点を説明できる。
（後期）1.高齢者福祉施設の建築計画に関する全体計画と各部計画の要点を説明できる。2.ホールの建築計画に関する全体計画と各部計画の要
点を説明できる。3.学校及び保育所の建築計画に関する全体計画と各部計画の要点を説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

各種施設に対する歴史と現在の傾
向を説明することができる

各種施設に対する歴史と現在の傾
向を説明し、自分の考えを示すこ
とができる。

各種施設に対する歴史と現在の傾
向を説明することができる。

各種施設に対する歴史と現在の傾
向を説明することができない。

各種施設に対してオーソドックス
な計画の方法を説明することがで
きる。

各種施設に対してオーソドックス
な計画の方法を説明し、さらに現
在抱える問題とあわせて改善点を
提案することができる。

各種施設に対してオーソドックス
な計画の方法を説明することがで
きる。

各種施設に対してオーソドックス
な計画の方法を説明することがで
きない。

各種施設に対しての法規制を説明
することができる。

各種施設に対しての法規制を説明
することができ、そこに潜在する
問題をも説明することができる。

各種施設に対しての法規制を説明
することができる。

各種施設に対しての法規制を説明
することができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
　建築計画とは，生活と空間のかかわりを科学的にとらえ，これをモデル化・体系化した学問であるが，広義には建築
における諸技術を矛盾なく，総合化するための技術も含んでいる。本科目では，建築計画の各論として，事務所，集合
住宅，地域集会施設，高齢者福祉施設，ホール，学校及び保育所を計画するための基礎知識について学習する。同時に
専門用語を英語でも理解する。本授業は、就職と進学に関連し、建築業界で活躍する上での重要な素地をつくる。

授業の進め方と授業内
容・方法

スマートボードを使い視覚的に情報を提供しながら、英語で授業を行う。なお予習のためにノートに記載してくる内容
は、メールにより配信する。

注意点 スクールネットで必ずメールが届くように設定しておくこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 集合住宅の計画1・2 集合住宅の歴史：同潤会，日本住宅公団，高層化／集合住
宅の種類：テラスハウス，リビングアクセス型，SI方式

2週 集合住宅の計画3・4
集合住宅の通路形式：階段室型，片廊下型，ツインコリダ
ー型／集合住宅の配置と各室計画：隣棟間隔，バルコニー
，エレベーター

3週 事務所の計画1・2
事務所の歴史と種類：高層化，自社ビルと貸ビル，レンタ
ブル比／事務所の全体計画：周辺環境，総合設計制度，公
開空地

4週 事務所の計画3・ビデオ鑑賞（霞ヶ関ビル） 事務所の基準階計画：コア計画，二方向避難／事務所の平
面計画：奥行き，オフィスランドスケープ，アプローチ

5週 事務所の計画4・5 事務所の断面計画：階高，天井高，構造／事務所の設備計
画：エレベーター，ペリメーターゾーン

6週 地域集会施設の計画1・2 地域集会施設の種類と役割：男女共同参画，生涯学習　
／地域集会施設の計画：部門構成，相互利用，各室計画　

7週 中間試験 中間試験
8週 レポート発表会1・2 ポートフォリオ　発表

9週 レポート発表会3・高齢者福祉施設の計画1 発表／高齢者福祉施設の種類：特別養護老人ホーム，ケア
ハウス

10週 高齢者福祉施設の計画2・3
高齢者福祉施設を利用した在宅サービスの種類：ショート
ステイ／高齢者福祉施設の各室計画：部門構成，居室面積
　4.高齢者福祉施設とバリアフリー：バリアフリー，ノー
マライゼーション

11週 ホールの計画1・2 ホールの種類と規模：多目的ホール，気積／ホールの計画
と舞台形式：サイトライン，プロセニアムステージ

12週 学校の計画1・2 学校の歴史と運営：オープンスペース，総合教室型，特別
教室型　

13週 学校の計画3・4 学校の規模計画と配置計画：学校区，校地，校舎，学級数
／学校の平面計画：ユニットプラン，フィンガープラン

14週 学校の計画5・6
学校の教室の計画：普通教室，特別教室，多目的教室　
／学校の生活諸室・管理諸室・運動施設の計画：トイレ
，体育館

15週 幼稚園・保育所の計画1・2 1幼稚園･保育所の基本計画：教育と福祉，保育室，トイレ
16週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明

評価割合
試験 演習 態度 合計
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総合評価割合 70 20 10 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 20 10 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築設計製図Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 0236 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 4
開設学科 建築学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 4
教科書/教材
担当教員 篠部 裕,安 箱敏,岩城 考信,林 健次郎
到達目標
1.建築計画で学習した計画理論をもとに，建築の平面計画や断面計画を行うことができる。
2.建築の基本計画をもとに，製図法に従って基本設計図面を作成することができる。
3.鉄筋コンクリート造の構造の特徴を理解し，柱や梁を適切な配置と寸法で設計することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
建築計画の理論をもとにした基本
計画

建築計画の理論をもとに基本計画
を適切に立案できる

建築計画の理論をもとに基本計画
を立案できる

建築計画の理論をもとに基本計画
を立案できない

基本計画をもとにした基本設計図
面の作図

基本計画をもとにした基本設計図
面を適切に作図できる

基本計画をもとにした基本設計図
面を作図できる

基本計画をもとにした基本設計図
面を作図できない

鉄筋コンクリート構造を理解した
構造計画

鉄筋コンクリート構造を理解した
構造計画が適切にできる

鉄筋コンクリート構造を理解した
構造計画ができる

鉄筋コンクリート構造を理解した
構造計画ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

本科目では，建築計画で学習した内容をもとに，主として鉄筋コンクリート造の中小規模の建築（事務所，集合住宅
）を設計するための設計技術を習得することを目的としている。授業では，鉄筋コンクリート造や鋼構造の建築設計図
面の模写や，集合住宅や事務所などの中小規模の建築を事例とした建築物の基本設計図面（意匠図面）を作成する。建
築設計製図Ⅲの各演習は，一級建築士の設計製図試験（ＲＣ造の中規模建築）に合格するための図面作成能力を涵養す
る上で極めて重要な内容である。

授業の進め方と授業内
容・方法

各学生の設計意図や能力に応じた個別指導を基本とする。各演習課題の初期段階では，学生は毎時間草案を提出し，寸
評と図面添削を実施する。全ての設計課題は提出後、発表会・講評会を行う。

注意点 建築設計製図Ⅲの各演習は，一級建築士の設計製図試験（ＲＣ造の中規模建築）に合格するための図面作成能力を涵養
する上で極めて重要な内容である。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 演習課題1（鉄筋コンクリート造の建築の設計図面の模写
1）＋演習課題2（公衆便所）の説明

建築図面を模写し、模写した図面を理解できる。与えられ
た条件をもとに、コンセプトがまとめられる。与えられた
条件をもとに、動線・ゾーニングのエスキスができる。

2週 演習課題2（公衆便所） 与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、
断面図などが描ける。

3週 演習課題2（公衆便所） 各種模型材料を用いて模型を製作できる。

4週 演習課題2（公衆便所） 講評会等において、コンセプトなどをまとめ、プレゼンテ
ーションができる。

5週 演習課題3（鉄筋コンクリート造の建築の設計図面の模写
2）＋演習課題4（低層集合住宅の基本設計）

建築図面を模写し、模写した図面を理解できる。与えられ
た条件をもとに、コンセプトがまとめられる。

6週 演習課題4（低層集合住宅の基本設計） 与えられた条件をもとに、コンセプトがまとめられる。
7週 演習課題4（低層集合住宅の基本設計） 与えられた条件をもとに、コンセプトがまとめられる。
8週 演習課題4（低層集合住宅の基本設計） 与えられた条件をもとに、コンセプトがまとめられる。
9週 演習課題4（低層集合住宅の基本設計） 与えられた条件をもとに、コンセプトがまとめられる。

10週 演習課題4（低層集合住宅の基本設計） 与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、
断面図などが描ける。

11週 演習課題4（低層集合住宅の基本設計） 文字・寸法の記入の仕方、建築の各種図面の意味を理解し
、描けること。

12週 演習課題4（低層集合住宅の基本設計） 図面の尺度・縮尺について理解し、図面の作図に反映でき
る。

13週 演習課題4（低層集合住宅の基本設計） 各種模型材料を用いて模型を製作できる。
14週 演習課題4（低層集合住宅の基本設計） 各種模型材料を用いて模型を製作できる。

15週 演習課題4（低層集合住宅の基本設計） 講評会等において、コンセプトなどをまとめ、プレゼンテ
ーションができる。

16週

後期

1週 演習課題5（事務所の基本設計） 与えられた条件をもとに、コンセプトがまとめられる。
2週 演習課題5（事務所の基本設計） 与えられた条件をもとに、コンセプトがまとめられる。

3週 演習課題5（事務所の基本設計） 与えられた条件をもとに、動線・ゾーニングのエスキスが
できる。

4週 演習課題5（事務所の基本設計） 与えられた条件をもとに、動線・ゾーニングのエスキスが
できる。

5週 演習課題5（事務所の基本設計） 与えられた条件をもとに、動線・ゾーニングのエスキスが
できる。

6週 演習課題5（事務所の基本設計） 与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、
断面図などが描ける。

7週 演習課題5（事務所の基本設計） 与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、
断面図などが描ける。
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8週 演習課題5（事務所の基本設計） 与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、
断面図などが描ける。

9週 演習課題5（事務所の基本設計） 与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、
断面図などが描ける。

10週 演習課題5（事務所の基本設計） 設計した建築物の模型またはパースなどを製作できる。
11週 演習課題5（事務所の基本設計） 設計した建築物の模型またはパースなどを製作できる。
12週 演習課題5（事務所の基本設計） 設計した建築物の模型またはパースなどを製作できる。

13週 演習課題5（事務所の基本設計） 講評会等において、コンセプトなどをまとめ、プレゼンテ
ーションができる。

14週 演習課題6（二級建築士の基本設計図面の模写） 建築図面を模写し、模写した図面が理解している。
15週 演習課題6（二級建築士の基本設計図面の模写） 建築図面を模写し、模写した図面が理解している。
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 10 90 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 10 90 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築史Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0237 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 藤岡通夫他『建築史』市ヶ谷出版社、2010年
担当教員 岩城 考信
到達目標
1.日本の古代、中世の神社建築及び寺院建築、近世の郭建築及び住宅建築の形式について説明できる。
2.西洋古代、中世の建築様式について説明できる。
3. 西洋近世の建築様式について説明できる。

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

日本の古代、中世の神社建築及び
寺院建築、近世の郭建築及び住宅
建築の形式についての理解

日本の古代、中世の神社建築及び
寺院建築、近世の郭建築及び住宅
建築の形式について適切に説明で
きる。

日本の古代、中世の神社建築及び
寺院建築、近世の郭建築及び住宅
建築の形式について説明できる。

日本の古代、中世の神社建築及び
寺院建築、近世の郭建築及び住宅
建築の形式について説明できない
。

西洋古代、中世の建築様式につい
ての理解。

西洋古代、中世の建築様式につい
て適切に説明できる。

西洋古代、中世の建築様式につい
て説明できる。

西洋古代、中世の建築様式につい
て説明できない。

西洋近世の建築様式についての理
解。

西洋近世の建築様式について適切
に説明できる。

西洋近世の建築様式について説明
できる。

西洋近世の建築様式について説明
できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 　建築史は建築学分野の包括的な専門知識と能力を養うために設けられた科目である。先人達の建築技術向上の努力や

建築文化および建築様式の歴史的な流れを学び、授業を通して知的探求心を身につけることを目的とする。
授業の進め方と授業内
容・方法 　建築史Iでは、講義を中心に、前期に日本の建築の歴史を、後期に西洋の建築の歴史を学習する。

注意点
勉強方法
1.　教科書を何度も読み歴史の流れをつかむ。
2.　配布資料により写真を確認し、重要な用語と造形の特徴を覚える。
3.　授業中に不明な点は質問し、理解の度合いを深める。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 縄文・弥生・古墳時代の住居・集落と神社建築 神社建築の起源と形式の理解
2週 飛鳥、奈良時代の寺院建築 寺院の伝来と形式、奈良時代の寺院とその構造の理解。
3週 都城の制と古代の住宅建築 都城の建設、古代の宮殿と住宅様式の理解
4週 平安時代の寺院建築と神社建築の発展 密教と浄土教の寺院、奈良時代と平安時代の神社の理解
5週 中世の寺院建築1 大仏様と禅宗様の理解
6週 中世の寺院建築2 中世の和様、折衷様と構造の発達の理解
7週 中間試験 日本の古代、中世の建築の理解。
8週 答案返却、中世の住宅建築 庭園と建築、中世の住宅形式の理解
9週 城郭建築 日本の城、天守の発達の理解
10週 近世の住宅 桃山時代と江戸時代の住宅、庭園の理解
11週 数寄屋建築 茶室と路地の成立、数寄屋風の住宅の理解
12週 城下町 城下町の構成、武家と町人の住まいの理解
13週 近世の宗教建築と聖堂、学校建築 近世の霊廟、神社、寺院、聖堂と学校建築の理解
14週 近世庶民の建築 能舞台と劇場、農家の理解
15週 期末試験 日本の中世、近世の建築の理解
16週 答案返却・解答説明 日本建築の総合的な理解

後期

1週 古代エジプト建築 エジプトの建築技術の理解
2週 古代オリエント建築、ギリシア建築1 オリエントの建築技術、円柱による形式美の理解
3週 ギリシア建築2、ローマ建築1 都市の空間構造、ローマの建築技術の理解
4週 ローマ建築2 都市建築の発展、初期キリスト教建築の理解
5週 中世ビザンチン建築、イスラム建築 ドームの発達、イスラム建築の特質の理解
6週 ロマネスク建築、ゴシック建築1 ロマネスク建築の特質、大聖堂の理解
7週 ゴシック建築2 ゴシック建築の装飾と構造の理解
8週 中間試験 西洋の古代、中世の建築の理解
9週 答案返却、ルネサンス建築1 建築界の変革と建築家、建築理論の理解
10週 ルネサンス建築2 盛期ルネサンスとマニエリスムの理解
11週 バロック建築1 建築様式、都市計画の理解
12週 バロック建築2 各国のバロック建築、ロココ建築の理解
13週 ネオクラッシズム建築、ピクチャレスク建築 古典主義と中世への回帰の理解
14週 ネオルネサンスとネオバロック 過去様式の多様化の理解
15週 学年末試験 西洋近世の建築の理解
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16週 答案返却・解答説明 西洋建築の総合的な理解
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 90 0 0 10 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 90 0 0 10 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築構造力学Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0238 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 寺本隆幸ほか：建築構造の力学Ⅰ［静定力学編］、同Ⅱ［不静定構造物・振動応答解析編］、森北出版
担当教員 光井 周平
到達目標
1.断面諸量の計算ができ，曲げ，せん断，軸方向応力度の算出ができる．
2.たわみの計算ができる．
3.不静定構造物の応力を仮想仕事法で求めることができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
断面諸量の計算ができ，曲げ，せ
ん断，軸方向応力度の算出が適切
にできる．

断面諸量の計算ができ，曲げ，せ
ん断，軸方向応力度の算出ができ
る．

断面諸量の計算ができ，曲げ，せ
ん断，軸方向応力度の算出ができ
ない．

評価項目2 たわみの計算が適切にできる． たわみの計算ができる． たわみの計算ができない．

評価項目3 不静定構造物の応力を仮想仕事法
で求めることが適切にできる．

不静定構造物の応力を仮想仕事法
で求めることができる．

不静定構造物の応力を仮想仕事法
で求めることができない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
２学年で学んだ建築構造力学Ⅰの基本的な知識（はり・ラーメンの曲げモーメント、せん断力、軸方向力）をもとに、
実社会で必須となる建築物の構造設計における断面の応力度、静定構造物の変形、不静定構造物の応力を算出する能力
を習得する。なお、本授業は進学と就職に関係する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義と演習・宿題・確認テストを基本とする。

注意点
・　２学年の建築構造力学Ⅰで学習した内容および積分および微分方程式がよく出てくるので理解しておくこと。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・　演習課題の提出は、指定した期日を厳守すること。指定日時を越えた提出は受理しない。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 断面の性質 　断面１次モーメントと図心の算出
2週 断面の性質 　断面１次モーメントと図心の算出
3週 断面の性質 　断面２次モーメントの算出
4週 断面の性質 　断面２次モーメントの算出
5週 断面の性質 断面係数，断面2次半径の算出
6週 断面の性質 断面係数，断面2次半径の算出
7週 中間試験
8週 部材に生ずる応力 垂直応力度とせん断応力度の算出
9週 部材に生ずる応力 縦ひずみと縦ひずみ度、横ひずみと横ひずみ度
10週 部材に生ずる応力 ポアソン数とポアソン比，せん断ひずみとせん断ひずみ度
11週 部材に生ずる応力 はりの曲げ応力度
12週 部材に生ずる応力 はりのせん断応力度
13週 部材に生ずる応力 偏心荷重を受ける部材の応力度
14週 部材に生ずる応力 座屈応力度
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 はりの変形 たわみの微分方程式
2週 はりの変形 たわみの微分方程式
3週 はりの変形 モールの定理
4週 はりの変形 モールの定理
5週 はりの変形 仮想仕事法
6週 静定構造物の変形 仮想仕事法
7週 中間試験
8週 静定構造物の変形 仮想仕事法
9週 静定構造物の変形 仮想仕事法
10週 静定構造物の変形 仮想仕事法
11週 静定構造物の変形 仮想仕事法
12週 不静定構造物の応力 仮想仕事法による静定構造物の応力
13週 不静定構造物の応力 仮想仕事法による静定構造物の応力
14週 不静定構造物の応力 仮想仕事法による静定構造物の応力
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
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試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築材料Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0239 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 嶋津，福原，在永，中山，松尾，蓼原著：「建築材料」，森北出版
担当教員 松野 一成,仁保 裕
到達目標
１．木材の種類について説明できること
２．木材の基本的性質について説明できること
３．木材の利用について説明できること
４．コンクリートを構成する材料の基本的性質について説明できること
５．コンクリートの調合について説明できること
６．コンクリートの製造方法について説明できること
７．コンクリートの硬化後の性質について説明できること
８．鋼の基本的性質，および建築材料としての利用について説明できること
９．その他の金属材料の基本的性質，および建築材料としての利用について説明できること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
木材の種類について説明できるこ
と

木材の種類や基本的性質について
詳細に説明できる

木材の種類や基本的性質について
説明できる

木材の種類や基本的性質について
説明できない

木材の基本的性質について説明で
きること

コンクリートを構成する材料・調
合・製造・性質について詳細に説
明できる

コンクリートを構成する材料・調
合・製造・性質について説明でき
る

コンクリートを構成する材料・調
合・製造・性質について説明でき
ない

木材の利用について説明できるこ
と

鋼の基本的性質，および建築材料
としての利用について詳細に説明
できる

鋼の基本的性質，および建築材料
としての利用について説明できる

鋼の基本的性質，および建築材料
としての利用について説明できな
い

コンクリートを構成する材料の基
本的性質について説明できること

コンクリートを構成する材料の基
本的性質について詳細に説明でき
る。

コンクリートを構成する材料の基
本的性質について説明できる。

コンクリートを構成する材料の基
本的性質について説明できない。

コンクリートの調合について説明
できること

コンクリートの調合について詳細
に説明できる。

コンクリートの調合について説明
できる。

コンクリートの調合について説明
できない。

コンクリートの製造方法について
説明できること

コンクリートの製造方法について
詳細に説明できる。

コンクリートの製造方法について
説明できる。

コンクリートの製造方法について
説明できない。

コンクリートの硬化後の性質につ
いて説明できること

コンクリートの硬化後の性質につ
いて詳細に説明できる。

コンクリートの硬化後の性質につ
いて説明できる。

コンクリートの硬化後の性質につ
いて説明できない。

鋼の基本的性質，および建築材料
としての利用について説明できる
こと

鋼の基本的性質，および建築材料
としての利用について詳細に説明
できる。

鋼の基本的性質，および建築材料
としての利用について説明できる
。

鋼の基本的性質，および建築材料
としての利用について説明できな
い。

その他の金属材料の基本的性質
，および建築材料としての利用に
ついて説明できること

その他の金属材料の基本的性質
，および建築材料としての利用に
ついて詳細に説明できる。

その他の金属材料の基本的性質
，および建築材料としての利用に
ついて説明できる。

その他の金属材料の基本的性質
，および建築材料としての利用に
ついて説明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 建築物に用いられる材料のうち，木材・コンクリート・金属材料について，用途・種類・その性質について理解する。

４年生以降の建築学専門知識の向上のために必要で，基礎学力の向上を目指すものである。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし，課題リポートを課す。

注意点

　材料の特性を把握し，活用することが建築士には求められる。そのために，授業内容のみだけではなく，関連するこ
とを積極的に調査し，吸収していくことが大切である。リポート用紙は各自用意するものとするが，Ａ４サイズのもの
にする。
　成績評価の詳細は以下の通りとする。
前期中間試験17.5%＋前期末試験17.5%＋後期中間試験17.5%＋学年末試験17.5%＋課題20%＋受講態度10%=合計
100%
上記の内，60％以上を達成すれば合格となる。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 建築材料について
2週 建築材料について

3週 木材
・木材の種類について説明できること
・木材の基本的性質について説明できること
・木材の利用について説明できること

4週 木材
・木材の種類について説明できること
・木材の基本的性質について説明できること
・木材の利用について説明できること

5週 木材
・木材の種類について説明できること
・木材の基本的性質について説明できること
・木材の利用について説明できること

6週 木材
・木材の種類について説明できること
・木材の基本的性質について説明できること
・木材の利用について説明できること

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
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9週 コンクリートと建築
・コンクリートを構成する材料の基本的性質について説明
できること
・コンクリートの製造方法について説明できること

10週 コンクリート
・コンクリートを構成する材料の基本的性質について説明
できること
・コンクリートの製造方法について説明できること

11週 コンクリート
・コンクリートを構成する材料の基本的性質について説明
できること
・コンクリートの製造方法について説明できること

12週 コンクリート
・コンクリートを構成する材料の基本的性質について説明
できること
・コンクリートの製造方法について説明できること

13週 コンクリート ・コンクリートの調合について説明できること
14週 コンクリート ・コンクリートの調合について説明できること
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 コンクリート ・コンクリートの硬化後の性質について説明できること
2週 コンクリート ・コンクリートの硬化後の性質について説明できること
3週 コンクリート ・コンクリートの硬化後の性質について説明できること
4週 コンクリート ・コンクリートの硬化後の性質について説明できること
5週 コンクリート ・コンクリートの硬化後の性質について説明できること
6週 コンクリート ・コンクリートの硬化後の性質について説明できること
7週 コンクリート ・コンクリートの硬化後の性質について説明できること
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明

10週 金属と建築 ・鋼の基本的性質，および建築材料としての利用について
説明できること

11週 金属材料 ・鋼の基本的性質，および建築材料としての利用について
説明できること

12週 金属材料 ・鋼の基本的性質，および建築材料としての利用について
説明できること

13週 金属材料 ・鋼の基本的性質，および建築材料としての利用について
説明できること

14週 金属材料 ・その他の金属材料の基本的性質，および建築材料として
の利用について説明できること

15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリ

オ その他 課題 合計

総合評価割合 70 0 0 10 0 0 20 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 10 0 0 20 100
分野横断的能
力 0 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 法学
科目基礎情報
科目番号 0270 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 木原 滋哉
到達目標
１．契約の原則を理解するとともに、悪徳商法、賃貸借契約などについて理解する
２．過失責任の原則を理解するとともに、製造物責任、交通事故の責任などについて理解する
３．家族の法律について理解する
４．仕事の法律について理解する、
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
契約自由の原則、悪徳商法、賃貸
借契約などについて詳細に理解で
きる

契約自由の原則、悪徳商法、賃貸
借契約などについて理解できる

契約自由の原則、悪徳商法、賃貸
借契約などについて理解できない

評価項目2
過失責任の原則、製造物責任、交
通事故の法律などについて詳細に
理解できる

過失責任の原則、製造物責任、交
通事故の法律などについて理解で
きる

過失責任の原則、製造物責任、交
通事故の法律などについて理解で
きない

評価項目3 家族の法律、仕事の法律などにつ
いて詳細に理解できる

家族の法律、仕事の法律などにつ
いて理解できる

家族の法律、仕事の法律などにつ
いて理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 家族、契約、損害賠償など日常生活に関連の深い法律を学びながら、法律に関する基礎的知識や常識を実につける
授業の進め方と授業内
容・方法 具体的な事例を中心として、講義を通じて法学の基礎を学ぶ

注意点 私たちの生活は、法律を抜きにしては考えられない。法律を知らないばかりに、大きなミスを犯すこともある。社会人
としても技術者としても必要な知識なので、しっかり学んでほしい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 契約自由の原則
未成年者の契約

契約自由の元素について理解するとともに、その例外とし
て未成年者の場合などを理解する

2週 訪問販売、通信販売とクーリングオフ制度
ネズミ講とマルチ商法 クーリングオフ制度について詳しく理解する

3週 悪徳商法
消費者契約法

悪徳商法の事例について理解するとともに、消費者契約法
を理解する

4週 クレジットカード（１）
クレジットカード（２）

クレジットカードの仕組みについて理解するとともに、自
己破産などいくつかの債務処理方法について理解する

5週 賃貸借契約（１）
賃貸借契約（２） アパートを借りるときの効率問題について理解する

6週 過失責任の原則
製造物責任 過失責任の原則と声望物責任について理解する

7週 中間試験

8週 交通事故の民事責任
交通事故の刑事責任 交通事故に関する法律について理解する

9週 家族の法律（１）結婚
家族の法律（２）離婚・親子関係 結婚・離婚・親子関係の法律について理解する

10週 家族の法律（３）法定相続
家族の法律（４）遺言相続 相続に関する法律を理解する

11週 仕事の法律（１）
仕事の法律（２）

アルバイトと労働基準法、労働組合と不法労働行為などを
理解する

12週 刑法（１）
刑法（２） 犯罪に関する法律の基礎を理解する

13週 インターネットの法律 インターネット上の法律問題について理解する
14週 法律の常識 実印や押印方法のいくつかについて理解する
15週 期末試験
16週 答案返却、解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 100 0 0 0 0 0 100
基礎的能力 100 0 0 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 100-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 保健･体育
科目基礎情報
科目番号 0271 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 実技 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 佐賀野 健
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．テニスの基礎技能をゲームで生かすことができる。
3．テニスのゲームを企画・運営ができる。
4．バドミントンの基礎技能をゲームで生かすことができる。
5．バドミントン（ダブルス）の集団的技能をゲームで生かすことができる
6．バドミントンのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 テニスの技能をゲームで生かすこ
とが適切にできる

テニスの技能をゲームで生かすこ
とができる

テニスの技能をゲームで生かすこ
とができない

評価項目3 バドミントンの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

バドミントンの技能をゲームで生
かすことができる

バドミントンの技能をゲームで生
かすことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要

新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ，運動能力を高
める自己診断資料とする。基本的な個人技能を高めるとともに，ダブルスゲームにおいてはパートナーの特徴を生かし
た連携パターンを工夫し，相手の動きや打球の特徴に対応して作戦を考える能力を養う。また，生涯にわたってスポー
ツを親しむという観点からテニス，バドミントンの特性や，効果的な練習方法，ゲームの企画・運営方法．審判法など
理解させる。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 オリエンテーション・新体カテスト
1．新体カテスト
新体カテストの説明
各種目の測定
得点集計自己評価

2週 新体カテスト

3週 集団行動・体育祭または球技大会の種目 2．体育祭または球技大会種目
体育祭または球技大会種目の練習

4週 テニス

3．テニス
ルール・審判方法ゲーム方法の説明，班編成
基礎技能（グランド・ストローク．ボレー．スマッシュ
．ロビング，サービス．サーブレシーブ）の修得
ダブルス・ゲーム

5週 テニス
6週 テニス
7週 テニス
8週 テニス
9週 テニス
10週 テニス
11週 テニス
12週 テニス
13週 テニス
14週 テニス

15週 テニス・スキルテスト 4．持久走
長距離走の練習

16週 テニス・スキルテスト
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワーク
科目基礎情報
科目番号 0272 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント等
担当教員 林 和彦
到達目標
1. 1年生においては、高専で学ぶ専門科目の概要を把握し、確固とした目標を持ち、技術者像を明確にイメージする。
2. コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について、2年生においては認識し、3年生におい
ては理解し、4,5年生においては活用することができる．
3. 主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力に
ついて、2年生においてはその必要性を認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては必要に応じて発揮できる．
4. 創成能力やエンジニアリングデザイン能力を2年生においては認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては活用することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない

評価項目2

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用が適切にできる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができない

評価項目3
創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用が適切にでき
る

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができる

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点
在学期間中に同じテーマは最長で2年間まで選択できますが、可能な限り多くのテーマに取り組む方が学習効果が上がり
ます。また、テーマによっては1回だけ選択できるテーマもありますので、担当教員に確認して下さい。テーマ内容につ
いては、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。（※）テーマによっては、中間試験および期末試
験および学年末試験を行う．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

2週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

3週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

4週 チーム編成，個別ガイダンス 各テーマごとに分かれて，課題設定と課題解決プロセスを
理解する。

5週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

6週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表
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14週 レポート作成と活動内容の振り返り レポート作成：発表会後，活動成果としてレポートを作成
する．

15週 期末試験（※）

16週 レポート提出と後期の活動のための計画立案
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

後期

1週 活動内容の目標の確認
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

2週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

3週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

4週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

5週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

6週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

7週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

8週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表

14週 振り返りとレポート作成 レポート作成：後期は1年間の活動内容を総括してレポート
を作成する．

15週 学年末試験（※）
16週 レポート提出

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 20 30 0 50
分野横断的能力 0 0 0 20 30 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 上級コミュニケーション英語
Ａ

科目基礎情報
科目番号 0273 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 ヒロ前田『TOEICテスト究極の模試600問』（アルク），TOEIC L & R TEST 出る単特急 金のフレーズ（朝日新聞出版
）

担当教員 冨村 憲貴
到達目標
1. リスニング演習によって，テキストで扱われるリスニング問題に対応できるようになること
2. リーディング演習によって，テキストで扱われるリーディング問題に対応できるようになること
3. 学習するTOEIC必須語彙を覚え，使えるようになること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 テキストで扱われるリスニング問
題に適切に対応できる

テキストで扱われるリスニング問
題に対応できる

テキストで扱われるリスニング問
題に対応できない

評価項目2 テキストで扱われるリーディング
問題に適切に対応できる

テキストで扱われるリーディング
問題に対応できる

テキストで扱われるリーディング
問題に対応できない

評価項目3 学習するTOEIC必須語彙を覚え
，適切に使うことができる

学習するTOEIC必須語彙を覚え
，使うことができる

学習するTOEIC必須語彙を覚え
，使うことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
実践的なTOEIC問題演習を通して，TOEICテストへの対応力を高めることを目的とする。また，ALC NetAcademyを活
用することによりリスニング・リーディング力の強化を目指す。本授業は就職と進学に関連し，コミュニケーション力
を高めることができる。　

授業の進め方と授業内
容・方法

演習を基本とする。
この科目は学修単位科目のため，e-ラーニングの課題を出し，学習状況をシステム上で確認する。さらに，授業内容の
自学自習状況をほぼ毎回の小テストで確認する。これらの結果をポートフォリオ（成績の30%）として評価する。

注意点

授業にはテキスト・辞書を必ず持参すること。TOEICテストのスコアアップには基礎の定着が不可欠です。授業外での
トレーニングも怠らないように。授業では集中して演習に取り組み，質問等を積極的に行うよう期待する。

【カリキュラムの中での位置づけ】
1～3学年の英語関連科目で学んだ文法事項を定着させ，語彙力を高めて英語力を伸ばすための科目。
【先行して理解する必要のある科目】
コミュニケーション英語I，II，英語表現I，II
【同時に学ぶ科目】
英語（選択科目）
【ＥＳＤとの関連 （教育目標）】
（ESD1）テキストの演習を通して，英語でのリスニング・リーディング能力を高めることで，他文化の考え方や価値観
を理解する素養を身につける。
【評価方法と基準】
JABEE合格基準：60%以上
中間試験35%+期末試験35%+小テスト15%+課題15%=100%(100点) またはTOEICスコアによる評価（詳細資料は
授業で配布）
60％以上を合格とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概要説明

2週 TOEIC問題演習1 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

3週 TOEIC問題演習2 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

4週 TOEIC問題演習3 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

5週 TOEIC問題演習4 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

6週 TOEIC問題演習5 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 TOEIC問題演習6 模擬試験2 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

10週 TOEIC問題演習7 模擬試験2 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

11週 TOEIC問題演習8 模擬試験2 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

12週 TOEIC問題演習9 模擬試験2 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

13週 TOEIC問題演習10 模擬試験2 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

14週 TOEIC問題演習11 模擬試験2 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得
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15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 上級コミュニケーション英語
Ｂ

科目基礎情報
科目番号 0274 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 ヒロ前田『TOEICテスト究極の模試600問』（アルク），TOEIC L & R TEST 出る単特急 金のフレーズ（朝日新聞出版
）

担当教員 冨村 憲貴
到達目標
1. リスニング演習によって，テキストで扱われるリスニング問題に対応できるようになること
2. リーディング演習によって，テキストで扱われるリーディング問題に対応できるようになること
3. 学習するTOEIC必須語彙を覚え，使えるようになること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 テキストで扱われるリスニング問
題に適切に対応できる

テキストで扱われるリスニング問
題に対応できる

テキストで扱われるリスニング問
題に対応できない

評価項目2 テキストで扱われるリーディング
問題に適切に対応できる

テキストで扱われるリーディング
問題に対応できる

テキストで扱われるリーディング
問題に対応できない

評価項目3 学習するTOEIC必須語彙を覚え
，適切に使うことができる

学習するTOEIC必須語彙を覚え
，使うことができる

学習するTOEIC必須語彙を覚え
，使うことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
実践的なTOEIC問題演習を通して，TOEICテストへの対応力を高めることを目的とする。また，ALC NetAcademyを活
用することによりリスニング・リーディング力の強化を目指す。本授業は就職と進学に関連し，コミュニケーション力
を高めることができる。　

授業の進め方と授業内
容・方法

演習を基本とする。
この科目は学修単位科目のため，e-ラーニングの課題を出し，学習状況をシステム上で確認する。さらに，授業内容の
自学自習状況をほぼ毎回の小テストで確認する。これらの結果をポートフォリオ（成績の30%）として評価する。

注意点

授業にはテキスト・辞書を必ず持参すること。TOEICテストのスコアアップには基礎の定着が不可欠です。授業外での
トレーニングも怠らないように。授業では集中して演習に取り組み，質問等を積極的に行うよう期待する。

【カリキュラムの中での位置づけ】
1～3学年の英語関連科目で学んだ文法事項を定着させ，語彙力を高めて英語力を伸ばすための科目。
【先行して理解する必要のある科目】
コミュニケーション英語I，II，英語表現I，II
【同時に学ぶ科目】
英語（選択科目）
【ＥＳＤとの関連 （教育目標）】
（ESD1）テキストの演習を通して，英語でのリスニング・リーディング能力を高めることで，他文化の考え方や価値観
を理解する素養を身につける。
【評価方法と基準】
JABEE合格基準：60%以上
中間試験35%+期末試験35%+小テスト15%+課題15%=100%(100点) またはTOEICスコアによる評価（詳細資料は
授業で配布）
60％以上を合格とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 概要説明

2週 TOEIC問題演習1 模擬試験3 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

3週 TOEIC問題演習2 模擬試験3 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

4週 TOEIC問題演習3 模擬試験3 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

5週 TOEIC問題演習4 模擬試験3 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

6週 TOEIC問題演習5 模擬試験3 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明

9週 TOEIC問題演習6 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

10週 TOEIC問題演習7 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

11週 TOEIC問題演習8 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

12週 TOEIC問題演習9 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

13週 TOEIC問題演習10 模擬試験1 リスニング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得

14週 TOEIC問題演習11 模擬試験1 リーディング問題解法の習得
TOEIC必須語彙の習得
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15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語
科目基礎情報
科目番号 0275 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 行時　潔『はじめての英会話 Let's Talk It Up!』（松柏社）
担当教員 上杉 裕子
到達目標
１．自分の考えや気持ちを，相手に伝えることができるようになること
２．様々な場面に応じた英語表現を習得し，実際の英会話に応用できるようになること
３．海外の学生と，コンピューターを介した音声通話（スカイプ）による異文化交流、相互に言語を教え合うタンデム教育ができること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の考えや気持ちを，相手に伝
えることが適切にできる

自分の考えや気持ちを，相手に伝
えることができる

自分の考えや気持ちを，相手に伝
えることができない

評価項目2
様々な場面に応じた英語表現を習
得し，実際の英会話に応用できる
ようになること

様々な場面に応じた英語表現を習
得し，実際の英会話ができる

様々な場面に応じた英語表現を習
得し，実際の英会話に応用できな
い

評価項目3
海外の学生と，コンピューターを
介した音声通話（スカイプ）によ
る異文化交流が適切にできる

海外の学生と，コンピューターを
介した音声通話（スカイプ）によ
る異文化交流ができる

海外の学生と，コンピューターを
介した音声通話（スカイプ）によ
る異文化交流ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要

テキストで扱われる内容を通して，英会話の際に役立つ語彙や表現を学習し，海外の学生との会話に応用する。同時に
，英語の聞き取り，会話，作文練習を行い，総合的な英語能力を養う。本授業は進学，就職，資格取得に関連し，コミ
ュニケーション能力を高めることができる。また，海外の姉妹校とスカイプ交流授業を行い，実際に英語を使い、自国
の文化を伝え、国際的な視野を拡げるることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法

オールイングリッシュでＣＬＬ(Community Language Learning)のメソッドを用いた演習を基本とする。

注意点
テキストだけではなく，辞書を必ず持参すること。オールイングリッシュで演習を基本とする授業なので，積極的にで
きるだけ多くの英語を用い、活動すること。また，海外の学生を相手にするスカイプ交流授業も予定されているので
，パートナーに失礼のないよう，常に緊張感を持って授業に臨むこと。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 Introduction, Lesson 1

テキスト
１．Exercise A～Ｃ： ＣＬＬメソッドを用い、リスニング
、スピーキング練習。
　　　　　　　　　　会話文を暗唱できるくらい何度も繰
り返し練習することに
　　　　　　　　　　よって役立つ表現を身につける。発
音やイントネーション
　　　　　　　　　　をトレーニングする。
２．Exercise Ｄ：実際に言いたいことを英語で表現する練
習を行う
３．Exercise Ｅ～Ｇ：英作文演習を行う

海外の学生との交流授業
１．スカイプ使用の準備をする
２．トピックが決められ、事前準備し、教員の指導のもと
会話練習を行う
３．英語と日本語両方で，画像付き音声交流を行う
４．スカイプ交流授業の後、会話内容を振り返り、感想シ
ートに記入する。

ALC NetAcademy 2（自学）
１．「ライティング基礎コース」によるライティング演習

2週 Lesson 1
3週 Lesson 2
4週 Lesson 2
5週 Lesson 3
6週 Lesson 3
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 Lesson 4
10週 Lesson 4
11週 Lesson 5
12週 Lesson 5
13週 Lesson 6
14週 Lesson 6
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明
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後期

1週 Lesson 7
2週 Lesson 7
3週 Lesson 8
4週 Lesson 8
5週 Lesson 9
6週 Lesson 9
7週 Lesson 10
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 Lesson 10
11週 Lesson 11
12週 Lesson 11
13週 Lesson 12
14週 Lesson 12
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 小テスト クラス貢献度 その他 合計

総合評価割合 70 20 10 0 0 0 100
基礎的能力 70 20 10 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ドイツ語
科目基礎情報
科目番号 0276 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 藁谷郁美ほか『プリマ・プルスA1』朝日出版社
担当教員 西谷 明子
到達目標
1. ドイツ語であいさつ、自己紹介ができる。
2. ドイツ語で簡単な日常会話ができる。
3. ドイツ語で簡単な質問をし、答えることができる。
4. 辞書を使って簡単な文を読み、作文することができる。
5. ドイツ語のつづりと発音の法則を理解し、発音したり聞き取ったりできる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 ドイツ語であいさつ，自己紹介が
適切にできる。

ドイツ語であいさつ，自己紹介が
できる。

ドイツ語であいさつ，自己紹介が
できない。

評価項目2 ドイツ語で簡単な日常会話が適切
にできる。

ドイツ語で簡単な日常会話ができ
る。

ドイツ語で簡単な日常会話ができ
ない。

評価項目3 ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることが適切にできる。

ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることができる。

ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることができない。

評価項目4 辞書を使って簡単な文を読み，作
文することが適切にできる。

辞書を使って簡単な文を読み，作
文することができる。 辞書を使うことができない。

評価項目5
ドイツ語のつづりと発音の法則を
適切に理解し、発音したり聞き取
ったりできる。

ドイツ語のつづりと発音の法則を
理解し、発音したり聞き取ったり
できる。

ドイツ語のつづりと発音の法則を
理解していない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 初めてドイツ語を学ぶ学生を対象とする。初級ドイツ語文法と簡単な日常会話を習得する。また，ドイツ語圏の歴史や

文化についても理解を深める。
授業の進め方と授業内
容・方法 教科書及び付属のCD、DVDを用いた講義。ペアワークによる会話練習。

注意点
授業には毎回必ず辞書を持参すること。授業中でも授業後でも，質問があれば受け付ける。ペアワークへの積極的な参
加を求める。課題、提出物はすべて100点満点で採点し、学期末の成績に含める。スマートフォンを用いた小テストを実
施することがあるため、毎回持参すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 導入 自己紹介ができる、ドイツ語圏について知る、アルファベ
ートの読み方がわかる

2週 Lektion 1 つづりと発音の規則がわかる、あいさつと自己紹介ができ
る

3週 Lektion 1 好きなものについて話せる、動詞の人称変化がわかる
4週 Lektion 1 語順、人称代名詞、動詞の人称変化の復習

5週 Lektion 2 友人の紹介ができる、好きなこと、嫌いなことについて話
せる、sein動詞を使えるようになる

6週 Lektion 2 20までの数詞を言える、電話番号を言い、聞き取ることが
できる

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 Lektion 2 学校生活について話せる、1000までの数詞を言える
10週 Lektion 3 動詞habenを使えるようになる、冠詞について理解できる
11週 Lektion 3 定冠詞、不定冠詞の1格と4格を使えるようになる

12週 Lektion 3 インタビューし、答えることができる、名詞の複数形が理
解できる

13週 Lektion 3 身の回りの物や動物について書かれたテキストが理解でき
る

14週 まとめと復習 動詞と冠詞の変化が理解できる、発音の規則が理解できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 復習小テスト 動詞の現在人称変化と冠詞の変化が復習できている

2週 Lektion 4 時刻、日付、曜日を表現できる、時間を表す前置詞を使う
ことができる

3週 Lektion 4 1日のスケジュールについて質問し、答えることができる

4週 Lektion 4 学校生活について読んで理解できる、学校生活について作
文できる

5週 Lektion 5 趣味について話すことができる、不規則動詞の使い方がわ
かる

6週 Lektion 5 分離動詞の使い方がわかる、統計データが理解できる
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7週 Lektion 5 自分のできること、できないことについて話せる、助動詞
の使い方がわかる

8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明

10週 Lektion 6 絵を見て描写することができる、所有冠詞について理解で
きる

11週 Lektion 6 職業について表現できる
12週 Lektion 6 家族をテーマにした文章が理解できる
13週 Lektion 7 ドイツ語を使って買い物をすることができる
14週 Lektion 7 ほしいものについて表現できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 10 0 20 0 100
基礎的能力 70 0 10 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 中国語
科目基礎情報
科目番号 0277 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 相原茂・陳淑梅・飯田敦子「日中いぶこみ交差点」（朝日出版社）
担当教員 香村 慶太
到達目標
１．中国語の発音システムを系統的に身につけさせる
２．中国の地理・社会・文化について理解させる
３．簡単なフレーズを正確に聞き取らせ，基本文型を適切に理解させる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 中国語の発音システムを系統的に
理解できる。

中国語の発音システムを理解でき
る。

中国語の発音システムを理解でき
ない

評価項目2 中国の地理・社会・文化について
適切に理解できる

中国の地理・社会・文化について
理解できる

中国の地理・社会・文化について
理解できない

評価項目3 簡単なフレーズを正確に聞き取り
，基本文型を適切に理解できる

簡単なフレーズを聞き取り，基本
文型を理解できる

簡単なフレーズが聞き取れず，基
本文型を理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 中国語をマスターし、中国の地理・社会・文化が理解できるよう、必要な中国語の発音と簡単な例文を学生に身につけ

させる。
授業の進め方と授業内
容・方法 発音方法、文型模倣練習法、模倣記憶返複法などを必要に合わせて応用する。

注意点 試験前にまとめて勉強するのではなく，普段の授業を大切にし，しっかり知識の基盤を築くことを期待する。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 第１課 学習の概略説明と中国語についての簡単な説明
2週 第１課−①②③ 声調・基本母音・複母音・練習問題
3週 第２課-①②③ 声母表・無気音と有気音・そリ舌音
4週 第２課-④⑤ 消える o と e ・同じ i でも違う音・練習問題
5週 第３課-①②③ 鼻音・消える e ・ e のバリエーション・練習問題
6週 復習
7週 中間試験

8週 第４課-①②③④⑤⑥⑦ 第３声+第３声・声調変化・軽声・声調の組み合わせ・ r
化・練習問題

9週 第４課　 教室用語・中国語学習のための基礎知識
10週 第５課-①② 本文・人称代名詞・挨拶ことば
11週 第５課-③④ “是”・“”
12週 第6課-①② 本文・姓名の言い方・“呢”
13週 第６課-③④ 呼びかけのことば・“吧”
14週 復習
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 第7課-①② 本文・指示代名詞・“的”
2週 第７課-③④ “都”と“也”・動詞述語文
3週 第８課-①② 本文・疑問詞・助動詞の“想”
4週 第８課-③④ 反復疑問文・“喜”
5週 第８課 本文・“喜”
6週 復習
7週 中間試験
8週 第９課-① 本文・数詞
9週 第９課-② 年齢の言い方
10週 第９課-3④ 量詞・“有”
11週 第１０課-① 本文・“”
12週 第１０課-②③ “”・“是”
13週 第１０課-④ 形容詞述語文
14週 復習
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 課題 授業参加度 態度 ポートフォリオ その他 合計
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総合評価割合 70 10 10 10 0 0 100
基礎的能力 70 10 10 10 ０ 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ハングル
科目基礎情報
科目番号 0278 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『基礎から学ぶ韓国語講座初級(改訂版)』木内明著 国書刊行会
担当教員 李 政樹
到達目標
１．韓国語の文字が読める
２．韓国語の文字が書ける
３．簡単なフレーズを身につける
４．動詞，形容詞等の活用がある程度できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 韓国語の文字が読み書きが適切に
できる 韓国語の文字が読み書きできる 韓国語の文字が読み書きできない

評価項目2 動詞，形容詞等の活用ができる 動詞，形容詞等の活用がある程度
できる 動詞，形容詞等の活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 韓国語を初めて習う学習者を対象にする。二年間の学習でハングル能力検定試験５級の合格程度の力をつける
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする

注意点 欠席の場合は後日の授業に多大な支障が生じるため，欠席は絶対しないこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 基礎第1課：韓国語の仕組み ハングルの仕組み，語順を理解する
2週 基礎第2課：基本母音 基本母音の読み書き
3週 基礎第3課：基本子音 子音（平音）の読み書き
4週 基礎第3課：基本子音 子音（激音，濃音）の読み書き
5週 基礎第4課：複合母音 複合母音の読み書き
6週 基礎第5課．パッチム　　　　　　　　　　　   復習 パッチムの読み書き
7週 中間試験

8週 答案返却、解答説明
基礎第7課．あいさつ 既習内容の確認・まとめ

9週 第1課．私は浅井ゆかりです あいさつ・簡単な自己紹介・です/ます体の学習
10週 第2課．出身はソウルですか 出身地を聞く、です/ます体の疑問文
11週 第3課．図書館ではありません です/ます体の否定
12週 第4課．時間がありますか あります/ありません
13週 第5課．ネットカフェでパソコンをします します/しますか
14週 第1課～第5課の復習 既習内容の確認・まとめ
15週 期末試験
16週 答案返却，解答説明

後期

1週 基礎編(第1課～7課)の内容の復習　　　　　第１課・2課
の復習

文字編（子音と母音）の復習 　　　　　　　　基本挨拶　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体言＋です、漢
数詞の学習

2週 第3課～5課の復習　                    　  　　第6課．貿易会
社で働いています もう一つの言い方の学習

3週 第7課．東大門市場に行きます 動詞の学習
4週 第8課．しょっちゅうスーパーで買います もう一つの言い方の用言の学習
5週 第9課．それは1万ウォンです 体言＋です、漢数詞の学習
6週 第10課．今、何時ですか いくつ、固有数詞と時刻の読み方
7週 第6課～第10課の復習 既習内容の確認・まとめ
8週 中間試験
9週 答案返却，解答説明
10週 第11課．日本語を話されますか 敬語
11週 第12課．そんなに遠くありません 用言の否定、～するといい
12週 第13課．いつ韓国に来ましたか 用言の過去形
13週 第14課．民俗村に一緒に行きましょう 勧誘表現、何の～
14週 第11課～第14課の復習 既習内容の確認・まとめ
15週 学年末試験
16週 答案返却，解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
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総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 日本語表現法
科目基礎情報
科目番号 0279 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 『テスト式国語常識の総演習』（京都書房）、『基礎からの国語表現の実践』（京都書房）
担当教員 上芝 令子
到達目標
1．漢字・仮名遣いなどが正しく使えること。
2．さまぎまな文章を推敲できる知識と能力を身につけること
3．文章の組み立て、すなわち構成能力を身につける。
4．実用的な文章を正しく書けるようにすること。
5．文章の展開や、スピーチのこつを身につけること。
6．社会人として必要な文章などの表現力がルールに従って書けるようになる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
さまぎまな文章を推敲できる知識
と能力を身につけることが適切に
できる

さまぎまな文章を推敲できる知識
と能力を身につけることができる

さまぎまな文章を推敲できる知識
と能力を身につけることができな
い

評価項目2 実用的な文章を正しく書くことが
適切にできる

実用的な文章を正しく書くことが
できる

実用的な文章を正しく書くことが
できない

評価項目3
社会人として必要な文章などの表
現力がルールに従って書くことが
適切にできる

社会人として必要な文章などの表
現力がルールに従って書くことが
できる

社会人として必要な文章などの表
現力がルールに従って書くことが
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 日本語を読む、書く、聞く、話すという四つの能力を身につけることは、人間力の形成のために必要である。それらの

基礎能力、とりわけ語彙能力と文章表現能力の向上を目指すことを目的とする。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義・問題演習を基本とする。適宜課題提出も課す。

注意点 積極的な授業参加、普段の課題内容を重視する。授業で進める範囲の半分は宿題とし、 毎週テキストを回収して評価す
る

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス、「国語常識の総演習」第１、2回
1．「国語常識の総演習」の演習
漢字を読む力、書く力、語彙力、文章表現・韻文・文学史
、文法
といった、国語表現に必要な基礎学力を体得する。

2週 「国語常識の総演習」第3回
3週 「国語常識の総演習」第4回
4週 「国語常識の総演習」第5回
5週 「国語常識の総演習」第6回
6週 「国語常識の総演習」第7回
7週 中間試験
8週 「国語常識の総演習」第8回
9週 「国語常識の総演習」第9回
10週 「国語常識の総演習」第10回
11週 「国語常識の総演習」第11回
12週 「国語常識の総演習」第12回

13週 敬語の種類、手紙の書き方 2.日常生活に必要な敬語の種類を学び、手紙文の要諦を身
につける

14週 意見文の書き方・自己PR書
3.指定されたテーマを選択し、自分の論旨を読み手に説得
させ得る意見文の書き方を学ぶ。またエントリーシートに
ついても手法を習得する。

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築計画Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 0250 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 日本建築学会編『第３版コンパクト建築設計資料集成』（丸善），青木義次ほか『一目でわかる建築計画』（学芸出版
社）

担当教員 下倉 玲子
到達目標
　美術館，宿泊施設，図書館などの施設種別ごとに、時代のニーズや個人、組織、地域などそれぞれの価値と対応しながら、多様な建物が計画
され造られていることを理解し、問題解決に活かすことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

各施設の歴史と現在の傾向を説明
することができる。

各施設の歴史と現在の傾向を説明
することができ、今後の課題を見
出すことができる。

各施設の歴史と現在の傾向を説明
することができる。

各施設の歴史と現在の傾向を説明
することができない。

各施設のオーソドックスな計画手
法を説明することができる。

各施設のオーソドックスな計画手
法を説明することができ、問題点
を指摘することができる。

各施設のオーソドックスな計画手
法を説明することができる。

各施設のオーソドックスな計画手
法を説明することができない。

各施設の法規制を説明することが
できる。

各施設の法規制を説明することが
でき、今後の課題を見出すことが
できる。

各施設の法規制を説明することが
できる。

各施設の法規制を説明することが
できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

　建築計画とは，生活と空間のかかわりを科学的にとらえ，これをモデル化・体系化した学問である。本科目では，美
術館・博物館，宿泊施設，図書館，病院を対象として，建築計画に関する基礎的な知識を習得することを目的としてい
る。講義では各ビルディングタイプ毎の全体計画，規模・配置計画，各々の建築を構成する主要な所要室の計画上の基
礎知識について学習する。同時に専門用語を英語でも理解する。本授業は、就職と進学に関連し、建築業界で活躍する
上での重要な素地をつくる。

授業の進め方と授業内
容・方法

スマートボードで視覚的な情報をみせながら、英語で授業を行う。学生はプリントに必要な情報を書き込み理解を深め
ていく。

注意点 各種お知らせはスクールネットを通して行いますので、受信できるように設定をお願いします。
この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習のための課題を実施します。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 美術館・博物館の計画1 1.美術館・博物館の全体計画：種類，展示方式，規模・配
置計画

2週 美術館・博物館の計画2 2.美術館・博物館の諸室計画：展示室，収蔵庫，採光方式
3週 美術館・博物館の計画3 3.美術館・博物館の取り組み
4週 宿泊施設の計画1 4.宿泊施設の全体計画：種類，立地計画，規模・配置計画
5週 宿泊施設の計画2 5.宿泊施設の諸室計画：客室，共用部，管理部，防災計画
6週 宿泊施設の計画3 6.宿泊施設の取り組み
7週 中間試験 中間試験
8週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明
9週 図書館の計画1 7.図書館の全体計画：種類，開架式・閉架式，BDS

10週 図書館の計画2 8.図書館の各部計画：カウンター，閲覧室，書庫，ブラウ
ジング

11週 図書館の計画3 9.図書館の取り組み
12週 病院の計画1 7.病院の全体計画：種類，組織運営，配置計画

13週 病院の計画2 8.病院の各部計画：病棟，中央診療部，サービス部，管理
部

14週 病院の計画3 8.病院の取り組み
15週 レポート発表会 レポート発表会
16週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明

評価割合
試験 演習 合計

総合評価割合 70 30 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 30 0 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 都市計画
科目基礎情報
科目番号 0251 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 三村浩史『地域共生の都市計画　第２版』（学芸出版社）
担当教員 篠部 裕
到達目標
1.都市計画の目的と意義、都市計画史の系譜の概要を説明できる。
2.土地利用計画、公園緑地計画、景観計画の目的と概要を説明できる。
3.市街地の開発・再開発、防災都市計画、地区計画などの目的と概要を説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
都市計画の目的と意義、都市計画
史の系譜

意義、都市計画史の系譜を適切に
説明できる

意義、都市計画史の系譜を説明で
きる

意義、都市計画史の系譜を説明で
きない

土地利用計画、公園緑地計画、景
観計画

土地利用計画、公園緑地計画、景
観計画を適切に説明できる

土地利用計画、公園緑地計画、景
観計画を説明できる

土地利用計画、公園緑地計画、景
観計画を説明できない

市街地の開発・再開発、防災都市
計画、地区計画

市街地の開発・再開発、防災都市
計画、地区計画を適切に説明でき
る

市街地の開発・再開発、防災都市
計画、地区計画を説明できる

市街地の開発・再開発、防災都市
計画、地区計画を説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
都市は建築やインフラストラクチュアなどから構成される，建築・地区よりも大きく地域・地方よりも小さな空間単位
である。市民が安全で快適な生活を営むことができる都市空間を計画・形成するためには，その仕組みの存在について
の専門知識を習得が不可欠である。本講義では，都市計画学の目的，これまでの都市史，都市計画制度，都市計画事業
などの概要を習得することを目的としている。

授業の進め方と授業内
容・方法 教科書および教科書の要点をまとめた講義メモを中心に授業を行う。

注意点 シラバスの参考に授業内容に該当する教科書を事前に予習しておく。
この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポートを実施する。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス、現代の人間居住と都市計画 現代社会における都市計画の課題の位置づけについて説明
できる。

2週 近代以前の都市づくり 近代以前の都市づくり、都市の形成について説明できる。

3週 近代以降の都市づくり 近現代都市の特質と課題、産業革命と理想社会論、近現代
の都市計画論の概要を説明できる。

4週 地域計画と都市計画マスタープラン 地域計画と都市計画マスタープランについて説明できる。

5週 土地利用計画、公園緑地計画、都市交通計画 日本の土地利用計画の仕組み、公園緑地計画の目的、街路
計画の手法や理念について説明できる。

6週 都市計画学習かるた 都市計画の専門知識の要点について理解し、イラストと短
文で表現できる。

7週 中間試験 中間試験までの学習内容を理解している。

8週 答案返却・解答説明、レポート発表会 指定された都市計画のテーマについて関連資料を調査し、
レポートにまとめその要点を的確に発表できる。

9週 景観基本計画とアーバンデザイン 景観形成・風景計画、用途・形態規制の仕組みについて説
明できる。

10週 コミュニティと居住地計画 市街地を開発する地域コミュニティー等による仕組みにつ
いて説明できる。

11週 市街地の開発・再開発と整備計画 市街地を開発する仕組み、土地区画整理事業、市街地再開
発事業について説明できる。

12週 建築行為・開発行為と社会的コントロール 用途・形態規制の仕組みについて理解している。
13週 市街地の安全と防災都市づくり 市街地の防災、保全・改善事業について説明できる。
14週 地区計画などのミクロな都市計画、都市計画学習かるた 地区計画などのミクロな都市計画について理解している。
15週 期末試験 期末試験までの学習内容を理解している。

16週 答案返却・解答説明、レポート発表 指定された都市計画のテーマについて関連資料を調査し、
レポートにまとめその要点を的確に発表できる。

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築設計製図Ⅳ
科目基礎情報
科目番号 0252 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 4
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 4
教科書/教材 日本建築学会編『コンパクト設計資料集成』第3版、丸善、2005年。
担当教員 篠部 裕,間瀬 実郎,下倉 玲子,鍵山 昌信,穂垣 友康,吉田 豊,安 箱敏
到達目標
1．中規模程度の建築に於ける所要室の的確な規模と配置、的確な動線計画ができる（公共建築）
2．意匠性のある設計ができる（公共建築・デザインコンペティション）
3．コンセプトメイキング（構想力）と新しい空間の提案ができる（デザインコンペティション）
4．適切な図面表現、空間表現、および立体表現ができる（公共建築・デザインコンペティション）
5．効果的なプレゼンテーション能力の習得（公共建築・デザインコンペティション）
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
中規模程度の建築に於ける所要室
の的確な規模と配置、的確な動線
計画が適切にできる

中規模程度の建築に於ける所要室
の的確な規模と配置、的確な動線
計画ができる

中規模程度の建築に於ける所要室
の的確な規模と配置、的確な動線
計画ができない

評価項目2 意匠性のある設計が適切にできる 意匠性のある設計ができる 意匠性のある設計ができない

評価項目3
コンセプトメイキング（構想力
）と新しい空間の提案が適切にで
きる

コンセプトメイキング（構想力
）と新しい空間の提案ができる

コンセプトメイキング（構想力
）と新しい空間の提案ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

　この科目は総合的な視点で建築技術を捉え、具体的な建築を設計し図面で表現する科目である。全30週のうち，第1週
から第15週は設計事務所での実務経験を有する教員が担当する。また，第10週，第15週，第30週の授業は講評会であり
，現在，建築設計実務に携わっている一級建築士らが評価者として授業に参加する。本科目では、中規模程度の公共建
築を計画、設計、製図できる能力を習得するために、以下の項目を目的とする。 本演習は建築を体系的に捉えながら学
力を身につけ、就職および進学に関連する。
①美術館を含む複合施設、小学校といった公共建築を計画設計できる能力を習得する。
②コンセプチュアルな課題に対する設計・製図手法を習得する。
③製図法に則った図面表現および、建築の空間的、立体的な表現ができる能力を習得する。
④自分が設計した建築を発表する能力を習得する。
⑤デザイン探求の３次元的思考能力、建築史と倫理、芸術、技術、人文科学を応用する能力、美的・技術的なデザイン
能力、建築デザイン力を習得する。

授業の進め方と授業内
容・方法

　演習はグループに分け、担当教員が学生の能力に応じ個別指導する。初期段階では、コンセプトやエスキスなどを添
削する。製図段階では、図面作成や模型写真、レイアウトを指導する。講評会を行い設計案の講評をする。

注意点
　建築設計の能力を向上させるためには、日頃から図書館にある最新の建築雑誌や建築作品集などを見ることが重要で
ある。なお，本科目は建築設計の実務経験のある教員により，基本計画や図面作成などの指導や講評を行う科目である
。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 第１課題：美術館を含む複合施設　説明

地域の活性化の一環として、各地でその地域性を生かした
特色のある複合施設が建てられている。ここでは、ある特
定の場所に特定の目的をもたせた美術館を含む建築物であ
る。周辺環境をよく考慮し、美術館機能を含む複合的な機
能を的確に配置した複合施設を設計する。　

2週 コンセプト・エスキス
3週 コンセプト・エスキス
4週 コンセプト・エスキス
5週 コンセプト・エスキス
6週 コンセプト・エスキス
7週 製図
8週 製図
9週 製図
10週 提出、講評会

11週 第２課題：デザインコンペティション　説明

　全国高専デザインコンペティションの課題は毎年異なる
ため、出題意図をよく理解して、コンセプトを作成する必
要がある。規模や計画性を押さえることはもちろんである
が、新しい空間の提案性が求められるため、コンセプトメ
イキングに時間を掛け設計する。

12週 コンセプト・エスキス
13週 製図
14週 製図
15週 提出、講評会
16週 提出、講評会

後期 1週 第３課題：小学校　説明

　近年、地域が求める小学校は、児童の安全性と地域への
開放であり、ＩＴ化が進む中、教室等の室内空間も大きく
変わりつつある。児童が安心して勉強でき、積極的な学習
意欲が啓発され、しかも地域と連携し得るような小学校を
設計する。
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2週 コンセプト・エスキス
3週 コンセプト・エスキス
4週 コンセプト・エスキス
5週 コンセプト・エスキス
6週 コンセプト・エスキス
7週 コンセプト・エスキス
8週 コンセプト・エスキス
9週 製図
10週 製図
11週 製図
12週 製図
13週 提出、講評会

14週 第4課題：短期課題 　短期課題／設計演習・トレース／2級建築士設計製図試験
課題

15週 第4課題：短期課題
16週 第4課題：短期課題

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 10 0 0 90 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 10 0 0 90 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 情報処理Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0253 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 特になし。必要に応じて配布する。
担当教員 仁保 裕,下倉 玲子
到達目標
１．工学のレポートを作成する上で，必要とされるExcel操作法の基礎を習得する。
２．Excelを用いたグラフ作成法とそれに関する知識を習得する。
３．Wordを用いて工学的なレポートを作成する。
４．マクロを記録する方法を覚える。
５．Excel VBA の文法を理解できる。
６．Excel VBA を用いてプログラムを作成できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
工学のレポートを作成する上で
，必要とされるExcel操作法の基礎
を習得する。

工学のレポートを作成する上で
，必要とされるExcel操作法の基礎
を適切に習得できている。

工学のレポートを作成する上で
，必要とされるExcel操作法の基礎
を習得できている。

工学のレポートを作成する上で
，必要とされるExcel操作法の基礎
を習得できない。

Excelを用いたグラフ作成法とそれ
に関する知識を習得する。

Excelを用いたグラフ作成法とそれ
に関する知識を適切に習得できて
いる。

Excelを用いたグラフ作成法とそれ
に関する知識を習得できている。

Excelを用いたグラフ作成法とそれ
に関する知識を習得できない。

Wordを用いて工学的なレポートを
作成する。

Wordを用いて工学的かつ適切なレ
ポートを作成できている。

Wordを用いて工学的なレポートを
作成できている。

Wordを用いて工学的なレポートを
作成できない。

マクロを記録する方法を覚える。 マクロを記録する方法を覚え，適
切に使用できる。

マクロを記録する方法を覚え，使
用できる。

マクロを記録する方法使用できな
い。

Excel VBA の文法を理解できる。 Excel VBA の文法を正しく理解で
きている。

Excel VBA の文法を理解できてい
る。

Excel VBA の文法を理解できない
。

Excel VBA を用いてプログラムを
作成できる。

Excel VBA を用いて実用的なプロ
グラムを作成できる。

Excel VBA を用いて簡単なプログ
ラムを作成できる。

Excel VBA を用いてプログラムを
作成できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要

　本科目は前期と後期において内容が異なるが，双方とも建築技術者として重要な内容である。よって本科目は進学と
就職の双方に役立つものである。
前期：1年生の情報リテラシーで学んだ知識のみでは建築学分野におけるレポート・論文を作成することは難しい。本科
目においてWordやExcel等を用いた工学レポート・論文の作成法を学ぶ。
後期：近年，設計情報は様々な情報技術を使用して処理されている。本科目ではExcelVBAを用いて数値解析の基礎を学
ぶ他，実用的なプログラムを作成する能力を習得する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義と演習の繰り返しとする。授業実施場所は事前に配布資料等によって連絡する。

注意点

・配布物は原則として再配布しない。なくさないこと。
・わからないところがあれば，オフィスアワー等を利用して質問にくること。なお，定期試験時間割発表日からその定
期試験終了日の期間中について授業時間外は原則として質問に答えない。なるべく早めに質問に来ること。
・成績評価の内訳は以下の通り
　前期中間試験17.5%＋前期末試験17.5%＋後期中間試験17.5%＋学年末試験17.5%＋（課題
15%）×2=100%(100点)とする。このうち60%以上達成している学生を合格とする。
ただし，特段の理由なく〆切までに提出されなかった課題は評価の対象外とし，当該課題の点数は0点とする。理由があ
れば教員に申し出て指示を受けること。
また，課題には自分自身が取り組むこと。他学生が作成したものをコピーして提出したことが判明した場合，どちらの
学生がコピーした・させたなどという不毛な議論は一切しない。コピーした側・させた側双方について当該課題の点数
を０点とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス

2週 Excel操作 工学のレポートを作成する上で，必要とされるExcel操作法
の基礎を習得する。

3週 Excel操作 工学のレポートを作成する上で，必要とされるExcel操作法
の基礎を習得する。

4週 Excel操作 工学のレポートを作成する上で，必要とされるExcel操作法
の基礎を習得する。

5週 Excelによるグラフ作成 工学のレポートを作成する上で，必要とされるExcel操作法
の基礎を習得する。

6週 Excelによるグラフ作成 工学のレポートを作成する上で，必要とされるExcel操作法
の基礎を習得する。

7週 中間試験
8週 答案返却・解説
9週 Word操作 Wordを用いて工学的なレポートを作成する。
10週 Word操作 Wordを用いて工学的なレポートを作成する。
11週 Word操作 Wordを用いて工学的なレポートを作成する。
12週 Wordによるレポート作成 Wordを用いて工学的なレポートを作成する。
13週 Wordによるレポート作成 Wordを用いて工学的なレポートを作成する。
14週 Wordによるレポート作成 Wordを用いて工学的なレポートを作成する。
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15週 期末試験
16週 答案返却・解答

後期

1週 ガイダンス
フローチャート

2週 Excel VBA の基礎知識
マクロの記録 マクロを記録する方法を覚える。

3週 簡単なプログラムの作成（１） Excel VBA の文法を理解できる。
Excel VBA を用いてプログラムを作成できる。

4週 簡単なプログラムの作成（２） Excel VBA の文法を理解できる。
Excel VBA を用いてプログラムを作成できる。

5週 簡単なプログラムの作成（３） Excel VBA の文法を理解できる。
Excel VBA を用いてプログラムを作成できる。

6週 簡単なプログラムの作成（４） Excel VBA の文法を理解できる。
Excel VBA を用いてプログラムを作成できる。

7週 中間試験
8週 変数・配列について Excel VBA の文法を理解できる。
9週 繰り返し（Do-Loop） Excel VBA の文法を理解できる。
10週 繰り返し（For-Next） Excel VBA の文法を理解できる。
11週 条件分岐 Excel VBA の文法を理解できる。
12週 条件分岐 Excel VBA の文法を理解できる。
13週 演習 Excel VBA を用いてプログラムを作成できる。
14週 演習 Excel VBA を用いてプログラムを作成できる。
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリ

オ その他 課題 合計

総合評価割合 70 0 0 0 0 0 30 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 0 0 30 100
分野横断的能
力 0 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ＣＡＤ・ＣＧ
科目基礎情報
科目番号 0254 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 プリントなどを配布
担当教員 間瀬 実郎
到達目標
VectorWorksの2次元作図ができる。
VectorWorksの3次元モデリングができる。
VectorWorksのイメージデータのレイアウト挿入ができる。
画像の基礎（JPG,BMP形式）、解像度、2進数、16進数を理解する。
3次元CGのモデリングをコードレベルで記述できる。
住宅規模の3次元CGのモデリングをコードレベルで記述できる。
光源設定のモデリングをコードレベルで記述できる。
透視投影変換、画角とパース、望遠、広角レンズ、ｚバッファ方の原理を理解する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 VectorWorksの作図が適切にでき
る。 VectorWorksの作図ができる。 VectorWorksの作図ができない。

評価項目2
住宅規模の3次元CGのモデリング
をコードレベルで適切に記述でき
る

住宅規模の3次元CGのモデリング
をコードレベルで記述できる

住宅規模の3次元CGのモデリング
をコードレベルで記述できない

評価項目3 光源設定のモデリングをコードレ
ベルで適切に記述できる

光源設定のモデリングをコードレ
ベルで記述できる

光源設定のモデリングをコードレ
ベルで記述できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

ＣＡＤ・ＣＧは工学の分野、特に設計・表現においては基礎的な知識であり、情報化社会に対応するためには技術者に
必須となっている。本科目では、VectorWorks,Photoshpp, PovRAYといった2次元ＣＧと3次元CGの両方の知識を習得
し、実際に応用できることを目的としている。そのため建築実務に必要な内容である。2次元CGでは主に、写真の画像
処理技術を、3次元CGではレンダリングの知識、モデリングの構造を習得し、最終的には、簡単なオブジェクトによる
プレゼンテーション能力を習得する。

授業の進め方と授業内
容・方法

3次元CGのレンダリングの代表的なアルゴリズムの内容を説明した後、手計算によって確認する。2次元CG画像処理に
はPhotoshopを使い、写真加工を中心に機能を習得する。3次元CGレンダリング、モデリングにはPOV-Rayを使い、コ
ードによるモデリングとレンダリングの関係を確認しながら構造を習得する。VectorWorksを使って、総合的な建築プ
レゼンテーションの手法を習得する。

注意点 課題制作時には、頻繁にデータセーブを行い、データのバックアップを行う。印刷には時間がかかるため、早めに印刷
することを心がける。本科目で習得した技術を設計製図の課題に積極的に応用することを勧める。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 「VectorWorks」による設計図面制作の基礎

・VectorWorksの基本的な操作方法を説明する。
・2次元各種作図コマンド
・レイヤの概念
・ベクトルデータとイメージデータの混用方法
・3次元各種作図コマンド
・レンダリングの種類
・画像の基礎（JPG,BMP形式）、解像度、2進数、16進数
・課題は建築に関連したオブジェクトのモデリング、レン
ダリングに関するものを随時出し、提出する。
・期末試験はVectorWorksの機能に関する試験とする。

2週 「VectorWorks」による設計図面制作の基礎
3週 「VectorWorks」による設計図面制作
4週 「VectorWorks」による設計図面制作
5週 「VectorWorks」による設計図面制作
6週 「VectorWorks」による設計図面制作
7週 「VectorWorks」による設計図面制作
8週 中間試験
9週 「VectorWorks」による三次元造形の基礎
10週 「VectorWorks」による三次元造形制作
11週 「VectorWorks」による三次元造形制作
12週 「VectorWorks」による三次元造形制作
13週 「VectorWorks」による三次元造形制作
14週 特殊なCG表現方法（Non-Photorealistic Rendering等）
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明
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後期

1週 ＣＧの歴史、2次元CGの基礎知識

・コンピュータとCGの簡単な歴史を説明し、現在のCGが
どのような研究成果のもとに成り立っているかを解説する
。
・画像処理技術の基礎では、Photoshopの基本的な機能を
簡単な例題を通して習得する。
・３DCGのモデル構造の代表例である、B-Reps,DSGを説
明する。
・透視投影変換、画角とパース、望遠、広角レンズ、ｚバ
ッファ法。
・レイトレーシング法によるＰＯＶ－Ｒａｙを使ってコー
ドによるモデリングを行う。
・課題は、建築に関連したオブジェクトのモデリング、レ
ンダリングに関するものを随時出し、提出する。
・期末試験は、3次元ＣＧに関する基礎知識と、
ＰＯＶ－Ｒａｙに関する機能について試験する。

2週 画像処理技術の基礎
3週 画像処理技術の基礎
4週 画像処理課題（Photoshopによる写真加工）
5週 画像処理課題（Photoshopによる写真加工）
6週 画像処理課題（Photoshopによる写真加工）
7週 代表的なレンダリング、透視投影変換　
8週 中間試験
9週 B-Reps,DSGのモデル構造
10週 Zバッファ法、レイトレーシング法
11週 3次元CGのモデリング、レンダリング課題（POV-Ray）
12週 3次元CGのモデリング、レンダリング課題（POV-Ray）
13週 3次元CGのモデリング、レンダリング課題（POV-Ray）
14週 3次元CGのモデリング、レンダリング課題（POV-Ray）
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 0 0 70
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 0 0 70
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 鋼構造
科目基礎情報
科目番号 0255 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 高梨晃一，福島暁男「基礎からの鉄骨構造」（森北出版）
担当教員 仁保 裕
到達目標
1.鋼構造設計の基本的な流れを理解できる。
2.高力ボルト接合部について理解し，高力ボルト接合部の設計ができる。
3.引張材の断面計算ができる。
4.圧縮材の断面計算ができる。
5.曲げ材の断面計算ができる。
6.軸力と曲げを受ける材の断面計算ができる。
7.溶接およびその種類を理解し，溶接部の耐力を計算できる。
8.継手の設計ができる。
9.保有耐力接合を理解できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
鋼構造設計の基本的な流れを理解
できる。

鋼構造設計の基本的な流れを適切
に理解できる。

鋼構造設計の基本的な流れを理解
できる。

鋼構造設計の基本的な流れを理解
できない。

高力ボルト接合部について理解し
，高力ボルト接合部の設計ができ
る。

高力ボルト接合部について適切に
理解した上で，高力ボルト接合部
の設計ができる。

高力ボルト接合部の設計ができる
。

高力ボルト接合部の設計ができな
い。

引張材の断面計算ができる。 引張材の断面を適切に算定できる
。 引張材の断面を算定できる。 引張材の断面を算定できない。

圧縮材の断面計算ができる。 圧縮材の断面を適切に算定ができ
る。 圧縮材の断面を算定できる。 圧縮材の断面を算定できない。

曲げ材の断面計算ができる。 曲げ材の断面を適切に算定できる
。 曲げ材の断面を算定できる。 曲げ材の断面を算定できない。

軸力と曲げを受ける材の断面計算
ができる。

軸力と曲げを受ける材の断面を適
切に算定できる。

軸力と曲げを受ける材の断面を算
定できる。

軸力と曲げを受ける材の断面を算
定できない。

溶接およびその種類を理解し，溶
接部の耐力を計算できる。

溶接およびその種類を適切に理解
した上で，溶接部の耐力を計算で
きる。

溶接部の耐力を計算できる。 溶接部の耐力を計算できるない。

接合部の設計ができる。 適切に接合部の設計ができる。 接合部の設計ができる。 接合部の設計ができない。

保有耐力接合を理解できる。 保有耐力接合を適切に理解できる
。 保有耐力接合を理解できる。 保有耐力接合を理解できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
　鋼構造物の設計に関する基礎的な知識を習得することを目的とする。授業では講義を主体とするが，一部実験を取り
入れ，知識と実現象を対比させながら授業を進める。本科目の内容は建築技術者として知っておくべき最低限のもので
ある。よって本科目は就職と進学の両方に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法

　本科目は鋼構造の設計法に関する基礎的な知識および技術を習得することを目的とする。講義を主体とするが，一部
実験を取り入れ，実現象と知識を照らし合わせながら授業を進める。

注意点

・問題は自分で必ず解くこと。
・実験実施日は相応しい服装着用のこと。また，自分と周囲を危険にさらす行為は絶対にしないこと。
・質問があればオフィスアワー等を利用して質問すること。ただし，定期試験発表日からその試験終了日までの期間中
においては，原則として授業時間外は質問を受け付けない。
・成績評価のうちわけは以下のとおりである。
　試験(全体の70%)　：前期中間試験17.5%，前期末試験17.5%，後期中間試験17.5%，学年末試験17.5%
　課題（全体の30%)　：3回の示範実験後の報告書（7.5%×3回）＝22.5％，軸力と曲げを受ける材の課題7.5%
ただし，特段の理由なく〆切までに提出されなかった課題は評価対象としない。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 示範実験「鋼材の引張試験」 鋼構造設計の基本的な流れを理解できる。
2週 鋼構造の仕組みと鋼構造設計の流れ 鋼構造設計の基本的な流れを理解できる。

3週 高力ボルト接合の仕組み 高力ボルト接合部について理解し，高力ボルト接合部の設
計ができる。

4週 高力ボルト接合部の耐力とその計算 高力ボルト接合部について理解し，高力ボルト接合部の設
計ができる。

5週 引張材の力学的挙動と断面算定 引張材の断面計算ができる。
6週 引張材の断面算定演習 引張材の断面計算ができる。
7週 中間試験
8週 答案返却・解答
9週 示範実験「孔開き鋼板の引張試験」 引張材の断面計算ができる。
10週 圧縮材の力学的挙動と断面算定 圧縮材の断面計算ができる。
11週 圧縮材の断面算定演習 圧縮材の断面計算ができる。
12週 曲げ材の力学的挙動と断面算定 曲げ材の断面計算ができる。
13週 曲げ材の断面算定 曲げ材の断面計算ができる。
14週 曲げ材の断面算定演習 曲げ材の断面計算ができる。
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15週 前期末試験
16週 答案返却・解答

後期

1週 示範実験「梁の曲げ実験」 曲げ材の断面計算ができる。
2週 軸力と曲げを受ける材の断面算定 軸力と曲げを受ける材の断面計算ができる。
3週 軸力と曲げを受ける材の断面算定演習 軸力と曲げを受ける材の断面計算ができる。

4週 溶接継手について 溶接およびその種類を理解し，溶接部の耐力を計算できる
。

5週 溶接継手について 溶接およびその種類を理解し，溶接部の耐力を計算できる
。

6週 溶接継手の耐力計算・演習 溶接およびその種類を理解し，溶接部の耐力を計算できる
。

7週 中間試験
8週 答案返却・解答
9週 工場もしくは現場見学 鋼構造設計の基本的な流れを理解できる。

10週 梁継手の設計 接合部の設計ができる。
保有耐力接合を理解できる。

11週 梁継手の設計演習 接合部の設計ができる。
保有耐力接合を理解できる。

12週 柱梁接合部の設計 接合部の設計ができる。
保有耐力接合を理解できる。

13週 柱梁接合部の設計演習 接合部の設計ができる。
保有耐力接合を理解できる。

14週 柱脚部の設計 接合部の設計ができる。
保有耐力接合を理解できる。

15週 学年末試験
16週 答案返却・解答

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリ

オ その他 レポート 合計

総合評価割合 70 0 0 0 0 0 30 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 0 0 30 100
分野横断的能
力 0 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築環境工学
科目基礎情報
科目番号 0256 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 田中俊六ほか『最新建築環境工学』（井上書院）
担当教員 大和 義昭
到達目標
・快適条件に関する説明，日照・日射，人工光による照明に関する説明および計算ができる
・換気と通風，建築伝熱，湿気，結露，空気線図に関する説明，計算ができる
・建築音響に関する説明，計算ができる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 日照・日射に関する説明および計
算が適切にできる．

日照・日射に関する説明および計
算ができる．

日照・日射に関する説明および計
算ができない．

評価項目2
換気と通風，建築伝熱，湿気，結
露，空気線図に関する説明，計算
が適切にできる．

換気と通風，建築伝熱，湿気，結
露，空気線図に関する説明，計算
ができる．

換気と通風，建築伝熱，湿気，結
露，空気線図に関する説明，計算
ができない．

評価項目3 建築音響に関する説明，計算が適
切にできる．

建築音響に関する説明，計算がで
きる．

建築音響に関する説明，計算がで
きない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

本科目は，建築設計・計画における建築環境工学の位置づけと重要性を認識することと，健康的で快適な建築物を設計
するための工学的手法を学ぶことを目的としている．そのために本科目では，屋内外の音，熱，光，空気の各環境，お
よびそれら屋外の環境が屋内の音，熱，光，空気の各環境に及ぼす影響を定量的に評価する方法について学習する．建
築学における建築環境工学の重要さは近年増々大きくなっているため，建築環境工学の基礎的知識を学習する本科目は
，就職・進学を問わず，全ての学生に関連する．

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし，演習課題を適宜実施する．

注意点 本科目は建築士試験指定科目の「建築環境工学」系の科目の一つに位置づけられているので，単位を取得するように心
がけてください．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概論　１週目　建築環境とは 快適条件に関する説明ができる
2週 日照・日射　１週目　日照・日射の概論，採光計画 日照・日射に関する説明および計算ができる
3週 日照・日射　２週目　太陽位置の計算 日照・日射に関する説明および計算ができる
4週 日照・日射　３週目　日影図，日照時間図の利用法 日照・日射に関する説明および計算ができる
5週 採光・照明，人間の視覚特性 日照・日射に関する説明および計算ができる

6週 昼光による照明　１週目　測光量，点光源・線光源からの
距離減衰 日照・日射に関する説明および計算ができる

7週 昼光による照明　２週目　昼光率計算 日照・日射に関する説明および計算ができる
8週 昼光による照明　３週目　立体角投射率計算 日照・日射に関する説明および計算ができる
9週 人工光による照明　１週目　人工光源の特徴 人工光による照明に関する説明および計算ができる
10週 人工光による照明　２週目　光束法による照明計画 人工光による照明に関する説明および計算ができる
11週 色彩と色彩計画　表色系，色彩の効果 人工光による照明に関する説明および計算ができる
12週 換気と空気　１週目　室内空気質基準，必要換気量 換気と通風に関する説明，計算ができる
13週 換気と空気　２週目　ザイデル式による換気計算 換気と通風に関する説明，計算ができる
14週 換気と空気　３週目　自然換気量の計算 換気と通風に関する説明，計算ができる
15週 期末試験
16週 答案返却　解答説明

後期

1週 換気と空気　４週目　機械換気，建物の気密性能 換気と通風に関する説明，計算ができる

2週 建築伝熱　１週目　熱伝導，熱対流，熱放射，熱伝達，熱
貫流 建築伝熱に関する説明，計算ができる

3週 建築伝熱　２週目　壁体内部の熱貫流，壁体表面での熱伝
達 建築伝熱に関する説明，計算ができる

4週 建築伝熱　３週目　建物と外部との熱授受　 建築伝熱に関する説明，計算ができる
5週 建築伝熱　４週目　温熱環境評価，断熱性能評価 建築伝熱に関する説明，計算ができる
6週 湿気と結露　１週目　空気線図 湿気，結露，空気線図に関する説明，計算ができる
7週 湿気と結露　１週目　結露の害と対策 湿気，結露，空気線図に関する説明，計算ができる
8週 建築音響概論，音波の性質 建築音響に関する説明，計算ができる
9週 人間の聴覚特性　１週目　耳の構造，等ラウドネス曲線 建築音響に関する説明，計算ができる
10週 人間の聴覚特性　２週目　音圧レベル表示，デシベル和 建築音響に関する説明，計算ができる
11週 室内音響　室内音響の注意点，A特性・C特性 建築音響に関する説明，計算ができる
12週 遮音　遮音の質量則 建築音響に関する説明，計算ができる
13週 遮音　遮音性能の評価方法，L値・D値 建築音響に関する説明，計算ができる
14週 吸音　残響時間，各種建材の吸音率 建築音響に関する説明，計算ができる
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15週 期末試験
16週 テスト返却　解答解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 90 0 0 0 10 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 90 0 0 0 10 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ゼミナール
科目基礎情報
科目番号 0257 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 指導教員が指示する
担当教員 下倉 玲子
到達目標
卒業研究または卒業設計の手順を理解する．
研究論文の書き方を理解する．卒業設計の場合は，コンセプトの構想方法や図面の表現方法を理解する．
研究や設計の準備作業で得られた成果を報告書（研究レポートや図面）にまとめる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 卒業研究または卒業設計の手順を
よく理解する．

卒業研究または卒業設計の手順を
理解する．

卒業研究または卒業設計の手順を
理解できない．

評価項目2
研究論文の書き方をよく理解する
．卒業設計の場合は，コンセプト
の構想方法や図面の表現方法をよ
く理解する．

研究論文の書き方を理解した．卒
業設計の場合は，コンセプトの構
想方法や図面の表現方法を理解す
る．

研究論文の書き方を理解できない
．卒業設計の場合は，コンセプト
の構想方法や図面の表現方法を理
解できない．

評価項目3
研究や設計の準備作業で得られた
成果を報告書（研究レポートや図
面）に適切にまとめる．

研究や設計の準備作業で得られた
成果を報告書（研究レポートや図
面）にまとめる．

研究や設計の準備作業で得られた
成果を報告書（研究レポートや図
面）にまとめられない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
この科目は，５学年で実施する卒業研究の準備段階として，配属された指導教員のもとで，専門的な分野における個別
の学習テーマの研究や設計を行なう．当該研究室では特別研究・応用研究や卒業研究を行っている専攻科生や5年生から
も指導を受けたり，共同作業を通じて，研究や設計の手順や手法を習得する．

授業の進め方と授業内
容・方法 指導教員が指示する．

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 指導教員や専攻科生・5年生によるテーマの説明 卒業研究または卒業設計の手順を理解する．
2週 指導教員の指導のもと，研究・設計テーマの設定 卒業研究または卒業設計の手順を理解する．
3週 指導教員のもとで研究・設計の実習 卒業研究または卒業設計の手順を理解する．
4週 指導教員のもとで研究・設計の実習 卒業研究または卒業設計の手順を理解する．
5週 指導教員のもとで研究・設計の実習 卒業研究または卒業設計の手順を理解する．
6週 指導教員のもとで研究・設計の実習 卒業研究または卒業設計の手順を理解する．
7週 指導教員のもとで研究・設計の実習 卒業研究または卒業設計の手順を理解する．
8週 指導教員のもとで研究・設計の実習 卒業研究または卒業設計の手順を理解する．
9週 指導教員のもとで研究・設計の実習 卒業研究または卒業設計の手順を理解する．
10週 指導教員のもとで研究・設計の実習 卒業研究または卒業設計の手順を理解する．
11週 指導教員のもとで研究・設計の実習 卒業研究または卒業設計の手順を理解する．

12週 報告書作成 研究論文の書き方を理解する．卒業設計の場合は，コンセ
プトの構想方法や図面の表現方法を理解する．

13週 報告書作成 研究論文の書き方を理解する．卒業設計の場合は，コンセ
プトの構想方法や図面の表現方法を理解する．

14週 報告書作成 研究や設計の準備作業で得られた成果を報告書（研究レポ
ートや図面）にまとめる．

15週 報告書作成 研究や設計の準備作業で得られた成果を報告書（研究レポ
ートや図面）にまとめる．

16週 報告書作成 研究や設計の準備作業で得られた成果を報告書（研究レポ
ートや図面）にまとめる．

評価割合
指導教員による全体評価 他の教員による報告書の評価 合計

総合評価割合 70 30 100
基礎的能力 0 0 0
専門的能力 70 30 100
分野横断的能力 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 工業英語
科目基礎情報
科目番号 0258 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 工業英語（実況出版）
担当教員 下倉 玲子
到達目標
１．日常会話・ビジネス会話に必要な単語・表現を理解する。２．工業技術に関連する様々な分野の専門的な単語・表現を覚える。３．様々な
分野のプレゼンテーションを聞き、内容を大まかに理解できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

相手の専門を理解することができ
る。

相手の専門を理解し、それに対し
て自分の意見を述べることができ
る。

相手の専門を理解することができ
る。

相手の専門を理解することができ
ない。

自分の専門を説明することができ
る。

自分の専門を説明することができ
、相手のコメントを理解すること
ができる。

自分の専門を説明することができ
る。

自分の専門を説明することができ
ない。

図表を読み取ることができる。
図表を読み取ることができ、図表
から読み取れる情報を説明するこ
とができる。

図表を読み取ることができる。 図表を読み取ることができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
国際化が進む現在、技術者として活躍するためには、高い国際性、とりわけ英語力を有しておくことは非常に重要であ
る。建築分野においても、企業は積極的に海外展開しており、日常会話やビジネス会話のための英語力に加え、専門的
な英語も身に付けておく必要がある。本授業では、建築系の専門用語と工業技術に関連する英語特有の表現法を学ぶ。
本授業は就職と進学のいずれにも関係する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義、演習、プレゼンテーションを組み合わせて行う。

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 テキスト1、リスニング演習(1)
テクニカルタームを使って会話ができる、会話を聞き取る
ことができる。英語のプレゼンテーションをきき内容を理
解することができる。

2週 テキスト2、リスニング演習(2)
テクニカルタームを使って会話ができる、会話を聞き取る
ことができる。英語のプレゼンテーションをきき内容を理
解することができる。

3週 テキスト3、リスニング演習(3)
テクニカルタームを使って会話ができる、会話を聞き取る
ことができる。英語のプレゼンテーションをきき内容を理
解することができる。

4週 テキスト4、リスニング演習(4)
テクニカルタームを使って会話ができる、会話を聞き取る
ことができる。英語のプレゼンテーションをきき内容を理
解することができる。

5週 テキスト5、リスニング演習(5)
テクニカルタームを使って会話ができる、会話を聞き取る
ことができる。英語のプレゼンテーションをきき内容を理
解することができる。

6週 テキスト6、リスニング演習(6)
テクニカルタームを使って会話ができる、会話を聞き取る
ことができる。英語のプレゼンテーションをきき内容を理
解することができる。

7週 中間試験 中間試験
8週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明

9週 テキスト7、リスニング演習(7)
テクニカルタームを使って会話ができる、会話を聞き取る
ことができる。英語のプレゼンテーションをきき内容を理
解することができる。

10週 テキスト8、リスニング演習(8)
テクニカルタームを使って会話ができる、会話を聞き取る
ことができる。英語のプレゼンテーションをきき内容を理
解することができる。

11週 テキスト9、リスニング演習(9)
テクニカルタームを使って会話ができる、会話を聞き取る
ことができる。英語のプレゼンテーションをきき内容を理
解することができる。

12週 テキスト10、リスニング演習(10)
テクニカルタームを使って会話ができる、会話を聞き取る
ことができる。英語のプレゼンテーションをきき内容を理
解することができる。

13週 テキスト11、リスニング演習(11)
テクニカルタームを使って会話ができる、会話を聞き取る
ことができる。英語のプレゼンテーションをきき内容を理
解することができる。

14週 テキスト12、リスニング演習(12)
テクニカルタームを使って会話ができる、会話を聞き取る
ことができる。英語のプレゼンテーションをきき内容を理
解することができる。

15週 テキスト13、リスニング演習(13)
テクニカルタームを使って会話ができる、会話を聞き取る
ことができる。英語のプレゼンテーションをきき内容を理
解することができる。
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16週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明
評価割合

試験 演習課題 相互評価 態度 その他 合計
総合評価割合 70 30 0 0 0 0 100
基礎的能力 70 30 0 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 131-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用物理Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0259 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 為近和彦　著　力学（森北出版）
担当教員 林 和彦
到達目標
・振動現象を数学的に表現できる．また，振動現象を記述する各物理量間の関係を理解する．
・状況に応じた適切な運動方程式を立て，その解を示す事が出来る．
・解のふるまいや性質を理解し，それを説明できるようにする．
・波動の基本的性質を理解し，それを数学的に表現できるようにする．
・媒質の運動と波動方程式の関係性を理解する．
・波動現象に関係する仕事やエネルギーなどの物理量を計算できるようにする．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
振動現象を数学的に適切に表現で
きる．また，振動現象を記述する
各物理量間の関係を適切に理解で
きる

振動現象を数学的に表現できる
．また，振動現象を記述する各物
理量間の関係を理解できる

振動現象を数学的に表現できない
．また，振動現象を記述する各物
理量間の関係を理解できない

評価項目2
波動の基本的性質を適切に理解で
きる。また，それを数学的に適切
に表現できる

波動の基本的性質を理解できる。
また，それを数学的に表現できる

波動の基本的性質を理解できない
。また，それを数学的に表現でき
ない。

評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
この講義では，振動と波動について学習する．この振動・波動は，物理現象における重要な基本的概念のひとつで，さ
まざまな理工学の分野に形を変えて現れる．特に騒音問題や安全・堅牢な建物の設計などに深く関わっており，技術者
として欠かす事が出来ない知識である．

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を中心とした授業を行う．

注意点 電卓を持参のこと．授業で課す課題の提出がない場合の評価は０点とする．やむを得ず欠席した授業で課された課題等
は各自が確認して対応すること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 振動

○振動
　・単振動運動の運動方程式とその解の振る舞い
　・減衰振動の運動方程式とその一般解
　・減衰振動のさまざまな特殊解とその振る舞い
　・強制振動の運動方程式とその一般解
　・共振現象

2週 振動
3週 振動
4週 振動
5週 振動
6週 振動
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 振動

10週 波動
○波動
　・波の数式による表現
　・波動方程式
　・波のエネルギー

11週 波動
12週 波動
13週 波動
14週 波動
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インテリア概論Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0260 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 インテリアコーディネーターハンドブック（学生は購入する必要なし）
担当教員 安 箱敏
到達目標
建築におけるインテリアは建築全般を意識することなく、特定の室内空間の視覚的な価値だけに焦点をあて、デザインする分野であるといえる
。建築学を勉強していれば自然にインテリアの知識もある程度は身につくが、室内空間を構成するより細かい構成要素を意識することは少ない
。本科目では、建築学のようなトップダウン的な設計ではなく、人の視野に入る空間から考えるボトムアップ的な設計方法を講義と演習によっ
て学習する。この授業によって実務で求められる知識と表現技術を身につけることができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 住まいの役割を理解し、インテリ
アの歴史に関する知識を持つ。

住まいの役割を理解することがで
きない。

評価項目2 インテリアの計画手法を理解する
。

インテリアの計画手法を理解する
ことができない。

評価項目3 インテリアに関する法規や制度の
知識を持つ。

インテリアに関する法規や制度の
知識の習得ができない。

評価項目4
室内透視図の迅速な描き方を習得
し、簡単に室内空間が表現できる
。

室内透視図の描き方を習得する。 室内透視図の描き方を習得するこ
とができない。

評価項目5 インテリア空間を設計し、透視図
等でプレゼンテーションできる。

インテリア空間を設計することが
できる。

インテリア空間を設計することが
できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 本科目は、就職コースの特色を担う科目で、本科卒業後、設計事務所、内装会社などに就職する時に、できるだけ実践

的に役に立つことを目的としている。

授業の進め方と授業内
容・方法

授業の前半は、インテリアデザインの基本知識習得を目標に講義型中心の授業で進める。後半は、建築設計図を参考に
デザイン演習形式で授業を行う。インテリアの歴史を学ぶことで多様な文化を理解し、計画や演習科目を通して多様な
人への配慮の方法を身につける。

注意点 室内デザイン透視図は、図法の十分な理解度、作品の完成度。設計演習課題は、計画性、アイデア、完成度をもってそ
れぞれを評価基準とする。課題全てが提出されない場合は不可とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 インテリアデザインと住環境 インテリアコーディネーターの仕事
2週 インテリアデザインの歴史（日本） 日本のインテリア歴史
3週 インテリアデザインの歴史（西洋） 西洋のインテリア歴史
4週 インテリアコーディネーションの計画１ 生活場面の構成手法１
5週 インテリアコーディネーションの計画２ 生活場面の構成手法２
6週 インテリアエレメント 家具、造作部品、建具
7週 中間試験
8週 試験の解答、説明 人体工学による具体的な寸法の学習
9週 インテリアデザインと室内空間活用の具体例 事例の紹介

10週 透視図とは。
１点透視図や２点、３点透視図等の差異など、透視図の意
味と性質を理解し、インテリアデザインのおける図面表現
とパースの役割を理解する。

11週 １点透視図の描き方の学習（演習） １点透視図の描き方を覚える。

12週 ２点透視図の描き方の学習（演習） ２点透視図補助道具（パースピーディ）を利用して透視図
を描く。

13週 室内デザインの演習 インテリアデザインの具体事例の紹介、エスキス
14週 室内デザインの演習 図面作成（平面図、４面の展開図）
15週 室内デザインの演習 図面作成（２点パース）
16週 図面の仕上げとプレゼンテーション 図面作成（２点パース、彩色等）及び提出

評価割合
中間試験 第１課題 第２課題 小テスト・小課題 合計

総合評価割合 40 20 30 10 100
基礎的能力 40 20 20 10 90
専門的能力 0 0 10 0 10
分野横断的能力 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用数学
科目基礎情報
科目番号 0261 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 高遠節夫他5名「新確率統計」（大日本図書）、自作プリント
担当教員 深澤 謙次
到達目標
1．確率の基礎的な計算ができる。
2．代表値と散布度が求められる。
3．相関係数と回帰直線が求められる。
4．二項分布の平均と分散の計算ができる。
5．正規分布に従うときの確率が求められる。
6．標本平均の平均と分散が求められる。
7．母平均の区間推定ができる。
8．母分散の区間推定ができる。
9．母平均の検定と母分散の検定ができる。
10．簡単な関数のフーリエ級数の計算ができる。
11．簡単な関数のフーリエ変換の計算ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 確率の基礎的な計算が適切にでき
る 確率の基礎的な計算ができる 確率の基礎的な計算ができない

評価項目2 母平均の区間推定と検定が適切に
計算できる

母平均の区間推定と検定が計算で
きる

母平均の区間推定と検定が計算で
きない

評価項目3 簡単な関数のフーリエ級数，フー
リエ変換の計算が適切にできる

簡単な関数のフーリエ級数，フー
リエ変換の計算ができる

簡単な関数のフーリエ級数，フー
リエ変換の計算ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等
概要 確率と統計、フーリエ解析についてその基本的な考え方を理解させ、合わせてに関す確率と検定に関する様々な計算方

法に習熟させることを目的とする。またできるだけ応用にも触れる。本授業は学力の向上に必要である。
授業の進め方と授業内
容・方法 例題を解きながら講義を進めていき、適宜演習を行う。

注意点 わからないこと・疑問点などがあったら、遠慮なく質問すること。わからないことをそのままにしておくと、先に進む
につれてますますわからなくなるので、早いうちに質問するように心がけること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 確率の定義と性質 確率の定義が書ける
2週 　　　　〃 確率の基本性質を使って期待値が計算できる
3週 いろいろな確率 乗法定理を使って条件つき確率が計算できる

4週 　　　〃 事象の独立が正しく判定でき、反復試行の確率が計算でき
る

5週 　　　〃 ベイズの定理を使って確率が計算できる
6週 １次元のデータ 度数分布から代表値が計算できる
7週 中間試験
8週 １次元のデータ 散布度と四分位が計算できる
9週 ２次元のデータ 相関係数が計算できる
10週 　　　〃 回帰直線が求められる
11週 確率変数と確率分布 確率分布と二項分布の定義が書ける
12週 　　　　〃 ポアソン分布と連続型確率分布の定義が書ける
13週 　　　　〃 連続型確率変数の平均と分散が計算できる
14週 　　　　〃 正規分布の定義が書ける
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明、統計量と標本分布 確率変数の関数、母集団と標本について説明できる

後期

1週 統計量と標本分布 統計量と標本分布について説明できる
2週 　　〃 いろいろな確率分布に従う統計量が書ける
3週 母数の推定 点推定と母平均の区間推定ができる
4週 　　〃 母分散の区間推定ができる
5週 　　〃 母比率の区間推定ができる
6週 統計的検定 仮説と検定の関係について説明できる
7週 　　〃 母平均の検定ができる
8週 中間試験
9週 統計的検定 母分散の検定と等分散の検定ができる
10週 　　〃 母平均の差の検定と母比率の検定ができる
11週 フーリエ級数の基礎 簡単な周期２πの関数のフーリエ級数の計算ができる
12週 　　　　〃 簡単な一般の周期関数のフーリエ級数の計算ができる
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13週 フーリエ変換の基礎 フーリエ変換の定義と反転公式が書ける
14週 　　　　〃 フーリエ余弦変換とフーリエ正弦変換の定義が書ける
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 福祉住環境Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0262 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 まるごと覚える福祉住環境コーディネーター２・３級　ポイントレッスン第４版（新星出版社）／福祉住環境コーディ
ネーター検定試験２級公式テキスト　二訂版（東京商工会議所）

担当教員 宮崎 崇文
到達目標
１．高齢者や障害者の疾患と障害特性を理解し、福祉住環境の要点について説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
高齢者や障害者の疾患と障害特性
を理解し、福祉住環境の要点につ
いて適切に説明できる

高齢者や障害者の疾患と障害特性
を理解し、福祉住環境の要点につ
いて説明できる

高齢者や障害者の疾患と障害特性
を理解しておらず、福祉住環境の
要点についても説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

　わが国は高齢社会にあり，今世紀半ばには３人に１人が高齢者という時代を迎える。長寿化に伴い高齢者が在宅で過
ごす時間も長くなることから，住宅の質を高めていくことが大きな課題となっている。本科目ではこのような社会的な
背景を受けて，高齢者や障害者の疾患と障害特性を理解するとともに，高齢者や障害者が快適に住生活を営むことので
きる住環境を整備するための基本的な手法を習得することを目的としている。
　本授業を通して得られた専門知識をもとに「福祉住環境コーディネーター２級」の検定試験に受験し，合格すること
は，建築技術者に求められる資格取得という観点から極めて意義あることである。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし，演習課題を課す。試験は定期試験を2回実施する。

注意点

　本授業は福祉住環境コーディネーター２級検定の基礎的な学習内容である。授業で学習した専門的な知識を活かし
，福祉住環境コーディネーター検定２級（毎年７月と11月に試験実施）に在学中に合格してもらいたい
（http://www.kentei.org/fukushi/index.html）。
なお，福祉住環境コーディネーター２級検定試験に合格した学生は，所定の手続きを行えば「福祉住環境Ⅱ（１単位
）」が単位認定されるので，福祉住環境コーディネーター２級検定試験に受験・合格し，福祉住環境Ⅱも修得してもら
いたい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 福祉住環境整備の意義と役割と専門職 1.日本の住環境，ノーマライゼーション，リハビリテーシ
ョン

2週 福祉の考え方 2.福祉住環境コーディネーターの役割と機能

3週 高齢者・障害者の特性 3.福祉住環境整備の相談，介護保険制度，住生活関連諸施
策

4週 高齢者に多い症状別特性と住環境 4.高齢者特性，各種疾患と特性
5週 肢体不自由者の症状別特性と住環境 5.在宅介護，肢体不自由者の在宅介護と住環境

6週 感覚障害者ほかの症状別特性と住環境 6.高齢者，肢体不自由，内部障害，視覚障害，聴覚障害と
整備

7週 中間試験 1～6内容の復習
8週 答案返却・解答説明 1～6内容の復習
9週 福祉サービスの実態 7.福祉住環境整備と関連法規，設備や施工の知識
10週 福祉サービスの実態 〃

11週 福祉住環境整備の基本技術 8.段差解消，手すり設置，スペース確保，建具改善，非常
時対応

12週 部屋別・場所別の環境整備の手法1 〃

13週 部屋別・場所別の環境整備の手法2 9.玄関，廊下，階段，トイレ，洗面，浴室，台所，寝室の
整備手法

14週 福祉用具の基礎知識 10.福祉用具の意味，移動・更衣・入浴・排泄・就寝と福祉
用具

15週 期末試験 7～10内容の復習
16週 答案返却・解答説明 7～10内容の復習

評価割合
中間試験 期末試験 演習問題・小テスト 合計

総合評価割合 40 40 20 100
基礎的能力 40 40 20 100
専門的能力 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 不動産概論Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0263 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 2019年版　らくらく宅建塾，2019年版　過去問宅建塾（1）権利関係編
担当教員 平元 陽亮
到達目標
1．民法総則について説明ができること。
2．民法相続について説明ができること。
3．不動産登記法について説明ができること。
4．共有と区分所有法について説明ができること。
5．民法物権について説明ができること。
6．民法債権総論、債権各論について説明ができること。
7．借地借家法について説明ができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 民法総則について詳細に説明がで
きる 民法総則について説明ができる 民法総則について説明ができない

評価項目2 民法相続について説明が適切にで
きる 民法相続について説明ができる 民法相続について説明ができない

評価項目3 不動産登記法について詳細に説明
ができる

不動産登記法について説明ができ
る

不動産登記法について説明ができ
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

　土地や建物は生活にとって必要不可欠な財産であり，貴重で高価なためその取引は公正かつ適切に行われる必要があ
る。このため土地や建物などの不動産を取引するうえでは，その専門知識が要求される。本科目では土地や建物などの
権利関係に関する規則（民法，物権法，不動産登記法など），宅地建物取引に関する規則（宅地建物取引法）の概要を
理解し，卒業後の実務に役立つ土地や建物の取引に関わる専門知識を習得する。
　本授業での学習内容は．宅地建物取引士試験に合格するための基礎的な書門知識を修得する上で有効であり，建築技
術者に求められる資格取得という観点から重要である。
　本科目は，現在，不動産取引に関わる実務に携わっている弁護士が，その経験を活かし，講義形式で授業を行うもの
である。

授業の進め方と授業内
容・方法 　講義を基本としながら，宅地建物取引士資格試験の過去出題問題を参考にする

注意点

　不動産概論で得た専門知識を活かして．宅地建物取引士資格試験（毎年10月第3日曜日に実施）に合格することは．そ
の後の就職活動を優位に進めることができます。受講者は資格取得を目指して学習して下さい。受験申込手続きは7月下
旬から8月上旬ですので，受講者は申込手続きを忘れないようにして下さい。
　なお，宅地建物取引士資格試験に合格した学生は手続きをすれば，不動産概論Ⅱ（単位数：2単位）が認定されます。
不動産概論Ⅰの授業を基礎に，さらに自学自習し，宅建試験に合格し関連する2単位もあわせて取得してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 民法総則 制限行為能力者 1．民法総則と不動産取引に関する基礎知識
2週 民法総則 意思表示 2．意思表示に関する基礎知識
3週 民法総則 時効・代理 3．時効・代理に関する基礎知識
4週 民法 相続 4．相続と日常事案に関する基礎知識
5週 民法 物件変動・危険負担・債権譲渡 5．物件変動・危険負担・債権譲渡に関する基礎知識
6週 不動産登記法 6．不動産登紀法に関する基礎知識
7週 中間試験
8週 中間試験の答案返却と解答解説，民法 共有・区分所有法 7．共有・区分所有法に関する基礎知識
9週 民法 抵当権 8．民法 抵当権lこ関する基礎知識
10週 民法 債務不履行・担保責任 9．債務不履行・担保責任に関する基礎知識
11週 民法 連帯債務・保証債務 10．連帯債務・保証債務こ関する基礎知識
12週 民法 賃貸借 11．賃貸借に関する基礎知識
13週 借地借家法 12．借地借家法に関する知識
14週 権利関係分野の復習
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 0 30 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 0 30 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 校外実習
科目基礎情報
科目番号 0264 科目区分 専門 / 選択
授業形態 実習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 下倉 玲子
到達目標
1．実習受け入れ企業・機関について事前に調査し，企業実務概要を把握できること。
2．学校で学習している専門知識と実務がどのように関係しているか理解できること。
3．校外実習の内容を報告書として作成するとともに、口頭で学習内容を発表し，質問に答えられること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
実習受け入れ企業・機関について
事前に調査し，企業実務概要を適
切に把握できる

実習受け入れ企業・機関について
事前に調査し，企業実務概要を把
握できる

実習受け入れ企業・機関について
事前に調査し，企業実務概要を把
握できない

評価項目2
学校で学習している専門知識と実
務がどのように関係しているか適
切に理解できる

学校で学習している専門知識と実
務がどのように関係しているか理
解できる

学校で学習している専門知識と実
務がどのように関係しているか理
解できない

評価項目3
校外実習の内容を報告書として作
成するとともに、口頭で学習内容
を発表し，質問に答えることが適
切にできる

校外実習の内容を報告書として作
成するとともに、口頭で学習内容
を発表し，質問に答えることがで
きる

校外実習の内容を報告書として作
成するとともに、口頭で学習内容
を発表し，質問に答えることがで
きない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
　この科目は，建築関係の企業や機関において建築実務を体験学習することにより，学校で学習している専門知識と技
術が建築実務にどのように関係しているかを学ぶものである。学校で学習した専門知識の意義や有効性あるいは理論と
実務のギャップなどを校外実習を通して把握することにより，専門知識や職業意識を高めることを目的とする。

授業の進め方と授業内
容・方法 建築関係の企業や機関に出向し、建築実務を体得学習する。実習期間は、夏季休業中の1週間を基本とする。

注意点
・質問がある場合は受入先担当者に問い合わせ、学校への報告、連絡を速やかに行うこと。
・受入先では、一社会人としての自覚を持って行動すること。
・インターンシップの経験は、5年生の卒業研究、専攻科の特別研究そして就職活動の貴重な力となる。
・受け入れ機関の選定，及び単位認定にあたっては建築学分野会議で審議する。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 受入機関の選定事前調査・選定・申し込み
（4月～7月）

2週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

3週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

4週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

5週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

6週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

7週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

8週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

9週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

10週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

11週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

12週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

13週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

14週 受入機関での実習
（8月～9月の夏期休業期間中）

15週 校外実習報告書の作成
（実習終了後）

16週 校外実習報告会 （10月）

後期

1週
2週
3週
4週
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5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

評価割合
報告書 発表 実施先企業等の評価 合計

総合評価割合 30 30 40 100
基礎的能力 30 30 40 100
専門的能力 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築史Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0265 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 藤岡通夫他『建築史』市ヶ谷出版社、2010年（建築史Ⅰの教科書を引き続き利用）
担当教員 岩城 考信
到達目標
1.　産業革命以降の西洋における近代建築の発生について説明できる。
2.　西洋の近代建築様式について説明できる。
3.　明治以降の日本における近代建築の導入過程とその発展過程について説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

産業革命以降の西洋における近代
建築の発生

産業革命以降の西洋における近代
建築の発生について的確に説明で
きる。

産業革命以降の西洋における近代
建築の発生について説明できる。

産業革命以降の西洋における近代
建築の発生について説明できない
。

西洋の近代建築様式 西洋の近代建築様式について的確
に説明できる。

西洋の近代建築様式について説明
できる。

西洋の近代建築様式について説明
できない。

明治以降の日本における近代建築
の導入過程とその発展過程

明治以降の日本における近代建築
の導入過程とその発展過程につい
て的確に説明できる

明治以降の日本における近代建築
の導入過程とその発展過程につい
て説明できる

明治以降の日本における近代建築
の導入過程とその発展過程につい
て説明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 　建築築史は建築学分野の包括的な専門知識と能力を養うために設けられた科目である。先人達の建築技術向上の努力

や建築文化および建築様式の歴史的な流れを学び、授業を通して知的探求心を身につけることを目的とする。
授業の進め方と授業内
容・方法

　本授業は、講義形式で行う。建築史IIでは、前半に西洋における近代建築の発生と発展の過程、後半に日本における明
治以降の西洋近代建築の技術や様式の導入とその発展を学ぶ。

注意点

勉強方法
1.　教科書『建築史』を繰り返し読み歴史の流れをつかむ。
2.　配布資料により写真を確認し、重要な用語と造形の特徴を覚える。
3.　授業中に不明な点は質問し、理解の度合いを確かめる。
4．この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習のための課題を実施する。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 近代建築の発生 産業革命と建築、鉄骨造建築の発展の理解

2週 近代建築運動のはじまり 近代建築運動の発生、ウィリアム・モリスの工芸運動、ア
ールヌーボーの理解

3週 近代建築の造形的開拓 ワグナーの建築理論、ゼツェッションの理解
4週 近代建築様式の確立 芸術と産業の融合、RC造の開拓の理解
5週 WWI後の近代建築01 表現主義、デ・ステイルの建築の理解

6週 WWI後の近代建築02
国際建築の発展

バウハウス、エスプリ・ヌーボーとル・コルビュジェ、バ
ウハウスと国際建築の理解

7週 中間試験 西洋近代建築の理解

8週 答案返却・解答説明、1930年代の近代建築 近代建築の普及、北欧における地域主義、ライトの有機的
な建築の理解

9週 日本の近代建築・産業革命と洋風建築 洋風建築の伝来、外国人技師の活動、コンドルの来日と日
本人建築家の理解

10週 耐震建築構造の発展 新構法の導入と耐震構造の工夫、耐震設計理論の研究の理
解

11週 近代建築思潮と国際建築様式の展開01 西欧近代建築思潮の影響、分離派建築会、関東大震災後の
公共建築の理解

12週 近代建築思潮と国際建築様式の展開02 国際建築様式の展開、様式主義建築の近代化、統と近代建
築との交差の理解

13週 WWⅡ後の近代建築（世界） アメリカと工業主義の建築、現代建築の諸傾向の理解
14週 WWⅡ後の近代建築（日本） 産業の発展と近代建築の普及、戦後の代表作品の理解
15週 期末試験 日本の近代建築の総合的な理解
16週 答案返却・解答説明 日本の近代建築の総合的な理解

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ 小テスト 合計

総合評価割合 90 0 0 0 0 10 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 90 0 0 0 0 10 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 140-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築意匠
科目基礎情報
科目番号 0266 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 矢代 真己　他『マトリクスで読む20世紀の空間デザイン』エクスナレッジ、2003年
担当教員 安 箱敏
到達目標
建築意匠は建築学における基礎的な知識であり、本授業を通して得た知識を応用することで建築設計においてより創造力を発揮することができ
るようになる。そのため、本科目では、建築意匠の潮流を理解するために以下の項目を目的とする。
１．建築意匠を、理論とその実践の両方から理解し、建築創造のための三次元的な思考能力（創造力）を養う。
２．20世紀後半の建築意匠の特徴を年代ごとに理解し、建築創造において歴史と理論を応用するための基礎的能力（応用力）を養う。
３．建築意匠の学習を通して、建築意匠の潮流が広く芸術、技術、及び人文科学と関連があることを理解する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安(優・良) 標準的な到達レベルの目安(不可)
評価項目1 1960年代の建築意匠の特徴を説明できる。 1960年代の建築意匠の特徴が理解できない。
評価項目2 1970年代の建築意匠の特徴を説明できる。 1970年代の建築意匠の特徴が理解できない。
評価項目3 1980年代の建築意匠の特徴を説明できる。 1980年代の建築意匠の特徴が理解できない。
評価項目4 1990年代の建築意匠の特徴を説明できる。 1990年代の建築意匠の特徴が理解できない。
評価項目5 現代の建築意匠の特徴を説明できる。 現代の建築意匠の特徴が理解できない。
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 20世紀における多様な建築手法の理解を通して、その歴史・社会的背景の特徴と変化を認識する。
授業の進め方と授業内
容・方法

教科書及び自作資料に沿って講義を進める。
授業で扱う内容に関係する建築物を学生自らが選び、事前調査を行った上で実見し、レポートする課題を課す。

注意点

【関連科目】
１．20世紀後半から現代までの建築意匠を年代順に学ぶため建築史Ⅱとの関連が深い。
２．建築設計に応用できる内容が多いため、建築設計製図との関連も深い。
【勉強方法】
１．教科書を読み、建築意匠上の各潮流の理論を理解する。不明な専門用語の意味を調べ覚える。
２．授業後に自ら問題を作成しそれを解くことで理解の度合いを確認する。
【事前・事後学習】
１．この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポートを実施する。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 1950年代の建築意匠 1. 伝統論争
2週 1960年代の建築意匠１ 2. ニューブル－タリズム   3. メタボリズム
3週 1960年代の建築意匠２ 4. ニューヨーク・ファイブ  5. メガストラクチュア
4週 1960年代の建築意匠３ 6. 構造表現主義
5週 1960年代の建築意匠４ 7. ヴァナキュラー  8. レス・イズ・ボア
6週 1970年代の建築意匠１ 9. 建築の解体  10. コンテクスチュアリズム
7週 1970年代の建築意匠２ 11. タイポロジー  12. 記号論
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明、1980年代の建築意匠１ 13. ポストモダン  14. 批判的地域主義
10週 1980年代の建築意匠２ 15. ディコンストラクティヴィズム 16. ハイテック
11週 1980年代の建築意匠３ 17. ディスプログラミング　18. カオス
12週 1990年代の建築意匠１ 19. パンチングメタル  20. ネオ・モダニズム
13週 1990年代の建築意匠２ 21. サイバースペース　22. モア・イズ・モア
14週 現代の建築意匠 23. エコロジー
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
中間試験 期末試験 レポート・課題の総合点 合計

総合評価割合 40 40 20 100
基礎的能力 40 40 20 100
専門的能力 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築構造力学Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 0267 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 建築構造力学Ⅰならび建築構造力学Ⅱで使用した教科書，配布資料
担当教員 仁保 裕
到達目標
1. 節点移動のない骨組をたわみ角法で応力を求めることができる．
2. 節点移動のある骨組をたわみ角法で応力を求めることができる．
3. 節点移動のない骨組を固定法で応力を求めることができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
節点移動のない骨組をたわみ角法
で応力を求めることが適切にでき
る．

節点移動のない骨組をたわみ角法
で応力を求めることができる．

節点移動のない骨組をたわみ角法
で応力を求めることができない．

評価項目2
節点移動のある骨組をたわみ角法
で応力を求めることが適切にでき
る．

節点移動のある骨組をたわみ角法
で応力を求めることができる．

節点移動のある骨組をたわみ角法
で応力を求めることができない．

評価項目3 節点移動のない骨組を固定法で応
力を求めることが適切にできる．

節点移動のない骨組を固定法で応
力を求めることができる．

節点移動のない骨組を固定法で応
力を求めることができない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 ３学年までに学習した構造力学を発展させ、建築構造に関する包括的・専門的基礎知識を養い、建物の安全や機能を確

保する為の科目であり、不静定構造力学を学習する。なお、本授業は進学と就職に関係する。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義と演習を基本とする。

注意点

・　２、３学年の建築構造力学Ⅰ・Ⅱで学習した内容を理解しておくこと。
・　この科目は学修単位科目であるため，事後学習として課題を実施する。
・　課題の提出は、指定した期日を厳守すること。指定日時を越えた提出は受理しない。
・　課題は自宅学習したことを証明するエビデンスとなる。提出しなければ学習時間不足とみなされ，単位を修得でき
ない恐れがあるので注意すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 たわみ角法の解法原理 たわみ角法の解法原理が理解できる．
2週 たわみ角法の基本式 たわみ角法の基本式が理解できる．
3週 不静定梁の解法 不静定梁の応力が計算できる．
4週 節点が移動しないラーメンの解法 節点が移動しないラーメン応力が計算できる．
5週 節点が移動しないラーメンの解法 節点が移動しないラーメン応力が計算できる．
6週 節点が移動するラーメンの解法 節点が移動するラーメン応力が計算できる．
7週 中間試験
8週 節点が移動するラーメンの解法 節点が移動するラーメン応力が計算できる．
9週 節点が移動するラーメンの解法 節点が移動するラーメン応力が計算できる．
10週 固定法の解法原理 固定法の解法原理が理解できる．
11週 分配率，到達モーメント 分配率，到達モーメントが理解できる．
12週 節点が移動しないラーメンの解法 節点が移動しないラーメン応力が計算できる．
13週 節点が移動しないラーメンの解法 節点が移動しないラーメン応力が計算できる．
14週 節点が移動しないラーメンの解法 節点が移動しないラーメン応力が計算できる．
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
中間試験 期末試験 課題 合計

総合評価割合 35 35 30 100
基礎的能力 0 0 0 0
専門的能力 35 35 30 100
分野横断的能力 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築材料Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0268 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 嶋津，福原，在永，中山，松尾，蓼原著：「建築材料」，森北出版
担当教員 松野 一成
到達目標
１．仕上材料の種類を把握できる。
２．それぞれの製法および物理的，化学的性質を理解できる。
３．仕上材料の種類ごとに，その性質に応じた用途および施工方法を考えることができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 仕上材料の種類を適切に把握でき
る。 仕上材料の種類を把握できる。 仕上材料の種類を把握できない

評価項目2 それぞれの製法および物理的，化
学的性質を適切に理解できる。

。，それぞれの製法および物理的
，化学的性質を理解できる。

。，それぞれの製法および物理的
，化学的性質を理解できない。

評価項目3
仕上材料の種類ごとに，その性質
に応じた適切な用途および施工方
法を考えることができる。

仕上材料の種類ごとに，その性質
に応じた用途および施工方法を考
えることができる。

仕上材料の種類ごとに，その性質
に応じた用途および施工方法を考
えることができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
　建築物に用いられる様々な仕上材料の種類および材料性能の知識は設計に欠かせないものである。そこでよく用いら
れるこれらの材料について用途，種類ごとにその製法，性質，使用方法などを学習し，構造計画，環境計画および意匠
計画における建築分野全般を総合的に捉えるため，また全般的学力向上のための基礎とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポート課題を実施する。毎週授業ごとにレポート課題を課し
，次回の授業までの提出を義務付ける。提出物の評価によって学習状況を確認する。

注意点 課題は，提出期限厳守のこと。
疑問点や興味を持った事項について，建築辞書で確認したり，図書館やインターネットで調べる習慣が重要である。　

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 石材 性質等を理解し，用途・施工方法を把握する
2週 石材 性質等を理解し，用途・施工方法を把握する
3週 セラミックス 性質等を理解し，用途・施工方法を把握する
4週 セラミックス 性質等を理解し，用途・施工方法を把握する
5週 ガラス 性質等を理解し，用途・施工方法を把握する
6週 ガラス 性質等を理解し，用途・施工方法を把握する
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 高分子材料 性質等を理解し，用途・施工方法を把握する
10週 高分子材料 性質等を理解し，用途・施工方法を把握する
11週 屋根材料・外壁材料 性質等を理解し，用途・施工方法を把握する
12週 天井・床材料 性質等を理解し，用途・施工方法を把握する
13週 床材料 性質等を理解し，用途・施工方法を把握する
14週 その他の材料 性質等を理解し，用途・施工方法を把握する
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 50 0 0 0 30 0 80
専門的能力 20 0 0 0 0 0 20
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 鉄筋コンクリート構造
科目基礎情報
科目番号 0269 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 嶋津，福原，佐藤，大田：新しい鉄筋コンクリート構造（森北出版）
担当教員 松野 一成
到達目標
１．鉄筋コンクリート構造の仕組みが説明できる
２．曲げを受ける部材の性質を理解し，断面算定ができる
３．軸力と曲げを受ける部材の性質を理解し，断面算定ができる
４．鉄筋コンクリート部材のせん断力に対する断面算定ができる
５．付着･定着の性質を理解し，設計ができる
６．スラブ設計ができる
７．基礎の設計ができる
８．耐震壁の設計ができる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 鉄筋コンクリート構造の仕組みが
詳細に説明できる

鉄筋コンクリート構造の仕組みが
説明できる

鉄筋コンクリート構造の仕組みが
説明できない

評価項目2 軸力と曲げを受ける部材の性質を
理解し，断面算定が適切にできる

軸力と曲げを受ける部材の性質を
理解し，断面算定ができる

軸力と曲げを受ける部材の性質を
理解し，断面算定ができない

評価項目3 スラブ，基礎，耐震壁の設計が適
切にできる

スラブ，基礎，耐震壁の設計がで
きる

スラブ，基礎，耐震壁の設計がで
きない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
　鉄筋コンクリート造建築の構造設計について理解することが目的であるが，特に部材断面の算定方法を中心に講義を
行う。力学の基礎知識をもとに，鉄筋コンクリート部材断面の応力と変形などの性質，鉄筋量の算定方法および配筋の
注意などを学ぶ。一級建築士取得のために欠かせない授業であるとともに，実社会で理論と現実をリンクさせるために
も必要な科目である。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし，部材実験を3回実施する

注意点 　建築士資格取得のために欠くことのできない科目であるため，しっかりと修得すること。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 鉄筋コンクリート部材設計の基本
１．鉄筋コンクリート部材設計の基本
　　　材料，付着，許容応力度，被りとあき，ヤング係数
比

2週 鉄筋コンクリート部材設計の基本

3週 はりの性質とその設計（部材実験を含む）
２．はりの設計
　　曲げを受けるはり
　　はりの曲げ終局と変形

4週 はりの性質とその設計（部材実験を含む）
5週 はりの性質とその設計（部材実験を含む）
6週 はりの性質とその設計（部材実験を含む）
7週 中間試験
8週 はりの性質とその設計（部材実験を含む）
9週 はりの性質とその設計（部材実験を含む）

10週 柱の設計
３．柱の設計
　　無筋柱，柱断面設計，柱構造制限
　　柱終局強度

11週 柱の設計
12週 柱の設計

13週 せん断力を受ける部材の性質と設計　　　　　　　（部材
実験を含む）

４．せん断力を受ける部材の設計
　　せん断応力について
５．部材の性質（部材実験の実施）
　　はりの曲げ変形と破壊
　　はりのせん断破壊

14週 せん断力を受ける部材の性質と設計　　　　　　　（部材
実験を含む）

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 せん断力を受ける部材の性質と設計
６．接合部，付着･定着について
７．スラブの設計，階段の設計
８．基礎の設計
９．耐震壁の設計

2週 せん断力を受ける部材の性質と設計
3週 せん断力を受ける部材の性質と設計
4週 接合部の設計
5週 付着･定着
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6週 スラブの設計
7週 スラブの設計
8週 中間試験
9週 スラブの設計
10週 基礎の設計
11週 基礎の設計
12週 基礎の設計
13週 耐震壁の設計
14週 耐震壁の設計
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 哲学
科目基礎情報
科目番号 0144 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 中本 慶彦
到達目標
１．哲学の基本的な問題の理解
２．哲学の応用的な問題の理解
３．「知る」「為す」「信じる」ということについての問題に挑戦することを通じた，「哲学する」ことの実践
４．表現能力と共感能力の涵養
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 哲学の応用的な問題が理解できる 哲学の基本的な問題が理解できる 哲学の基本的な問題が理解できな
い

評価項目2 「哲学する」ことの実践ができる 「哲学する」ことの実践がある程
度できる

「哲学する」ことの実践ができな
い

評価項目3 表現能力と共感能力を養える 表現能力と共感能力をある程度養
える 表現能力と共感能力を養えない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 哲学者の思想を学ぶことを通じて，哲学の基礎概念を学ぶとともに，「哲学的に考える」姿勢を学ぶ。他者と共生する

上で必要な己の表現能力および共感能力を養う
授業の進め方と授業内
容・方法 講義（適宜資料を配布する）

注意点
哲学は，誰から「教わる」ものでもなく，自ら「考える」ことによって学ぶ学問です。ただ知識を詰め込むのではなく
，自ら考えて学ぶ過程そのものが哲学なのです。時には周りの人と相談しながら，授業中に挙げられた問題について考
えてみてください。皆さんが積極的に「哲学する」ことを期待します。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 哲学とは何か（１） 哲学を学ぶ意味を理解する
2週 哲学とは何か（２） 私たちの生活における哲学的思考の重要性を理解する
3週 私は何を知りうるか（１） ソクラテスの「無知の知」を理解する
4週 私は何を知りうるか（２） デカルトの「方法的懐疑」を理解する
5週 私は何を知りうるか（３） ヒュームの認識論を理解する
6週 私は何を知りうるか（４） カントの認識論を理解する
7週 中間試験
8週 私は何をなすべきか（１） カントの道徳哲学を理解する
9週 私は何をなすべきか（２） 功利主義の思想を理解する
10週 私は何をなすべきか（３） アリストテレスの徳論を理解する
11週 私は何を望みうるか（１） パスカルの「賭け」の考えを理解する

12週 私は何を望みうるか（２） われわれの日常的な態度としての「信じる」態度を理解す
る

13週 私は何を望みうるか（３） 和辻哲郎の信頼論を理解する

14週 人間とは何か これまでの学習をもとにして「人間とは何か」という問い
に挑戦し、自らの考えを持つことができる

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 100 0 0 0 0 0 100
基礎的能力 100 0 0 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ライフサイエンス・アースサ
イエンスＡ

科目基礎情報
科目番号 0145 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 カラー図解でわかる高校生物超入門（SBクリエイティブ）、地学基礎(数研)
担当教員 芦田 嘉之
到達目標
1．地球上の生物の 共通性と多様性、生物進化の 関係について理解し、説明できる。
2．生物に共通する物質について理解し、説明できる。
3．システムとしての生態系とバイオームを理解し、説明できる。
4．システムとして物質の循環とエネルギーの流れを理解し， 説明できる。
5．太陽系を構成する惑星について説明でき， 地球の構造について理解している。
6．プレートテクトニクスを理解し，プレートの動きと地震・火山活動の関係について説明できる。
7．大気圏のと海洋圏を理解し，天気、気候、気象との関係を説明できる。
8．地球環境の歴史と現状を地球システムとして理解し説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
生物の共通性と多様性、生物進化
の 関係について適切に理解し、詳
細に説明できる。

生物の共通性と多様性、生物進化
の 関係について理解し、説明でき
る。

生物の共通性と多様性、生物進化
の 関係について理解できず、説明
できない。

評価項目2
システムとしての生態系とバイオ
ーム、物質の循環とエネルギーの
流れを適切に理解し、詳細に説明
できる。

システムとしての生態系とバイオ
ーム、物質の循環とエネルギーの
流れを理解し、説明できる。

システムとしての生態系とバイオ
ーム、物質の循環とエネルギーの
流れを理解できず、説明できない
。

評価項目3
太陽系を構成する惑星、地球の歴
史と構造について適切に理解し、
詳細に説明できる。

太陽系を構成する惑星、地球の歴
史と構造について理解し、説明で
きる。

太陽系を構成する惑星、地球の歴
史と構造について理解できず、説
明できない。

評価項目4
固体地球圏、大気圏、海洋圏を地
球システムとして適切に理解し、
詳細に説明できる。

固体地球圏、大気圏、海洋圏を地
球システムとして理解し、説明で
きる。

固体地球圏、大気圏、海洋圏を地
球システムとして理解できず、説
明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
ライフサイエンス・アースサイエンスは生物を中心とした地球環境を理解し、人間と自然との関係を統合的に考える力
を養うことを目標とする。これらの知識を得る過程で、科学的な考え方を身につけ、自らの専門分野に関係する課題に
対処できるようにする。

授業の進め方と授業内
容・方法 PowerPointによる講義を基本とし、毎週レポート課題を課す。

注意点 地球環境を論じる上で必要不可欠な生物と地学の基礎を学びます。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 生物の共通性と多様性 生物とは何か
2週 生物の共通する特徴 生体物質、細胞、遺伝
3週 生体のエネルギーと代謝 代謝
4週 生命の起源と生物進化 生物種、細胞の起原、生物進化
5週 生態系とバイオーム システムとしての生態系とバイオーム
6週 中間試験
7週 生態系における物質の循環とエネルギーの流れ 生物圏の理解
8週 宇宙と太陽系 宇宙の構造と太陽系の地球
9週 地球の歴史と構造 地球の誕生と現在の地球
10週 プレートテクトニクス プレートの動きで何がわかるか
11週 火山と地震の理解 マグマの生成と断層
12週 大気圏の理解 天気、気候、気象
13週 海洋圏の理解 地球システムとしての海洋圏
14週 地球４６億年の歴史 生物進化と地球環境の関係
15週 期末試験
16週 まとめ

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 保健･体育
科目基礎情報
科目番号 0146 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 実技 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 佐賀野 健
到達目標
1．自分の体力レベルを把握できる。
2．ゴルフを行う上でのエチケットやマナーを理解できる。
3．ピッチングの基本的な打ち方ができる。
4．方向・距離感覚を修得し，ある程度狙ったところに打つことができる。
5．バドミントンの基礎技能をゲームで生かすことができる。
6．バドミントン（ダブルス）の集団的技能をゲームで生かすことができる
7．バドミントンのゲームを企画・運営ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の体力レベルを適切に把握で
きる 自分の体力レベルを把握できる 自分の体力レベルを把握できない

評価項目2 ゴルフの技能を生かすことが適切
にできる

ゴルフの技能を生かすことができ
る

ゴルフの技能を生かすことができ
ない

評価項目3 バドミントンの技能をゲームで生
かすことが適切にできる

バドミントンの技能をゲームで生
かすことができる

バドミントンの技能をゲームで生
かすことができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
新体カテストの測定を実施し，自分の体力や運動能力を測定し，その結果，不足している能力を確かめ，運動能力を高
める自己診断資料とする。生涯にわたってスポーツを親しむという観点からゴルフ，バドミントンを学習する。基本的
な個人技能を高めるともに，効果的な練習方法，エチケットマナー，ゲームの企画や運営方法，審判法などを理解させ
る。

授業の進め方と授業内
容・方法 基礎技術の練習を行って，ゲームの戦術を学習する。

注意点 学校指定の体操服及び体育館シューズを着用すること。体力づくり ・ 練習方法等．クラブ活動に活用するとよい。授業
だけでは運動不足なので．クラブ活動や自主的トレーニングを行うとよい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション・新体力テスト
1．新体カテスト
新体カテストの測定項目を理解し、正しい測定を実施でき
る
自らの得点を集計し、自己評価できる

2週 新体力テスト
3週 新体力テスト

4週 球技大会の種目
２．球技大会種目の練習
球技大会の種目を理解し、他者と協力して安全に競技を実
施できる

5週 球技大会の種目

6週 バドミントン

3．バドミントン
ルール・班編成・審判方法を理解し、試合を円滑に運営で
きる
基礎技能（ハイクリア，ドロップ，ドライブ，スマッシュ
，ヘアピン．フライトサービス，サーブレシーブ）を修得
し、試合で実践できる

7週 バドミントン
8週 バドミントン
9週 バドミントン
10週 バドミントン
11週 バドミントン
12週 バドミントン

13週 持久走 4．持久走
長距離走の特性を理解し、駅伝大会で実践できる

14週 バドミントン
15週 バドミントン
16週 バドミントン・スキルテスト

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 60 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 60 40 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インキュベーションワーク
科目基礎情報
科目番号 0147 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント等
担当教員 林 和彦
到達目標
1. 1年生においては、高専で学ぶ専門科目の概要を把握し、確固とした目標を持ち、技術者像を明確にイメージする。
2. コミュニケーションスキル、合意形成、情報収集・活用・発信力、課題発見、論理的思考力について、2年生においては認識し、3年生におい
ては理解し、4,5年生においては活用することができる．
3. 主体性、自己管理能力、責任感、チームワーク力、リーダーシップ、倫理観（独創性の尊重、公共心）、未来志向性、キャリアデザイン力に
ついて、2年生においてはその必要性を認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては必要に応じて発揮できる．
4. 創成能力やエンジニアリングデザイン能力を2年生においては認識し、3年生においては理解し、4,5年生においては活用することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用が適切にでき
る

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができる。

コミュニケーションスキル，合意
形成，情報収集・活用・発信力
，課題発見，論理的思考力につい
て認識，理解，活用ができない

評価項目2

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用が適切にできる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができる

主体性，自己管理能力，責任感
，チームワーク力，リーダーシッ
プ，倫理観（独創性の尊重，公共
心），未来志向性，キャリアデザ
イン力について，認識，理解，活
用ができない

評価項目3
創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用が適切にでき
る

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができる

創生能力やエンジニアリング能力
を認識，理解，活用ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要
学生がプロジェクトテーマを設定し，メンバーを募集して，組織を立ち上げ，活動計画を立案して，実行できるように
なることを目標とする。学年及び学科の異なる学生同士でチームを組んで，技術者が備えるべき分野横断的な能力を養
う。

授業の進め方と授業内
容・方法 演習，実習，グループワーク，講義

注意点
在学期間中に同じテーマは最長で2年間まで選択できますが、可能な限り多くのテーマに取り組む方が学習効果が上がり
ます。また、テーマによっては1回だけ選択できるテーマもありますので、担当教員に確認して下さい。テーマ内容につ
いては、担当教員に授業後等の時間を利用して良く確認して下さい。（※）テーマによっては、中間試験および期末試
験および学年末試験を行う．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

2週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

3週 全体ワークショップ 全体ワークによって，主体的に活動あうる態度と志向性を
醸成する。

4週 チーム編成，個別ガイダンス 各テーマごとに分かれて，課題設定と課題解決プロセスを
理解する。

5週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

6週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

7週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

8週 調査活動・実践活動／講習 調査活動において課題を設定し，課題解決について立案し
，実行計画を立てる。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表
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14週 レポート作成と活動内容の振り返り レポート作成：発表会後，活動成果としてレポートを作成
する．

15週 期末試験（※）

16週 レポート提出と後期の活動のための計画立案
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

後期

1週 活動内容の目標の確認
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

2週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

3週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

4週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

5週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

6週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

7週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

8週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

9週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

10週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

11週 調査活動・実践活動／講習
課題解決のために，計画に基づいて実践活動を行う。つね
に振り返りを行い，計画と活動実績との差異を見つけるな
ど，検討活動を行う。また，必要に応じて外部評価を受け
る。

12週 発表準備 発表準備
13週 発表会 発表

14週 振り返りとレポート作成 レポート作成：後期は1年間の活動内容を総括してレポート
を作成する．

15週 学年末試験（※）
16週 レポート提出

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 40 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 20 30 0 50
分野横断的能力 0 0 0 20 30 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 英語
科目基礎情報
科目番号 0148 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 鈴木佑治『プロジェクト発信型英語 Volume 1』（南雲堂）
担当教員 冨村 憲貴
到達目標
1. 自分の考えを英語でプレゼンテーションできること
2. 英語プレゼンテーションのためのリサーチができること
3. 英語で質疑応答できること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 自分の考えや感情を英語で適切に
表現できる

自分の考えや感情を英語で表現で
きる

自分の考えや感情を英語で表現で
きない

評価項目2 英語プレゼンテーションのための
リサーチが適切に行える

英語プレゼンテーションのための
リサーチが行える

英語プレゼンテーションのための
リサーチが適切に行えない

評価項目3 英語で適切に質疑応答できる 英語で質疑応答できる 英語で適切に質疑応答できない
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 これまでに学習した英語の文法，語彙等をアクティベートするため，英語でプレゼンテーション活動を行う。本授業は

就職と進学に関連し，コミュニケーション力を高めることができる。
授業の進め方と授業内
容・方法 演習を基本とする。

注意点

授業にはテキスト・辞書を必ず持参すること。学生諸君が英語を使う時間が多く取られるので，積極的に取り組み，疑
問点は遠慮無く質問するよう期待する。

【カリキュラムの中での位置づけ】
1～4学年の英語関連科目で学んだ内容および技能を基礎に，さらに英語力を伸ばすための科目。
【先行して理解する必要のある科目】
コミュニケーション英語I，II，英語表現I，II，英語（4年選択科目）
【同時に学ぶ科目】
なし
【ＥＳＤとの関連 （教育目標）】
（ESD1）
テキストの演習を通して，英語でのコミュニケーション能力を高めることで，他文化の人々と協力して行動するための
素養を身につける。
【評価方法と基準】
JABEE合格基準：60%以上
前期中間試験17.5%+前期期末試験17.5%+後期中間試験17.5%+後期期末試験17.5%+ ポートフォリオ
30%=100%(100点)
60％以上を合格とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 Unit 1 学生同士がコミュニケーションする雰囲気を作ることがで
きる

2週 Unit 2 英語で自分の好きなことについて話すことができる
3週 Unit 3 リサーチについて理解できる
4週 Unit 4 ミニ・プロジェクトの切り口を考えることができる

5週 Unit 5 ミニ・プロジェクトの切り口を選んでテーマを決め、リサ
ーチできる

6週 Unit 6, 7 ミニ・プロジェクトのリサーチを進め、中間プレゼンテー
ションのスライドを作ることができる

7週 中間試験
8週 試験結果返却・説明
9週 Unit 10 割り込みと繰り返しを用いた質疑応答ができる
10週 Unit 11 確認と説明を用いた質疑応答ができる
11週 Unit 12 期末プレゼンテーションの概要をまとめることができる
12週 Unit 13 期末プレゼンテーションの原稿を作ることができる
13週 Unit 14 期末プレゼンテーションの原稿を作ることができる
14週 Unit 15 期末プレゼンテーションのスライドを作ることができる
15週 期末試験
16週 試験結果返却・説明

後期

1週 Unit 16 リサーチの構成要素を理解できる
2週 Unit 17 インタビューの原案を作ることができる
3週 Unit 18 アンケートの原案を作ることができる
4週 Unit 19 マルチメディア資料のサマリーを作ることができる
5週 Unit 20 マルチメディア資料のサマリーを発表することができる
6週 Unit 21 中間プレゼンテーションの原稿を作ることができる
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7週 Unit 22 中間プレゼンテーションのスライドを作ることができる
8週 中間試験
9週 試験結果返却・説明

10週 Unit 23 パラグラフリーディングの技術を用いて、パラグラフのメ
インアイデアを取り出すことができる

11週 Unit 24 パラグラフリーディングの技術を用いて、パラグラフのメ
インアイデアを取り出すことができる

12週 Unit 25, 26 パラグラフリーディングの技術を用いて、文章のサマリー
を作成できる

13週 Unit 27 最終プレゼンテーションのアウトラインを作ることができ
る

14週 Unit 27 最終プレゼンテーションの原稿とスライドを作ることがで
きる

15週 学年末試験
16週 試験結果返却・説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ドイツ語
科目基礎情報
科目番号 0149 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 高橋亮介、川名真矢『アプライゼ　伝え合うドイツ語』朝日出版社
担当教員 西谷 明子
到達目標
1. ドイツ語であいさつ、自己紹介ができる。
2. ドイツ語で簡単な日常会話ができる。
3. ドイツ語で簡単な質問をし、答えることができる。
4. 辞書を使って簡単な文を読み、作文することができる。
5. ドイツ語のつづりと発音の法則を理解し、発音したり聞き取ったりできる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 ドイツ語であいさつ，自己紹介が
適切にできる。

ドイツ語であいさつ，自己紹介が
できる。

ドイツ語であいさつ，自己紹介が
できない。

評価項目2 ドイツ語で簡単な日常会話が適切
にできる。

ドイツ語で簡単な日常会話ができ
る。

ドイツ語で簡単な日常会話ができ
ない。

評価項目3 ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることが適切にできる。

ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることができる。

ドイツ語で簡単な質問をし、答え
ることができない。

評価項目4 辞書を使って簡単な文を読み，作
文することが適切にできる。

辞書を使って簡単な文を読み，作
文することができる。 辞書を使うことができない。

評価項目5
ドイツ語のつづりと発音の法則を
適切に理解し、発音したり聞き取
ったりできる。

ドイツ語のつづりと発音の法則を
理解し、発音したり聞き取ったり
できる。

ドイツ語のつづりと発音の法則を
理解していない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 入門的な文法を習得した学生を対象とする。初級ドイツ語文法と簡単な日常会話を習得する。また，ドイツ語圏の歴史

や文化についても理解を深める。
授業の進め方と授業内
容・方法 教科書及び付属のCD、DVDを用いた講義。ペアワークによる会話練習。スマートフォンを用いた小テストを行う。

注意点 授業には毎回必ず辞書を持参すること。授業中でも授業後でも，質問があれば受け付ける。ペアワークへの積極的な参
加を求める。課題、提出物はすべて100点満点で採点し、学期末の成績に含める。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 復習小テスト 4年生の内容の復習（持ち込み不可）
2週 Lektion 5 3・4格支配の前置詞について理解できる

3週 Lektion 5 前置詞の熟語的用法、前置詞と代名詞の融合形が理解でき
る

4週 Lektion 5 接続詞を使うことができる
5週 Lektion 6 話法の助動詞könnenを使うことができる

6週 Lektion 6 話法の助動詞を使って義務や許可、禁止について表現でき
る

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 Lektion 6 未来形を使うことができる
10週 Lektion 6 分離動詞、非分離動詞を使うことができる
11週 Lektion 6 列車の時刻表を見ながら会話ができる
12週 Lektion 7 動詞の過去基本形、過去人称変化が理解できる
13週 Lektion 7 過去のことについて会話できる
14週 まとめと復習 動詞と冠詞の変化が理解できる、発音の規則が理解できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 復習小テスト 前期の内容が理解できている

2週 Lektion 7 過去分詞をつくることができる、現在完了形について理解
できる

3週 Lektion 7 現在完了形を使って会話ができる
4週 Lektion 8 形容詞の格変化が理解できる
5週 Lektion 8 形容詞の付加語的用法を使って会話ができる
6週 Lektion 8 形容詞の比較級・最上級が理解できる
7週 Lektion 8 形容詞の比較級・最上級を使って会話ができる
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 Lektion 9 zu不定詞の用法を理解できる
11週 Lektion 9 zu不定詞を使って会話ができる
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12週 Lektion 9 現在分詞と過去分詞の用法が理解できる
13週 Lektion 9 非人称esの用法が理解できる
14週 まとめと復習
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 10 0 20 0 100
基礎的能力 70 0 10 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 中国語
科目基礎情報
科目番号 0150 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 楽しくやさしい400語で学ぶ中国語入門　発音中心（CD付き）郭春貴、郭久美子　著
担当教員 徐 蓮
到達目標
１．4年生で学習した日常会話を復習しながら、さらに応用表現を習得することで、会話の幅を広げます。
２．中国の映画など通して、様々な話題を取り上げ、中国の社会や文化についての理解を深めます。
３．練習問題を解きながら、中国語の読解力・聴力を高めます。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
4年生で学習した日常会話を復習
しながら、さらに応用表現を習
得することで、会話の幅を広け
゙ることが適切にできる

4年生で学習した日常会話を復習
しながら、さらに応用表現を習
得することで、会話の幅を広け
゙ることができる

4年生で学習した日常会話を復習
しながら、さらに応用表現を習
得することで、会話の幅を広け
゙ることができない

評価項目2
中国映画など通して、様々な話題
を取り上げ、中国の社会や文化
についての理解を深めることがで
きる

中国の映画など通して、様々な話
題を取り上げ、中国の社会や文
化についての理解ができる

中国の映画など通して、様々な話
題を取り上げ、中国の社会や文
化についての理解できない

評価項目3
練習問題を解きながら、中国語
の読解力・聴力を高めることが適
切にできる

練習問題を解きながら、中国語
の読解力・聴力を高めることがで
きる

練習問題を解きながら、中国語
の読解力・聴力を高めることがで
きない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 基礎となる中国語の文法・会話表現を復習しながら、より高度な表現を習得することで、ある程度の実力をつける

ことを目標にします。
授業の進め方と授業内
容・方法

独力で発音できるまで中国発音を徹底的に練習させる。学んだ日常会話は常に日常でいかせることでしっかり身につけ
させる。テキスト以外で日常でよく使うあいさつ、会話文例集を少しずつ身につけさせる。

注意点 試験前にまとめて勉強するのではなく，普段の授業を大切にし，しっかり知識の基盤を築くことを期待する。基本的に
、課題等のフィードバックは授業内で行い、質問は常時受け付けする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 第１０課 お金“”の言い方、“多少?”、形容詞＋“（一）点儿”　　
2週 第１０課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
3週 第１１課 “ 想”＋動詞（＋目的語）、“ 可是”、“ 别…（了）”
4週 第１１課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
5週 第１２課 “在”の使い方、本文
6週 第１２課＋復習 １２課の練習問題、リスニング、復習
7週 中間試験
8週 第１３課 動詞＋“”、“ 会”、動詞＋“得”＋副詞＋形容詞
9週 第１３課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
10週 第１４課 方位詞＋“儿”、動詞＋“在”＋場所詞、“能”　　
11週 第１４課 文型復習、練習問題、リスニング、本文

12週 第１５課 “ 再”、動詞＋“了”＋数量詞＋目的語、動詞＋“了”＋時間の
量詞＋“了”　

13週 第１５課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
14週 復習
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 第１６課 動詞の重ね型　、A“是”B ?、　　　　“ 什么”（＋名詞
）＋“都/也”＋動詞/形容詞

2週 第１６課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
3週 第１７課 “ 快…了”、 方向動詞＋“来／去”、動詞＋“着”　　
4週 第１７課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
5週 第１８課 “ 坐…来／去”、“ 从”、本文
6週 第１８課＋復習 第１８課の練習問題、リスニング、復習
7週 中間試験
8週 第１９課 “ 有点儿”、“ 太…了”、“ 好好儿”＋動詞
9週 第１９課 文型復習、練習問題、リスニング、本文
10週 第２０課 “ 到…来／去”＋動詞、 動詞＋“一下”、“ ”＋人＋動詞
11週 第２０課 文型復習、練習問題、リスニング、本文

12週 日常あいさつ復習、自己紹介 あいさつ１～あいさつ５、自己紹介例文、自己紹介基本文
形他の日常会話文例集（プリント配布）
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13週 映画鑑賞 日中共同制作映画鑑賞：日本語・中国語音声、日本語中国
語字幕

14週 復習
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 課題 授業参加度 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 10 10 10 0 0 100
基礎的能力 70 10 10 10 ０ 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ハングル
科目基礎情報
科目番号 0151 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 木内明著『基礎から学ぶ韓国語講座（初級）改訂版』国書刊行会、木内明著『基礎から学ぶ韓国語講座（中級）改訂版
』国書刊行会

担当教員 李 政樹
到達目標
１．動詞・形容詞等の活用ができる。
２．簡単な作文ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 動詞・形容詞等の活用が適切にで
きる 動詞・形容詞等の活用ができる 動詞・形容詞等の活用ができない

評価項目2 簡単な作文が適切にできる 簡単な作文ができる 簡単な作文ができない
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 １年間学習した者を対象にする。２年間の学習でハングル能力検定試験５級の合格程度の力をつける。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする

注意点 欠席の場合は後日の授業に多大な支障が生じるため，欠席は絶対にしないこと。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 基礎編(第1課～7課)の内容の復習　　　　　第9課．それ
は1万ウォンです

文字編（子音と母音）の復習 　　　          基本挨拶　　　
　　　　　　　　                  体言＋です、漢数詞の学習

2週 第１課～第3課の復習、　　　　　　　　　    第9課．それ
は1万ウォンです　　　　　　 体言＋です、漢数詞の学習

3週 第4課～第6課の復習、   　　　　　          第10課．今、
何時ですか　 いくつ、固有数詞と時刻の読み方

4週 第7課・第8課復習、   　　　　　　　　      　第10課．今
、何時ですか　　　　　　　　 いくつ、固有数詞と時刻の読み方

5週 第11課．日本語を話されますか 敬語

6週 第12課．そんなに遠くありません            第9課～12課の
復習 用言の否定、～するといい

7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 第13課．いつ韓国に来ましたか 用言・敬語の過去形
10週 第14課．民俗村に一緒に行きましょう 勧誘表現、何の～
11週 第15課．パーティーの準備をしています 現在進行形、丁寧な命令形１
12週 第16課．何も食べられませんでした 可能表現、不可能表現
13週 第17課．陶磁器が見たいです 希望表現、丁寧な命令形２
14週 第13課～第17課の復習 既習内容の確認・まとめ
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 第9課～第11課の復習、                           第18課．写真
を撮ってもいいですか 許しの表現、禁止表現

2週 第12課～第14課の復習、                           第18課．写
真を撮ってもいいですか 許しの表現、禁止表現

3週 第15課～第17課の復習、                         第19課．帰国
しなければなりません 義務表現、意志表現

4週 第19課．帰国しなければなりません
第20課．手紙を書きますよ 義務表現、意志表現

5週 第20課．手紙を書きますよ            　     初級内容のまと
め

義務表現、意志表現                            既習内容の確認・
まとめ

6週 『基礎から学ぶ韓国語講座（中級）改訂版』　　　　　　
　　　　　　　　第1課．遅れて申し訳ありません 動作の原因、様態、並列

7週 初級第18課～20課、中級第1課の復習 既習内容の確認・まとめ
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 第2課．この背の高い人がご主人ですか 形容詞の現在連体形

11週 第3課．付き合っている人はいませんでした 動詞、存在詞の現在連体形　　　　　　　  動詞、存在詞の
過去連体形

12週 第4課．通いながらずっと学びましたが　　　 動詞、存在詞の現在連体形　　　　　　　  動詞、存在詞の
過去連体形
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13週 第5課．どこに行くつもりですか 動詞、存在詞の未来連体形　　　　         ～してみる
14週 中級第2課～第５課の復習
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 卒業研究
科目基礎情報
科目番号 0126 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 9
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 前期:6 後期:12
教科書/教材 特になし。
担当教員 岩城 考信
到達目標
卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることができる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設計ができる。
共通：プレゼンテーション資料を用いながら口頭発表し，質疑に対して適切に回答できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
主体的・計画的に研究を行い，研
究の背景，目的，方法，結果，結
論を研究論文としてまとめること
ができる。

主体的・計画的に研究を行い，研
究の背景，目的，方法，結果，結
論を研究論文としてまとめること
ができる。

指導教員の指導を受けつつ計画的
に研究を行い，研究の背景，目的
，方法，結果，結論を研究論文と
してまとめることができる。

研究の背景，目的，方法，結果
，結論を研究論文としてまとめる
ことができない。

主体的・計画的に研究を行い，設
計条件の背景，実地調査等を経て
コンセプトを立案し，それに従っ
た設計ができる。

主体的・計画的に研究を行い，設
計条件の背景，実地調査等を経て
コンセプトを立案し，それに従っ
た設計ができる。

指導教員の指導を受けつつ計画的
に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを
立案し，それに従った設計ができ
る。

設計条件の背景，実地調査等を経
たコンセプト立案・設計ができな
い。

プレゼンテーション資料を用いな
がら口頭発表し，質疑に対して適
切に回答できる。

プレゼンテーション資料を用いな
がら適切に口頭発表し，質疑に対
して適切に回答できる。

プレゼンテーション資料を用いな
がら口頭発表し，質疑に対して回
答できる。

口頭発表できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HD)
教育方法等

概要

　卒業研究はこれまで学んだ専門知識や技術の集大成であり，特定の研究・設計テーマについて指導教員の指導を受け
ながら，総合的な視点から建築技術を捉える能力を養うものである。学生自らが主体的・計画的に取り組むことにより
専門知識や技術をさらに高めるとともにプレゼンテーション能力や開発・企画力を向上させることも重要な目的である
。本授業により，現在の科学技術を利用して社会の要求にこたえる総合的なデザイン能力を身に付けることができる。
本授業は就職・進学双方に関係する。

授業の進め方と授業内
容・方法

　卒業設計コースと卒業研究コースのどちらかを選択する。両コースとも1年間にわたる研究・設計の成果を論文や図面
にまとめ，最終的にそれを口頭発表する。後期開始ごろに中間発表を行い，その結果を踏まえて研究・設計内容の修正
や改善を図る。

注意点

　卒業研究は通常授業と異なり，5人程度の少人数による個人指導を基本とする。
　研究室配属は4年次後期終了頃に決定している。研究・設計方針等は各研究室の指導教員と相談の上で決定する。学生
には授業時間外も自主的に活動する姿勢が求められる。
　成績評価の内訳は以下の通り。
　中間発表評価（全体の40%）　指導教員による評価16％，副査教員による梗概評価12％，副査教員による発表評価
12%
　最終発表評価（全体の60%）　指導教員による評価24％，副査教員による梗概評価18％，副査教員による発表評価
18%
　

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 研究・設計テーマの設定

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

2週 研究・設計テーマの設定

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

3週 関連研究・設計資料の収集

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

4週 関連研究・設計資料の収集

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

5週 関連研究・設計資料の収集

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。
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6週 関連研究・設計資料の収集

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

7週 計画立案

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

8週 計画立案

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

9週 実験・調査・基本計画等の実施

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

10週 実験・調査・基本計画等の実施

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

11週 実験・調査・基本計画等の実施

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

12週 実験・調査・基本計画等の実施

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

13週 実験・調査・基本計画等の実施

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

14週 実験・調査・基本計画等の実施

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

15週 実験・調査・基本計画等の実施

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

16週 実験・調査・基本計画等の実施

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

後期

1週 中間発表 プレゼンテーション資料を用いながら口頭発表し，質疑に
対して適切に回答できる。

2週 中間発表を振り返って

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

3週 実験・調査・基本計画等の実施

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

4週 実験・調査・基本計画等の実施

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。
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5週 実験・調査・基本計画等の実施

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

6週 実験・調査・基本計画等の実施

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

7週 実験・調査・基本計画等の実施

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

8週 実験・調査・基本計画等の実施

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

9週 論文・図面の作成

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

10週 論文・図面の作成

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

11週 論文・図面の作成

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

12週 論文・図面の作成

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

13週 論文・図面の作成

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

14週 論文・図面の作成

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

15週 論文・図面の作成

卒業研究：主体的・計画的に研究を行い，研究の背景，目
的，方法，結果，結論を研究論文としてまとめることがで
きる。
卒業設計：主体的・計画的に研究を行い，設計条件の背景
，実地調査等を経てコンセプトを立案し，それに従った設
計ができる。

16週 最終発表 プレゼンテーション資料を用いながら口頭発表し，質疑に
対して適切に回答できる。

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリ

オ その他 中間発表 最終発表 合計

総合評価割合 0 0 0 0 0 0 40 60 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 0 0 40 60 100
分野横断的能
力 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 情報処理Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0127 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 指定しない。
担当教員 仁保 裕
到達目標
１．情報処理Ⅰで学んだExcelVBAの文法についてより深く理解できる。
２．文法を理解した上でプログラムを作成できる。
３．作成したプログラムの妥当性を検討できる。
４．数値解析の初歩を理解できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

情報処理Ⅰで学んだExcelVBAの文
法についてより深く理解できる。

情報処理Ⅰで学んだ内容に加え
，さらに新しい文法を適切に理解
している。

情報処理Ⅰで学んだ内容に加え
，さらに新しい文法を理解してい
る。

情報処理Ⅰで学んだ文法のみ理解
している。

文法を理解した上でプログラムを
作成できる。

文法を理解した上で適切なプログ
ラムを作成できる。

文法を理解した上でプログラムを
作成できる。 プログラムを作成できない。

作成したプログラムの妥当性を検
討できる。

作成したプログラムの誤りを発見
でき，かつ，修正できる。

作成したプログラムの誤りを発見
できる。

作成したプログラムの妥当性を検
討できない。

数値解析の初歩を理解できる。 数値解析の初歩を適切に理解でき
る。 数値解析の初歩を理解できる。 数値解析の初歩を理解できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HB)
教育方法等

概要
　近年，設計情報は様々な情報技術を使用して処理されており，高度な建築技術者を目指すためには情報技術の知識と
それを応用する能力が必要とされる。本科目ではExcelVBAを用いて実用的なプログラムを作成する能力を習得する他
，数値解析の初歩であるNewton法や数値積分などの技術を習得する。
　本科目で習得する内容は進学と就職のどちらにも役立つものである。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義と演習の繰り返しとする。授業実施場所は事前に配布資料等によって連絡する。

注意点

・配布物は原則として再配布しない。なくさないこと。
・本科最高学年生として，相応しい授業態度でのぞむこと。
・わからないところがあれば，オフィスアワー等を利用して質問にくること。なお，定期試験時間割発表日からその定
期試験終了日の期間中について授業時間外は原則として質問に答えない。なるべく早めに質問に来ること。
・成績評価の内訳は以下のとおり
前期中間試験17.5%＋前期末試験17.5%＋後期中間試験17.5%＋学年末試験17.5%＋（課題5%）×6=100%(100点
)とする。うち60％以上を達成すれば合格となる。
ただし，特段の理由なく〆切までに提出されなかった課題は評価の対象外とし，当該課題の点数は０点とする。
・課題について，他学生が作成したものをコピーして提出したことが判明した場合，どちらの学生がコピーした・させ
たなどという不毛な議論は一切しない。コピーした側・させた側双方について当該課題の点数を０点とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス

2週 変数と配列 情報処理Ⅰで学んだExcelVBAの文法についてより深く理解
できる。

3週 データ入出力 情報処理Ⅰで学んだExcelVBAの文法についてより深く理解
できる。

4週 条件分岐 情報処理Ⅰで学んだExcelVBAの文法についてより深く理解
できる。

5週 繰り返し 情報処理Ⅰで学んだExcelVBAの文法についてより深く理解
できる。

6週 演習 情報処理Ⅰで学んだExcelVBAの文法についてより深く理解
できる。

7週 前期中間試験
8週 答案返却・解説

9週 第一課題出題・作成 文法を理解した上でプログラムを作成できる。
作成したプログラムの妥当性を検討できる。

10週 第一課題作成・提出 文法を理解した上でプログラムを作成できる。
作成したプログラムの妥当性を検討できる。

11週 第二課題出題・作成 文法を理解した上でプログラムを作成できる。
作成したプログラムの妥当性を検討できる。

12週 第二課題作成・提出 文法を理解した上でプログラムを作成できる。
作成したプログラムの妥当性を検討できる。

13週 第三課題出題・作成 文法を理解した上でプログラムを作成できる。
作成したプログラムの妥当性を検討できる。

14週 第三課題作成・提出 文法を理解した上でプログラムを作成できる。
作成したプログラムの妥当性を検討できる。

15週 前期末試験
16週 答案返却・解説

後期 1週 ガイダンス
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2週 外部ファイルとの入出力

3週 第四課題出題・作成 文法を理解した上でプログラムを作成できる。
作成したプログラムの妥当性を検討できる。

4週 第四課題作成・提出 文法を理解した上でプログラムを作成できる。
作成したプログラムの妥当性を検討できる。

5週 第五課題出題・作成 文法を理解した上でプログラムを作成できる。
作成したプログラムの妥当性を検討できる。

6週 第五課題作成・提出 文法を理解した上でプログラムを作成できる。
作成したプログラムの妥当性を検討できる。

7週 中間試験
8週 答案返却・解答

9週 第六課題出題・作成 文法を理解した上でプログラムを作成できる。
作成したプログラムの妥当性を検討できる。

10週 第六課題作成・提出 文法を理解した上でプログラムを作成できる。
作成したプログラムの妥当性を検討できる。

11週 Newton法 数値解析の初歩を理解できる。
12週 二分法 数値解析の初歩を理解できる。
13週 数値積分 数値解析の初歩を理解できる。
14週 数値積分演習 数値解析の初歩を理解できる。
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答

評価割合
試験 課題 合計

総合評価割合 70 30 100
基礎的能力 0 0 0
専門的能力 70 30 100
分野横断的能力 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築防災工学
科目基礎情報
科目番号 0128 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 特になし。適宜プリント等を配布する。
担当教員 光井 周平
到達目標
地震の発生メカニズムと日本における地震災害の歴史・耐震設計の発展について理解できる
地震による建物の揺れと耐震・制震・免震構造のしくみについて理解できる
既存建物の耐震診断・耐震補強法について理解できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
地震の発生メカニズムと日本にお
ける地震災害の歴史・耐震設計の
発展について適切に理解できる

地震の発生メカニズムと日本にお
ける地震災害の歴史・耐震設計の
発展について理解できる

地震の発生メカニズムと日本にお
ける地震災害の歴史・耐震設計の
発展について理解できていない

評価項目2
地震による建物の揺れと耐震・制
震・免震構造のしくみについて適
切に理解できる

地震による建物の揺れと耐震・制
震・免震構造のしくみについて理
解できる

地震による建物の揺れと耐震・制
震・免震構造のしくみについて理
解できていない

評価項目3 既存建物の耐震診断・耐震補強法
について適切に理解できる

既存建物の耐震診断・耐震補強法
について理解できる

既存建物の耐震診断・耐震補強法
について理解できていない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 地震や強風等の自然現象による災害の発生機構と特徴を把握し、災害による建築構造物の被害を最小限にくい止めるた

めに考慮すべき防災に関する基礎的内容を学習する。なお、本授業は進学と就職に関係する。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし、適宜課題を課す。

注意点 演習課題の提出は、指定した期日を厳守すること。指定日時を越えた提出は採点対象としない。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 日本と呉市周辺の地震被害
2週 地震の発生メカニズム
3週 耐震設計と構造計画
4週 振動工学
5週 振動工学
6週 振動工学
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 身近な場所で起こりうる地震と対策の現状
10週 免震構造と制震構造
11週 既存木造建築物の耐震診断・耐震補強
12週 既存RC建築物の耐震診断・耐震補強
13週 液状化
14週 これからの防災について考える
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築設備
科目基礎情報
科目番号 0129 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『最新建築設備工学』（井上書院）
担当教員 大和 義昭
到達目標
本科目は，建築設備（空気調和衛生設備，給排水衛生設備，電気設備，消火設備，その他の設備）のうち，安全・快適な建築・都市空間の創出
するために必要不可欠な設備である空気調和設備および給排水衛生設備および消火設備，電気設備，その他の設備に関する基礎的な専門知識と
その応用能力を修得することを目的とする．本科目は就職に関連する．教科書をはじめ各種資料や実例を通して建築士資格取得に必要な知識を
学ぶことを基本としつつも，さらに建築設備設計の実務に必要な基礎的な知識についても学ぶ．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 空気調和設備について適切に説明
，計算できる

空気調和設備について説明，計算
できる

空気調和設備について説明，計算
できない

評価項目2 給排水・衛生設備，消火設備につ
いて適切に説明，計算できる

給排水・衛生設備，消火設備につ
いて説明，計算できる

給排水・衛生設備，消火設備につ
いて説明，計算できない

評価項目3 電気設備，昇降設備，警報設備に
ついて適切に説明できる

電気設備，昇降設備，警報設備に
ついて説明できる

電気設備，昇降設備，警報設備に
ついて説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

本科目は，建築設備（空気調和衛生設備，給排水衛生設備，電気設備，消火設備，その他の設備）のうち，安全・快適
な建築・都市空間の創出するために必要不可欠な設備である空気調和設備および給排水衛生設備および消火設備，電気
設備，その他の設備に関する基礎的な専門知識とその応用能力を修得することを目的とする．本科目は就職に関連する
．教科書をはじめ各種資料や実例を通して建築士資格取得に必要な知識を学ぶことを基本としつつも，さらに建築設備
設計の実務に必要な基礎的な知識についても学ぶ．

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし，演習課題を適宜実施する．

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
概論
種々の室内環境基準と室内温熱環境評価指標について
室内の快適条件について

種々の室内環境基準と室内温熱環境評価指標について，説
明できる
室内の快適条件について説明できる

2週 空気調和衛生設備の概要　ゾーニング 空気調和設備について説明できる
3週 空気調和設備の方式　空調方式の分類 空気調和設備について説明できる
4週 空気調和設備の計画　冷暖房負荷について 空気調和設備について説明，計算できる
5週 空調負荷と湿り空気線図　１週目　冷房負荷の計算 空気調和設備について説明，計算できる

6週 空調負荷と湿り空気線図　２週目　暖房負荷の計算，湿り
空気線図 空気調和設備について説明，計算できる

7週 熱源設備　１週目　冷凍機・ボイラーについて 空気調和設備について説明，計算できる

8週 熱源設備　２週目　省エネルギー型の冷凍機・ボイラーに
ついて 空気調和設備について説明，計算できる

9週 ポンプと配管　ポンプの揚程計算 空気調和設備について説明，計算できる

10週 空気処理装置，送風機・ダクト　ダクトの計画，送風時の
省エネルギー 空気調和設備について説明，計算できる

11週 換気設備・排煙設備　機械換気方式など 空気調和設備について説明，計算できる
12週 衛生器具設備　衛生器具設備の概要 給排水・衛生設備，消火設備について説明，計算できる
13週 給水設備　１週目　給水方式の分類 給排水・衛生設備，消火設備について説明，計算できる
14週 給水設備　１週目　給水設備，給水配管材料 給排水・衛生設備，消火設備について説明，計算できる
15週 期末試験
16週 テスト返却，解答解説

後期

1週 給水設備計画　１週目　必要水槽容量の計算 給排水・衛生設備，消火設備について説明，計算できる
2週 給水設備計画　２週目　必要給水管径の計算 給排水・衛生設備，消火設備について説明，計算できる

3週 排水設備，排水処理設備　排水設備の概要，排水処理設備
の概要 給排水・衛生設備，消火設備について説明，計算できる

4週 建築物内排水設備の概要，排水管計画　排水設備計画，排
水管径の計算 給排水・衛生設備，消火設備について説明，計算できる

5週 敷地内排水設備の概要，雨水管計画　雨水管径の計算 給排水・衛生設備，消火設備について説明，計算できる
6週 排水通気設備の概要　排水通気設備の概要 給排水・衛生設備，消火設備について説明，計算できる
7週 排水通気設備計画　通気管径計算 給排水・衛生設備，消火設備について説明，計算できる
8週 消火設備　１週目　消火設備の概要，消火方法 給排水・衛生設備，消火設備について説明，計算できる
9週 消火設備　２週目　消火設備の分類，計画 給排水・衛生設備，消火設備について説明，計算できる
10週 電気設備　１週目　電気設備の概要，受電・配電 電気設備，昇降設備，警報設備について説明できる
11週 電気設備　２週目　予備電源，非常電源 電気設備，昇降設備，警報設備について説明できる
12週 電気設備　３週目　照明設備 電気設備，昇降設備，警報設備について説明できる
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13週 情報通信設備，昇降機設備　 電気設備，昇降設備，警報設備について説明できる
14週 警報設備・避雷設備 電気設備，昇降設備，警報設備について説明できる
15週 期末試験
16週 テスト返却，解答解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 90 0 0 0 10 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 90 0 0 0 10 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 環境設計
科目基礎情報
科目番号 0130 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 自作のプリントなど
担当教員 大和 義昭
到達目標
・建築工事に必要な手続きおよびその流れについて説明できる
・省エネルギー法・建築物の省エネ基準について説明できる
・建築物の環境性能・省エネ性能の表示制度について説明できる
・建築物の環境性能・省エネ性能の評価方法について説明できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
建築工事に必要な手続きおよびそ
の流れについて説明できるについ
て適切に説明できる

建築工事に必要な手続きおよびそ
の流れについて説明できるについ
て説明できる

建築工事に必要な手続きおよびそ
の流れについて説明できるについ
て説明できない

評価項目2 温熱環境要因と温熱環境指標につ
いて適切に説明できる

温熱環境要因と温熱環境指標つい
て説明できるについて説明できる

温熱環境要因と温熱環境指標につ
いて説明できない

評価項目3 省エネルギー法・建築物の省エネ
基準について適切に説明できる

省エネルギー法・建築物の省エネ
基準について説明できるについて
説明できる

省エネルギー法・建築物の省エネ
基準について説明できない

評価項目4
建築物の環境性能・省エネ性能の
表示制度と評価方法について適切
に説明できる

建築物の環境性能・省エネ性能の
表示制度と評価方法について説明
できる点について説明できる

建築物の環境性能・省エネ性能の
表示制度と評価方法について説明
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

我々は温暖化など地球規模の環境問題に直面している．そのため我々にとって，安全，省資源を基本に，持続可能な社
会を形成していくことが大きな課題である．建築分野でも建築物の省エネ性能や環境性能の強化並びにその性能の評価
・表示が義務付けることが制度化されてきている．そこで本科目は，省エネルギー法や建築物の省エネ基準について理
解し，その上で，省エネ性能や環境性能の評価・表示方法などから学ぶ．本科目は，建築業界，特に設計・計画分野に
おけるキャリアアップに役立つ知的探究心を芽生えさせることも目的のひとつである．

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし，演習課題・レポート課題を適宜実施する．

注意点 この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポート課題を実施する。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 建築に関係する環境問題　～地球環境問題，都市環境問題
，室内環境問題

地球環境問題，都市環境問題，室内環境問題など建築に関
係する環境問題の概要について説明できる

2週 室内環境の快適条件について　１ 室内の音・光・空気・温熱環境の基準や快適条件について
説明できる．

3週 室内環境の快適条件について　２ 温熱６要因と種々の温熱環境評価指標について説明ができ
る

4週 設計から建物ができるまで　～建築確認，中間検査，完了
検査とその他の手続きの流れ

建築工事に必要な手続きおよびその流れについて説明でき
る

5週 省エネルギー法の概要，求められる手続き 省エネルギー法の概要について説明できる

6週 建築物の省エネ基準について　～従来の省エネ基準と
H25改正省エネ基準との違い（第1週）

建築物の省エネ基準について，従来の省エネ基準とH25改
正省エネ基準との違い説明できる

7週 建築物の省エネ基準について　～従来の省エネ基準と
H25改正省エネ基準との違い（第２週）

建築物の省エネ基準について，従来の省エネ基準とH25改
正省エネ基準との違いについて説明できる

8週 省エネルギー法に準拠した「エネルギー消費性能計算プロ
グラム」を使ってみる

省エネルギー法に準拠した「エネルギー消費性能計算プロ
グラム」の内容について説明できる

9週 住宅性能表示制度について　～概要 住宅性能表示制度の概要について説明できる

10週 住宅性能表示制度について　～温熱環境・エネルギー消費
に関することについて

住宅性能表示制度のうち温熱環境・エネルギー消費に関す
ることについて説明できる

11週 住宅性能表示制度について　～空気環境，光・視環境，音
環境に関することについて

住宅性能表示制度のうち空気環境，光・視環境，音環境に
関することについて説明できる

12週 建築物の環境性能・省エネ性能表示制度について　～概要 CASBEEやBELSなどの建築物のの環境性能・省エネ性能表
示制度について説明できる

13週 建築物の環境性能表示制度のうちのCASBEEについて　～
その内容と性能評価方法

公害問題，自然環境問題，地球環境問題と建築とのつなが
りについて説明できる

14週 ヒートポンプ，コージェネレーション，地域冷暖房につい
て

ヒートポンプ，コージェネレーション，地域冷暖房につい
て説明できる

15週 期末試験
16週 テスト返却，解答解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
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専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ＲＣ構造設計Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0131 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 佐藤立美・荒木秀夫・森村毅：RC基準による鉄筋コンクリートの構造設計，鹿島出版会
担当教員 松野 一成
到達目標
1.各種作用荷重が算定できる
2.骨組のモデル化ができる
3.応力解析ができる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1 各種作用荷重が適切に算定できる 各種作用荷重が算定できる 各種作用荷重が算定できない
評価項目2 骨組のモデル化が適切にできる 骨組のモデル化ができる 骨組のモデル化ができない
評価項目3 応力解析が適切にできる 応力解析ができる 応力解析ができない
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
鉄筋コンクリート２階建て建物を例に、建築構法、建築構造力学および鉄筋コンクリート構造で学んだ知識を総合して
、荷重設定から断面配筋決定までを具体的に構造計算を進めることで、実社会で行われている建築構造設計手法を習得
する能力を育成する。なお、本授業は進学と就職に関係する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義と演習を基本とする。

注意点
・　構造設計を初めから最後まで実施するのは本科目だけなので、この科目を通じて構造設計の全体の流れを把握して
もらいたい。
・　この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習として演習課題を実施する。
・　演習課題の提出は、指定した期日を厳守すること。指定日時を越えた提出は受理しない。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 モデル建物の設定 モデル建物の設定ができる
2週 RC構造設計の枠組み RC構造設計の枠組みが理解できる
3週 設計用床荷重の設定 設計用床荷重の設定ができる
4週 骨組のモデル化 骨組のモデル化ができる
5週 梁のC・Mo・Qo 梁のC・Mo・Qoが算定できる
6週 柱軸力の算定 柱軸力の算定が算定できる
7週 中間試験
8週 地震荷重・風荷重の算定、設計ルートの判定 地震荷重・風荷重の算定、設計ルートの判定が算定できる
9週 鉛直荷重時応力解析 鉛直荷重時応力解析が算定できる
10週 鉛直荷重時応力解析 鉛直荷重時応力解析が算定できる
11週 D値法 D値法が理解できる
12週 水平荷重時応力解析 水平荷重時応力解析が算定できる
13週 水平荷重時応力解析 水平荷重時応力解析が算定できる
14週 偏心率・剛性率・層間変形 偏心率・剛性率・層間変形が算定できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ＲＣ構造設計Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0132 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 佐藤立美・荒木秀夫・森村毅：RC基準による鉄筋コンクリートの構造設計，鹿島出版会
担当教員 松野 一成
到達目標
1.スラブ・小梁・階段の断面算定ができる
2.梁・柱・耐震壁の断面算定ができる
3.耐震診断・耐震補強が説明できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 スラブ・小梁・階段の断面算定が
適切にできる

スラブ・小梁・階段の断面算定が
できる

スラブ・小梁・階段の断面算定が
できない

評価項目2 梁・柱・耐震壁の断面算定が適切
にできる

梁・柱・耐震壁の断面算定ができ
る

梁・柱・耐震壁の断面算定ができ
ない

評価項目3 耐震診断・耐震補強が適切に説明
できる 耐震診断・耐震補強が説明できる 耐震診断・耐震補強が説明できな

い
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
鉄筋コンクリート２階建て建物を例に、建築構法、建築構造力学および鉄筋コンクリート構造で学んだ知識を総合して
、荷重設定から断面配筋決定までを具体的に構造計算を進めることで、実社会で行われている建築構造設計手法を習得
する能力を育成する。なお，本授業は進学と就職に関係する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義と演習を基本とする。

注意点
・　構造設計を初めから最後まで実施するのは本科目だけなので、この科目を通じて構造設計の全体の流れを把握して
もらいたい。
・　この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習として演習課題を実施する。
・　演習課題の提出は、指定した期日を厳守すること。指定日時を越えた提出は受理しない。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 スラブの設計 スラブの設計ができる
2週 スラブの設計 スラブの設計ができる
3週 小梁の設計 小梁の設計ができる
4週 小梁の設計 小梁の設計ができる
5週 梁の断面算定 梁の断面算定ができる
6週 梁の断面算定 梁の断面算定ができる
7週 中間試験
8週 柱の断面算定 柱の断面算定ができる
9週 柱の断面算定 柱の断面算定ができる
10週 耐震壁の断面算定 耐震壁の断面算定ができる
11週 耐震壁の断面算定 耐震壁の断面算定ができる
12週 有開口耐震壁の断面算定 有開口耐震壁の断面算定ができる
13週 階段の設計 階段の設計ができる
14週 耐震診断・耐震補強 耐震診断・耐震補強が理解できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築法規
科目基礎情報
科目番号 0133 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 建築法規（実教出版）
担当教員 宮崎 崇文
到達目標
１．法令集の相互関係法令の検索方法を理解し，関係法令を法令集から検索できること。
２．法令集に記述された内容を理解し，法令の目的と要点を説明できること。
３．法令条文内の規制・緩和の意味を理解し，その利用方法を説明できること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
法令集の相互関係法令の検索方法
を適切に理解し，関係法令を法令
集から適切に検索できる

法令集の相互関係法令の検索方法
を理解し，関係法令を法令集から
検索できる

法令集の相互関係法令の検索方法
を理解できず，また，関係法令を
法令集から検索できない

評価項目2
法令集に記述された内容を適切に
理解し，法令の目的と要点を詳細
に説明できる

法令集に記述された内容を理解し
，法令の目的と要点を説明できる

法令集に記述された内容を理解で
きず，また，法令の目的と要点を
説明できない

評価項目3
法令条文内の規制・緩和の意味を
適切に理解し，その利用方法を詳
細に説明できる

法令条文内の規制・緩和の意味を
理解し，その利用方法を説明でき
る

法令条文内の規制・緩和の意味を
理解できず，また，その利用方法
を説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 建築基準法を基準とした、関係法令の引用方法と内容を理解し、基礎知識を身につける。本授業は、将来の資格取得の

目標である２級建築士法規試験の合格程度の専門知識の習得を目標とし、建築関連業務に係りある科目である。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とし、２級建築士法令過去問題を参考にプリントの配布。

注意点 定期試験では、使用法令集の持込を許可する。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 第１章　法令集の検索方法と総則

１．建築基準法の順位、目的と用語の定義理解
２．法令適用除外物件の概要と理解
３．確認申請の適用条件の判断と分別の理解
４．検査・維持等の義務項目の理解
５．仮設物・工作物等への準用の理解
６．敷地・屋根・外壁規準準の理解
７．防火壁・耐火、準耐火建築物の摘要範囲の理解

2週 第１章　法令集の検索方法と総則
3週 第１章　法令集の検索方法と総則
4週 第１章　法令集の検索方法と総則
5週 第１章　法令集の検索方法と総則
6週 第２章　一般規定関連建築物法令
7週 第２章　一般規定関連建築物法令
8週 中間試験

9週 答案返却・解答説明，第２章　一般規定関連建築物法令

８．居室の採光・換気条件への理解
９．階段・廊下等一般項目の条件理解
１０．主要構造仕様・計算義務条項の理解
１１．昇降機・建築設備規定の適用条件の理解
１２．避難・消火設備等の設置条件等の理解
１３．防火区画摘要規定の理解

10週 第２章　一般規定関連建築物法令
11週 第２章　一般規定関連建築物法令
12週 第２章　一般規定関連建築物法令
13週 第２章　一般規定関連建築物法令
14週 第２章　一般規定関連建築物法令
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明、付属法令及び関連法令 １４．内装制限の摘要範囲の解釈

後期

1週 第３章　都市計画区域内建築物法令

１．道路規定関係法令の解釈と理解
２．用途地域と適応建築用途の判断
３．容積率の計算方法の解釈と理解
４．建ぺい率の計算方法と理解・日影規制規定の理解
５．高さ規定の解釈と斜線範囲の判断方法の習得
６．防火・準防火地区規定の理解

2週 第３章　都市計画区域内建築物法令
3週 第３章　都市計画区域内建築物法令
4週 第３章　都市計画区域内建築物法令
5週 第３章　都市計画区域内建築物法令
6週 第３章　都市計画区域内建築物法令
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7週 第３章　都市計画区域内建築物法令
8週 中間試験

9週 答案返却・解答説明、付属法令及び関連法令

７．施工者義務規定の理解
８．建築士法における規定と業務の解釈と理解
９．バリアフリー新法の目的と規定の解釈
１０．耐震法規定の適応範囲の理解
１１．都市計画法の基本法令の理解
１２．消防法等のその他関連法令の基本条項の理解
１３．法令と現況の実情の認識と手続き方法の理解

10週 付属法令及び関連法令
11週 付属法令及び関連法令
12週 付属法令及び関連法令
13週 付属法令及び関連法令
14週 付属法令及び関連法令
15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明 １４．建築法規・建築関係法令概要の理解

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 90 0 0 0 10 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 90 0 0 0 10 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築生産
科目基礎情報
科目番号 0134 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 青山良穂、武田雄二著：建築施工－建築物の構築方法を学ぶ（学芸出版社）
担当教員 山中 靖彦
到達目標
１．建築生産に必要な法規、請負契約、工程表の作成に関する基礎知識を理解し説明できること。
２．見積・積算の分類と構成について理解し説明できること。
３．仮設工事、土工事について基礎知識を理解し説明できること。
４．躯体工事（木、コンクリート、鉄筋、鉄骨、既製コンクリート）の基礎知識を理解し説明できること。
５．仕上げ工事について概要を説明できること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
建築生産に必要な法規、請負契約
、工程表，見積・積算の作成に関
する基礎知識を理解し詳細に説明
できる

建築生産に必要な法規、請負契約
、工程表，見積・積算の作成に関
する基礎知識を理解し説明できる

建築生産に必要な法規、請負契約
、工程表，見積・積算の作成に関
する基礎知識を理解し説明できな
い

評価項目2
仮設工事、土工事，躯体工事につ
いて基礎知識を理解し詳細に説明
できる

仮設工事、土工事，躯体工事につ
いて基礎知識を理解し説明できる

仮設工事、土工事，躯体工事につ
いて基礎知識を理解し説明できな
い

評価項目3 仕上げ工事について概要を適切に
説明できる

仕上げ工事について概要を説明で
きる

仕上げ工事について概要を説明で
きない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

　本科目では，これまで学習した建築技術の知識や理論と建築の生産実務との関わり、またその具体的な方法について
，現場見学を交えつつ習得する．建築生産の流れ、また，建築生産に関与する組織や生産方法など、建築物が造られる
過程での技術と業務についての基礎知識を理解し、実際に建築生産に取組むことができる能力を養成する．本科目は生
産現場での実務経験を有する1級建築士である教員が，その経験を活かし，講義形式で授業を行うものである。
　本授業は就職・進学に関連する．また，資格取得・編入試験に関連するトピックスを適宜紹介する．

授業の進め方と授業内
容・方法 教科書やビデオ教材を中心とした講義を基本とし、授業に合せて建築施工現場並びに工場の見学も行う。

注意点 年数回実施する建築工事現場並びに工場見学では学生が座学で習得した知識を具体化することができ、また、幅広く専
門知識を吸収できるので必ず出席の上レポートを提出すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 建築生産の基礎 建築生産の基礎
2週 建築生産の基礎 関連組織，法規，請負契約
3週 建築生産の基礎 関連組織，法規，請負契約
4週 施工計画 施工計画
5週 施工計画 施工計画，工程表の作成
6週 施工計画 工程表の作成
7週 施工計画 仮設工事
8週 中間試験
9週 答案の返却と解答説明
10週 現場管理 現場組織
11週 現場管理 設計図書，施工図
12週 現場管理 行政への提出書類
13週 現場管理 工事の流れ・全体計画
14週 現場管理 保守・維持管理について
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 工事の準備 工事の事前準備・調査
2週 土工事 土工事
3週 　　地業工事 山留工事・地業工事
4週 木工事 木工事
5週 コンクリート・鉄筋工事 コンクリート・鉄筋工事
6週 コンクリート・鉄筋工事 コンクリート・鉄筋工事
7週 コンクリート・鉄筋工事 型枠工事
8週 中間試験
9週 答案の返却と解答説明
10週 鉄骨工事 鉄骨工事・建方
11週 鉄骨工事 鉄骨工事・建方
12週 鉄骨工事 接合部
13週 仕上工事 仕上工事
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14週 仕上工事 仕上工事
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 174-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 測量学Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0135 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 藤井他著「図説建築測量」（産業図書）
担当教員 岩城 考信
到達目標
1．建築と測量の関わり，歴史が認識できること。
2．有効数値を理解し，かつ，計算ができること。
3．誤差を理解し，かつ，その処理方法を理解できること。
4．水準測量の用語と定義を理解し，かつ，水準測量外業結果から高低差を計算できること。
5．水準測量外業・内業を行えること。
6．平板測量の用語と定義を理解できること。
7．平板測量により配置図を作成できること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
建築と測量の関わり，歴史が認識
できること。

建築と測量の関わり，歴史を適切
に認識している。

建築と測量の関わり，歴史を認識
している。

建築と測量の関わり，歴史を認識
できない。

水準測量の用語と定義を理解し
，かつ，水準測量外業結果から高
低差を計算できること。

水準測量の用語と定義を適切に理
解し，かつ，水準測量外業結果か
ら高低差を計算できる。

水準測量外業結果から高低差を計
算できる。

水準測量外業結果から高低差を計
算できない。

水準測量外業・内業を行えること
。

適切に水準測量外業・内業を行え
る。 水準測量外業・内業を行える。 水準測量外業・内業を行えない。

平板測量の用語と定義を理解でき
ること。

平板測量の用語と定義を正確に理
解できる。

平板測量の用語と定義を理解でき
る。

平板測量の用語と定義を理解でき
ない。

平板測量により配置図を作成でき
ること。

平板測量により適切な配置図を作
成できる。

平板測量により配置図を作成でき
る。

平板測量により配置図を作成でき
ない。

有効数値を理解し，かつ，計算が
できること。

有効数値を適切に理解し，かつ
，計算ができる。

有効数値を理解し，計算ができる
。

有効数値を理解できず，その計算
ができない。

誤差を理解し，かつ，その処理方
法を理解できること。

誤差とその処理方法を適切に理解
できる。

誤差とその処理方法を理解できる
。

誤差とその処理方法を理解できな
い。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

　測量は，都市計画や建築工事の計画・設計および施工を遂行する上で欠くことのできない作業であるが，完成後の建
築物の検査や地盤沈下等による経年変化を測定する上でも必要となる技術である。ここでは，建築技術者として測量に
関する基礎的な専門知識と総合的な建築技術を習得するための理論および測量機器の構造・取扱について学習し，実習
を行なう。
　本科目の内容は建築技術者として知っておくべき最低限のものである。よって，本科目は，建築技術者を目指す学生
にとって必須であり，進学と就職の両方に関係する。

授業の進め方と授業内
容・方法

 測量実務の把握を目的に講義を行なう。そのため，随時講義と実習との連携を行なう。
 班単位で実習を行う。班のメンバーが互いに相談・協調して実習を進めることにより，価値の多様性を認識し，尊重す
る素養を身に付けることができる。

注意点

・放課後等は随時質問等を受け付けるので適宜相談すること。ただし，定期試験時間割発表日からその定期試験終了日
の期間中は原則として授業時間外の質問を認めない。
・実習はグループで行う。間違っても自分ひとりが楽しようなどとは思わないこと。
・成績評価の内訳は以下のとおりである。
　後期中間試験35％＋学年末試験35%＋レポート15％＋レポート15％　=100%(100点)とする。このうち60%以上を
達成すれば合格となる。
なお，特段の理由なく〆切までに提出されなかったレポート・課題は評価の対象としない。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 建築測量と測量の歴史について 建築と測量の関わり，歴史が認識できること。
2週 有効数値とその演算について 有効数値を理解し，かつ，計算ができること。
3週 誤差について 誤差を理解し，かつ，その処理方法を理解できること。
4週 誤差の処理について 誤差を理解し，かつ，その処理方法を理解できること。

5週 水準測量 水準測量の用語と定義を理解し，かつ，水準測量外業結果
から高低差を計算できること。

6週 水準測量実習 水準測量外業・内業を行えること。
7週 中間試験
8週 答案返却・解答
9週 水準測量実習 水準測量外業・内業を行えること。
10週 水準測量実習 水準測量外業・内業を行えること。
11週 平板測量 平板測量の用語と定義を理解できること。
12週 平板測量実習 平板測量により配置図を作成できること。
13週 平板測量実習 平板測量により配置図を作成できること。
14週 平板測量実習 平板測量により配置図を作成できること。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答

評価割合
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試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリ
オ その他 レポート 合計

総合評価割合 70 0 0 0 0 0 30 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 0 0 30 100
分野横断的能
力 0 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 技術者倫理
科目基礎情報
科目番号 0136 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 参考：北原義典「はじめての技術者倫理」（講談社）、一般社団法人近畿科学協会　工学倫理研究会「技術者による実
践的工学倫理＜第4版＞」（化学同人）、直江清隆・盛永審一郎「理系のための科学技術者倫理」（丸善出版）

担当教員 小倉 亜紗美
到達目標
1．技術者倫理が必要とされる社会的背景や重要性を理解し、社会における技術者の役割と責任を説明できる。
2．説明責任、製造物責任、リスク評価など、技術者の行動に関する基本的事項を理解し、説明できる。
3．科学技術が自然環境に及ぼす影響を理解し、技術者がどのように対処すべきかを考えることができる。
4．技術者が組織の一員として働く上で直面する問題を理解し、その解決のあり方を検討することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目１
社会における技術者の役割と責任
を理解し、現実的な問題に当ては
めて考えることができる。

社会における技術者の役割と責任
を理解し、説明できる。

社会における技術者の役割と責任
を理解し、説明できない。

評価項目２
技術者の行動に関する基本的事項
を理解し、現実的な問題に当ては
めて考えることができる。

技術者の行動に関する基本的事項
を理解し、説明できる。

技術者の行動に関する基本的事項
を理解し、説明できない。

評価項目３
技術者が組織の一員として働く上
で直面する問題を理解し、その解
決のあり方を主体的に検討するこ
とができる。

技術者が組織の一員として働く上
で直面する問題を理解し、説明で
きる。

技術者が組織の一員として働く上
で直面する問題を理解し、説明で
きない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA), 学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
科学技術の進歩は我々の生活環境や社会に大きな影響を及ぼし、物質的な豊かさをもたらした一方で様々な問題も引き
起こしている。近年科学技術の発展を背景とする様々な事故や不祥事が表面化するにつれ、技術者自身の責任や判断に
対する自覚が求められるようになってきた。そこで、具体的事例をもとに、技術者技術者が直面する倫理的問題につい
て深く理解し、倫理的判断を常に意識し実行することが出来る技術者の育成を目的とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義とディスカッションを基本とする。事前・事後学習として講義やディスカッションの内容について、学生自らが考
えたこと、この授業を受講する前と後の考えの変化などをレポートにして提出してもらいます。

注意点 この授業は、講義の内容を理解し、それを元にディスカッションなどを行い、レポートを提出してもらいます。積極的
に講義に参加し、学んでください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 イントロダクション：なぜ技術者倫理を学ぶのか 技術者倫理を学ぶ意義を理解し説明することができる

2週 技術者と倫理 技術者倫理の歴史的背景、技術者としてとるべき行動規範
について理解し説明することができる

3週 組織と技術者倫理 組織としての技術者の役割と、技術者としての判断、内部
告発について理解し説明することができる

4週 国際規格とグローバル化
国際標準化機構（ISO）規格や、グローバル化が社会構造
や技術者に与える影響について理解し説明することができ
る

5週 製造物責任と技術者 製造物責任法や説明責任について理解し説明することがで
きる

6週 技術者としての行動1 技術者として問題に直面した際にどのような倫理的判断を
行うべきか事例をもとに考察する

7週 中間試験
8週 試験の解説、安全とリスク１：リスク評価 リスク評価について理解し、説明することができる

9週 安全とリスク２：設計と技術革新 設計プロセスにおけるリスクマネジメント、技術革新がも
たらすリスクについて理解し説明することができる

10週 安全とリスク３：ヒューマンエラーと集団思考 ヒューマンエラーと集団思考について理解し説明すること
ができる

11週 技術と環境１：公害・環境問題 公害・環境問題の歴史を通じて技術者倫理の重要性につい
て深く理解し説明することができる

12週 技術と環境２：情報技術とバイオテクノロジー 情報技術とバイオテクノロジーがもたらす倫理的問題につ
いて理解し説明することができる

13週 技術と環境３：持続可能な社会の構築 持続可能な社会とは何か、その構築がなぜ必要かを理解し
説明することができる

14週 技術者と法規 知的財産の保護、守秘義務など技術者に深く関わる法規に
ついて理解し説明することができる

15週 後期試験
16週 試験の解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 60 20 0 0 20 0 100
基礎的能力 30 10 0 0 10 0 50
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0

- 177-



分野横断的能力 30 10 0 0 10 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 講読演習
科目基礎情報
科目番号 0137 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 使用しない／自作プリント
担当教員 下倉 玲子
到達目標
建築に関する英語の技術文献の読解演習を通して、基礎的な英文法、専門用語を中心とした単語力などを身につけることにより、総合的な英語
運用能力を伸張させることを目的とする。本科目は、主として進学希望学生を対象とした科目であるが、本科卒業後に就職か進学かに関わらず
英文を読む機会が多いことから、進学、就職どちらにも関連する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安(優・良) 標準的な到達レベルの目安(不可)

評価項目1 建築計画に関する技術的な英語文献の講読を通
じて、専門用語を習得する。 建築計画に関する専門用語が習得できない。

評価項目2 建築意匠に関する英語文献の講読を通じて、総
合的なリーディング能力を高める。

建築意匠に関する英語文献の講読、及び、総合
的なリーディングができない。

評価項目3 建築構造に関する技術的な英語文献の講読を通
じて、専門用語を習得する。 建築構造に関する専門用語が習得できない。

評価項目4 建築構造に関する技術的な英語文献の講読を通
じて、総合的なリーディング能力を高める。

建築構造に関する技術的な英語文献の講読、及
び、総合的なリーディングができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等

概要
本科目は、１～４学年の英語関連科目で学んできた文法事項を復習し、建築に関連した英語の技術文献の読解を通して
、専門用語を中心とした単語力を高め、総合的な英語運用力をさらに伸ばすための科目と位置づけられる。また、本科
目は、「技術者資格演習」と同時に開講されるが、技術者資格演習に対して、主として進学希望学生を対象とし、編入
学試験の英語対策や大学入学後の英語関連科目の対策のための科目とも位置づけられる。

授業の進め方と授業内
容・方法 英文購読の演習と講義を基本とし、数回の小テストを課す。定期試験は２回実施する。

注意点 本科卒業後に、就職か進学かに関わらず、英文を読む機会は多い。この授業では、建築に関する英語の技術文献や一般
的な英語の技術文献を講読することにより、専門的な英単語の習得、基礎的な文法事項の復習を重点的に行う。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 建築に関する英文講読１
建築計画・意匠・設計に関する英文講読を通して、専門的
な単語・用語やこれらを論じる際によく使われる英語表現
を学習する。

2週 建築に関する英文講読２ 〃
3週 建築に関する英文講読３ 〃
4週 建築に関する英文講読４ 〃
5週 建築に関する英文講読５ 〃
6週 建築に関する英文講読６ 〃
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 建築に関する英文講読７
10週 建築に関する英文講読８
11週 建築に関する英文講読９
12週 建築に関する英文講読１０
13週 建築に関する英文講読１１
14週 建築に関する英文講読１２
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
中間試験 期末試験 課題・レポート 合計

総合評価割合 0 0 0 0 0
基礎的能力 40％ 40％ 20% 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 技術者資格演習
科目基礎情報
科目番号 0138 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 前期:2 後期:0
教科書/教材 ２級建築士スピード学習帳2019年版（エックスナレッジ）
担当教員 篠部 裕
到達目標
１．２級建築士学科試験（計画・法規）の過去問題を理解し、７割程度正答できる。
２．２級建築士学科試験（施工）の過去問題を理解し、７割程度正答できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
２級建築士学科試験（計画・法規
）の内容

２級建築士学科試験（計画・法規
）の内容を適切に理解している

２級建築士学科試験（計画・法規
）の内容を理解している

２級建築士学科試験（計画・法規
）の内容を理解していない

２級建築士学科試験（施工）の内
容

２級建築士学科試験（施工）の内
容を適切に理解している

２級建築士学科試験（施工）の内
容を理解している

２級建築士学科試験（施工）の内
容を理解していない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
建築士は、建築物の設計や工事管理等を行うために建築技術者が取得すべき必須の技術者資格であり、資格取得のため
には、学科試験と製図試験の両方に合格することが必要である。
この授業の目的は、２級建築士試験の学科試験の一部を対象とした過去の試験問題の演習により、これまで学習してき
た専門科目の内容を復習し、合格に最低限必要な専門知識を習得することである。本授業は、資格取得に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 教科書をもとに講義と演習を行う。小テストも原則、毎回実施する。

注意点
二級建築士は卒業年次に受験できる技術者資格である。本授業に真剣に取り組み、その合格のための基礎知識を習得し
てほしい。
建築士の資格試験については「建築士.com」のホームページに受験対策などが詳しく紹介されているので参考にしてほ
しい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 独立住宅・集合住宅 独立住宅や集合住宅の計画について理解している。

2週 公共建築 教育や福祉系の施設、文化交流系の施設、あるいは類似施
設の計画について説明できる。

3週 商業建築 業務系の施設、文化交流系の施設、あるいは類似施設の計
画について説明できる。

4週 建築計画基礎、各部寸法、バリアフリー 建築計画基礎、各部寸法、バリアフリーについて理解して
いる。

5週 熱環境、湿度 温熱環境要素、空気線図、結露現象について説明できる。
6週 換気、換気設備 換気の目的、自然換気、機械換気について説明できる。
7週 中間試験 中間試験までの授業内容を理解している。
8週 答案返却・解答解説、日照、日射、採光 日照、日射、採光について説明できる。
9週 用語の定義、面積・高さ等の算定 用語の定義、面積・高さ等の算定について説明できる。
10週 一般構造、建築設備 一般構造、建築設備について説明できる。
11週 施工計画、現場管理 施工計画、現場管理について説明できる。
12週 仮設工事、木工事 仮設工事、木工事について説明できる。

13週 木造住宅・鉄骨造住宅の施工プロセス 木造や鉄骨造住宅の施工プロセスについてその概要を説明
できる。

14週 防水・屋根工事、設備工事 防水・屋根工事、設備工事について説明できる。
15週 前期末試験 前期末試験までの授業内容を理解している。
16週 答案返却・解答解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 0 30 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 0 30 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 鋼構造設計
科目基礎情報
科目番号 0139 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 福原安洋・中山昭夫・高松隆夫・森村毅：鋼構造[第２版]，森北出版
担当教員 仁保 裕
到達目標
1.地震荷重、風荷重、積雪荷重を建築基準法施行令を用いて計算できる
2.仕口，継手，柱脚の設計ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
地震荷重、風荷重、積雪荷重を建
築基準法施行令を用いて適切に計
算できる

地震荷重、風荷重、積雪荷重を建
築基準法施行令を用いて計算でき
る

地震荷重、風荷重、積雪荷重を建
築基準法施行令を用いて計算でき
ない

評価項目2 仕口，継手，柱脚を適切に計算で
きる。 仕口，継手，柱脚を計算できる。 仕口，継手，柱脚を計算できない

。
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 4年生の鋼構造の後継科目として，仕口や継手など，接合部の設計方法を理解するとともに，簡単な例題を通じて計算の

流れをつかむ。併せて，設計時に考慮すべき各種荷重の算定方法を理解する。なお，本授業は進学と就職に関係する。
授業の進め方と授業内
容・方法 鋼構造の構造計算を演習形式で行う。

注意点 ・　本科目では，建築構造力学・鋼構造の内容を理解しておく必用がある。
・　演習課題の提出は、指定した期日を厳守すること。指定日時を越えた提出は受理しない。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 梁継手の保有耐力 梁継手について保有耐力接合の検討を行える。
2週 柱継手 柱継手の許容応力度設計を理解できる。
3週 柱継手の保有耐力 柱継手について保有耐力接合の検討内容を理解できる。
4週 仕口 仕口の許容応力度設計を理解できる。
5週 露出柱脚（ピン形式の場合） ピン形式露出柱脚の設計の流れを理解できる。
6週 露出柱脚（固定形式の場合） 固定形式露出柱脚の設計の流れを理解できる。
7週 中間試験

8週 荷重について・固定荷重 設計荷重を理解する。
固定荷重の算定法を把握する。

9週 積載荷重・積雪荷重
積載荷重の算定法を把握する。
積雪荷重の算定法を把握するとともに，積雪荷重を算定で
きる。

10週 地震荷重 地震荷重の算定方法の流れを把握する。
11週 地震荷重　演習 地震荷重を算定できる。
12週 風圧力 風圧力の算定方法の流れを把握する。
13週 風圧力　演習 風圧力を算定できる。
14週 鋼構造物の復元力特性について
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築工学実験
科目基礎情報
科目番号 0140 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント
担当教員 松野 一成
到達目標
１．実験目的に対し適切な実験装置を構成できる。
２．実験データの処理ができる。
３．実験結果に対して適切な考察を行うことができる。
４．講義で学習た知識内容を再確認する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 実験目的に対し適切な実験装置を
適切に構成できる

実験目的に対し適切な実験装置を
構成できる

実験目的に対し適切な実験装置を
構成できない

評価項目2 実験データの処理が適切にできる 実験データの処理ができる 実験データの処理ができない

評価項目3 実験結果に対して適切な考察を行
うことができる

実験結果に対して考察を行うこと
ができる

実験結果に対して考察を行うこと
ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

講義で習得した構造材料や構造部材の知識や情報処理の知識を活用し，現実の材料の性質を理解すると同時に情報処理
技術を体験する。
　具体的には建築における構造体の主となる木材，コンクリート，形鋼についての実験を行い，各種構造材料の特性の
把握，および荷重とたわみや歪などの測定方法の習得を目的とする．
　本実験実習は就職・進学に関連する．また，構造工学関連の問題解決能力向上の具体例をいくつか示す．

授業の進め方と授業内
容・方法

実験テーマの目的，スケジュール等の説明を行った後，試験体を作成し，実験を行う．実験終了後，実験データの処理
を行い，各々でリポート作成を行う．なお実験は，３つのテーマを２班に分けて平行して実施する。

注意点
講義のほとんどが実験室においての作業となるため，各自作業において適当と思われる服装で講義に出席すること．ま
た，講義時間中に作業が終了しない場合は，今後の予定に支障をきたさないために，放課後等を利用して確実に作業を
終わらせること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 実験計画，測定方法の説明（1回）
１．木材についての実験
　　含水率測定，密度測定，圧縮強度試験　レポート1
　　梁のたわみ試験　レポート2

2週

実験内容の説明（１回）
木材実験（4回）
鉄骨H型鋼の曲げ載荷試験(4回）
高強度コンクリートの調合設計と強度試験(4回）
各実験ごとにリポート作成1回を含む

２．鋼梁の変形，歪についての実験　レポート3
　　たわみ試験
　　平面保持の確認

3週 〃

３．高強度コンクリートの実験　レポート4
　　調合設計法（普通コンクリート，高強度コンクリート
）
　　硬化コンクリートの性質
　　　　（圧縮強度試験，曲げ強度試験，割裂強度試験）
　　フレッシュコンクリートの性質
　　　　（スランプ試験，フロー試験，空気量測定試験）

4週 〃
5週 〃
6週 〃
7週 〃
8週 〃
9週 〃
10週 〃
11週 〃
12週 〃
13週 〃
14週 〃
15週 〃
16週 　　リポート解説(1回）

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 0 100 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 100 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築地盤工学
科目基礎情報
科目番号 0141 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 桑原文夫著：「地盤工学」(森北出版)
担当教員 仁保 裕
到達目標
1.基礎の支持力を計算できる
2.土の性質を表す指標を計算できる
3.地盤内の応力を計算できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 基礎の形式に応じて支持力を適切
に計算できる

基礎の形式に応じて支持力を計算
できる 基礎の支持力を計算できない

評価項目2 土の性質を表す指標に関して適切
に理解し，計算できる。

土の性質を表す指標に関して理解
し，計算できる。

土の性質を表す指標について理解
できない。

評価項目3 地盤内の応力を適切に計算できる
。 地盤内の応力を計算できる。 地盤内の応力を計算できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
建築構造物を安全に支持するために、基礎構造の建設および設計に必要な知識を把握するための科目であり，土質工学
(土の種類と物理的性質、透水性、圧縮、せん断強さおよび土圧)の基礎、地盤調査法およびそれらの知識に基づく建築基
礎構造に関する設計計画および設計の基本について学習する。本授業は就職・進学に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義と演習を基本とする。

注意点
・　建築構造物を安全に支持するために、基礎構造の建設および設計に必要な知識を把握するための科目であり、興味
を持ち学習すること。　
・　演習課題の提出は、指定した期日を厳守すること。特段の理由なく指定日時を越えた提出は受理しない。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 基礎と地盤 基礎と地盤の関係が説明できる
2週 土の組成と分類 土の組成と分類が説明できる
3週 地盤内応力 地盤内応力を計算することができる
4週 地盤内応力 地盤内応力を計算することができる
5週 直接基礎 直接基礎の計算ができる
6週 直接基礎 直接基礎の計算ができる
7週 中間試験
8週 杭基礎 杭基礎の計算ができる
9週 杭基礎 杭基礎の計算ができる
10週 土圧 土圧が計算できる
11週 土圧 土圧が計算できる
12週 土の透水性 土の透水性が理解できる
13週 土のせん断・圧縮性 土のせん断・圧縮性が理解できる
14週 地盤液状化 地盤液状化が説明できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 課題 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築設計製図Ⅴ
科目基礎情報
科目番号 0142 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 4
教科書/教材 日本建築学会編『第３版コンパクト建築設計資料修正』（丸善）
担当教員 間瀬 実郎,下倉 玲子
到達目標
建築分野の事例を通して、持続発展可能な社会を形成することを目指した建築設計のあり方を習得する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
図面と模型を作成することができ
る

図面と模型が作成でき、コンセプ
トをよく表現できている。 図面と模型が作成できる。 図面と模型が作成できない。

作成した資料をもとにプレゼンテ
ーションができる

作成した資料をもとにプレゼンテ
ーションができ、趣旨がよく伝わ
る。

作成した資料をもとにプレゼンテ
ーションができる。

作成した資料をもとにプレゼンテ
ーションができない。

与えられた敷地、地区の問題を建
築によって解決できる

与えられた敷地、地区の問題を建
築によって解決でき、詳細な裏づ
けがある。

与えられた敷地、地区の問題を建
築によって解決できている。

与えられた敷地、地区の問題を建
築によって解決できていない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要

　本科目はこれまで学習してきな様々な専門知識や技術を活用し、建築設計を行う。具体的には「都市空間」といった
フィールド（物理的環境）を通して建築的文脈を読み取り建築化していくことである。様々な条件から、建築空間を生
成する糧を、より体系的にとらえ直し、その中でコンセプトメイキングと形態操作のフィードバックを繰り返すことで
、建築設計をする手法を習得する。
　本科目は，建築設計および製図について，実習形式で授業を行うものである．第7週前後，および第15週において，現
在，建築設計実務に携わっている一級建築士が評価者として授業に参加し，実務の観点から学生らの作品を評価する。

授業の進め方と授業内
容・方法

大きく2つの課題が前半、後半と与えられ、設計与件と敷地・地区にある問題を整理し、エスキスやスタディ模型などを
通して解決の糸口を探していく。最終的には、図面および模型の提出があり、発表会を開催する。事前・事後学習とし
ての課題を実施する。

注意点 主体的に学習に取り組むことで発展性のある授業である。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 第一課題　「建築再生」に関する課題の説明
2週 資料収集と整理
3週 エスキス１
4週 エスキス２
5週 エスキス３
6週 図面作成・模型作成
7週 図面作成・模型作成
8週 講評会
9週 第二課題　「デザコン」　課題説明
10週 エスキス１
11週 エスキス２
12週 エスキス３
13週 エスキス４
14週 図面作成・模型作成
15週 図面作成・模型作成
16週 講評会

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 0 100 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 100 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築環境実験
科目基礎情報
科目番号 0143 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 大和 義昭
到達目標
学年で学習した建築環境工学で学んだ理論を実際に体験しながら理解を深め，さらに，作業を通じて資料収集方法，データ整理方法を習得し
，考察力を向上できる．
本科目のレポート作成を通して，客観的にデータを集計・整理する能力，自分の考えをまとめて相手に伝える能力を高められる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
実験内容を理論的に把握・理解し
，適切な資料を収集することがよ
くできる．

実験内容を理論的に把握・理解し
，適切な資料を収集することがで
きる．

実験内容を理論的に把握・理解し
，適切な資料を収集することがで
きない．

評価項目2
収集した資料を的確に読みやすく
レポートにまとめることが適切に
できる．

収集した資料を的確に読みやすく
レポートにまとめることができる
．

収集した資料を的確に読みやすく
レポートにまとめることができな
い．

評価項目3 各種環境測定器具を操作し，デー
タ収集を適切にできる．

各種環境測定器具を操作し，デー
タ収集をできる

各種環境測定器具を操作し，デー
タ収集をできない

評価項目４
測定したデータを整理して，自主
的に考察を行うことが適切にでき
る．

測定したデータを整理して，自主
的に考察を行うことができる．

測定したデータを整理して，自主
的に考察を行うことができない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
本科目は、４学年で学習した建築環境工学で学んだ理論を実際に体験しながら理解を深め，さらに，作業を通じて資料
収集方法，データ整理方法を習得し，考察力を向上させることを目的としている．実験前と実験後のレポート作成を通
して自宅学習を行うことを習慣づけることも目的としている．本科目は，就職および進学に関連する．本科目のレポー
ト作成を通して，客観的にデータを集計・整理する能力，自分の考えをまとめて相手に伝える能力を高める．

授業の進め方と授業内
容・方法

数名１グループで４種の実験を行う．１つの実験テーマを２週かけて取り組む．提出物は事前予習レポートと実験レポ
ートである．

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 実験要領の説明 騒音評価・交通騒音測定方法について説明できる

2週 騒音評価・交通騒音測定に関する講義・演習
音響透過損失に関する講義・演習

騒音評価・交通騒音測定方法について説明できる
音響透過損失について説明できる

3週 温熱６要因，着衣熱抵抗に関する講義，実習 温熱６要因，着衣熱抵抗について説明できる
4週 着衣熱抵抗測定実験1 / 音響透過損失実測1 温熱環境の測定ができる．音響透過損失の測定ができる．
5週 着衣熱抵抗測定実験2 / 音響透過損失実測2 温熱環境の測定ができる．音響透過損失の測定ができる．
6週 着衣熱抵抗測定実験3 / 音響透過損失実測3 温熱環境の測定ができる．音響透過損失の測定ができる．
7週 着衣熱抵抗測定実験4 / 音響透過損失実測4 温熱環境の測定ができる．音響透過損失の測定ができる．
8週 昼光率測定に関する講義・演習 昼光率の測定について説明できる
9週 天空率・天空比に関する講義・演習 天空率，天空比について説明できる
10週 昼光率測定実験 / 天空率・天空比測定実験1 昼光率の測定ができる．天空率，天空比の測定ができる
11週 昼光率測定実験 / 天空率・天空比測定実験2 昼光率の測定ができる．天空率，天空比の測定ができる
12週 昼光率測定実験 / 天空率・天空比測定実験3 昼光率の測定ができる．天空率，天空比の測定ができる
13週 昼光率測定実験 / 天空率・天空比測定実験4 昼光率の測定ができる．天空率，天空比の測定ができる
14週 実験レポート作成 / 修正 実験レポートの作成ができる．
15週 実験レポート講評 実験レポートの作成ができる．
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ レポート 合計

総合評価割合 0 0 0 0 0 100 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 0 100 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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【第１学年】 【第２学年】

科学英語表現法Ⅰ 1 プロジェクトマネジメント 31

科学英語表現法Ⅱ 2 日本語表現法 33

グローバル倫理 3 科学総合英語 34

経営マネジメント 5 高度専門特別講義Ⅱ（耐震構造） 36

建築設計演習 7 高度専門特別講義Ⅱ（人間温熱生理） 37

高度専門特別講義Ⅰ（都市・地域計画） 9 高度専門特別講義Ⅱ（環境デザイン） 38

高度専門特別講義Ⅰ（各種コンクリート構造） 10 資源循環工学 39

高度専門特別講義Ⅰ（近代デザイン史） 11 ＣＡＤ/ＣＡＭ・ＣＡＥ 40

プロジェクトデザイン工学総合ゼミⅠ 12 福祉工学 41

応用研究 14 再生可能エネルギー工学 42

高度専門特別講義Ⅰ（応用解析法） 15 工業デザイン論 44

高度専門特別講義Ⅰ（環境地盤力学） 16 環境人間工学 46

高度専門特別講義Ⅰ（テラメカニクス） 17 プロジェクトデザイン工学総合ゼミⅡ 47

高度専門特別講義Ⅰ（電磁波システム工学） 18 プロジェクトデザイン工学演習 49

高度専門特別講義Ⅰ（アドバンストコントロール） 19 特別研究 51

高度専門特別講義Ⅰ（ソフトコンピューティング） 20 高度専門特別講義Ⅱ（建設材料論） 53

高度専門特別講義Ⅰ（インフォメーションテクノロジ） 21 高度専門特別講義Ⅱ（応用水理学） 54

数学応用工学Ⅰ 22 高度専門特別講義Ⅱ（マイクロエレクトロニクス） 55

高度専門特別講義Ⅰ（数値流体工学） 23 高度専門特別講義Ⅱ（モーターエレクトロニクス） 56

高度専門特別講義Ⅰ（弾性設計学） 25 高度専門特別講義Ⅱ（材料物性学） 57

高度専門特別講義Ⅰ（医用工学） 26 高度専門特別講義Ⅱ（バイオメトリクス） 58

高度専門特別講義Ⅰ（メカトロニクス特論） 27 数学応用工学Ⅱ 59

物理応用工学 28 数値計算法 61

インターンシップ 30 高度専門特別講義Ⅱ（振動工学） 63

高度専門特別講義Ⅱ（機械要素） 64

高度専門特別講義Ⅱ（システム制御） 65

生命科学 66

化学応用工学 68

量子力学 69

複合工学実験 70

シラバス（専攻科）目次



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 科学英語表現法Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0176 科目区分 一般 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 1
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 前期 週時間数 1

教科書/教材 川合　ゆみこ『技術系英語プレゼンテーション教本 ─スピーチ・スライド・発表スキル─』（日本工業英検協会）, 鹿
野　晴夫(著)　川島　隆太(監修)『1日10分 超音読レッスン「世界の名スピーチ編」』( IBCパブリッシング）

担当教員 柿元 麻理恵
到達目標
1.効果的な発表技法を身につけ，活用すること
2.学習する語彙を習得すること
3.互いの発表に建設的にコメントしあうことを通して，発表の質を向上させること
4.有名なスピーチを繰り返し読みあげて辿ることで，スピーチの型を身につけること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 効果的な発表技法を身につけ，的
確に活用することができる

効果的な発表技法を身につけ，活
用することができる

効果的な発表技法を身につけ，活
用することができない

評価項目2
互いの発表に建設的にコメントし
あうことを通して，発表の質を格
段に向上させることができる

互いの発表に建設的にコメントし
あうことを通して，発表の質を向
上させることができる

互いの発表に建設的にコメントし
あうことを通して，発表の質を向
上させることができない

評価項目3
有名なスピーチを繰り返し読みあ
げて辿ることで，スピーチの型を
大いに身につけることができる

有名なスピーチを繰り返し読みあ
げて辿ることで，スピーチの型を
身につけることができる

有名なスピーチを繰り返し読みあ
げて辿ることで，スピーチの型を
身につけることができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SA) , JABEE 環境都市（B）
教育方法等

概要
プレゼンテーション及び論文のアブストラクト作成に関わる知識を獲得し，自ら用いることができるようになることを
目標とする。その際多くピアレビュー（学生間での相互評価）を取り入れることで，複数の視点から発表・文章構成を
分析し，相手との意思疎通を通じて建設的な批評を行う力を涵養する。

授業の進め方と授業内
容・方法

テキストをもとにした演習を基本とする。事前学習として、毎回、各自英語アブストラクトが載っている自分の専門分
野の論文を2つ用意し、アブストラクトを読んでおくこと。アブストラクトは演習時に活用する。評価はプレゼンの教員
による評価（発表技術が活用できているか及び適切な表現などが用いられているか），プレゼンに対する学生どうしの
相互評価，暗唱テストの３項目をもって行う。

注意点
・自分の分野に関係する論文を毎授業前までに事前に収集しておくこと
・辞書必携（特に英語類語辞典，コロケーション辞典などはプレゼンの際非常に有用です。是非活用してください。）
・毎回授業開始時に音読レッスンを行います（下読み不要）。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 英語プレゼンテーション・アブストラクト作成法について
概要説明 英語プレゼンテーション作成法の概要理解

2週 プレゼンテーションの基礎知識を学ぶ
1. プレゼンテーション技法の習得
2. アブストラクトの書き方習得
3. 日本語論文から英語アブストラクトの作成演習
4. スピーチモデル・関連語彙の習得

3週 スライドで用いられる英語表現を学ぶ 同上
4週 スピーチ原稿作成に役立つ英語表現を学ぶ1 同上
5週 スピーチ原稿作成に役立つ英語表現を学ぶ2 同上
6週 プレゼン発表の計画・準備について学ぶ 同上
7週 スピーチ原稿を作成する 同上
8週 スライドを作成する 同上
9週 プレゼンを行い，学生間でピアレビュー1 プレゼン実施・相互評価
10週 プレゼンを行い，学生間でピアレビュー2 同上
11週 自分の研究分野でアブストラクトを作成する アブストラクト執筆・相互評価
12週 ピアレビューをしながらアブストラクトを推敲する1 同上
13週 ピアレビューをしながらアブストラクトを推敲する2 同上
14週 ピアレビューをしながらアブストラクトを推敲する3 アブストラクト完成
15週 まとめと復習 さらに，プレゼンにおける効果的な伝え方を学ぶ
16週

評価割合
プレゼン（発表
技術）

プレゼン（言語
） 相互評価 暗唱 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 30 30 30 10 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 30 30 30 10 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 科学英語表現法Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0177 科目区分 一般 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材
川合　ゆみこ『技術系英語プレゼンテーション教本 ─スピーチ・スライド・発表スキル─』（日本工業英検協会）,
Robin Longshaw, Laurie Blass, Mari Vargo, Eunice Yeates, Ingrid Wisniewska, Jessica Williams『21st Century
Reading  Creative Thinking and Reading with TED Talks』(CENGAGE Learning)

担当教員 柿元 麻理恵
到達目標
1.効果的な発表技法を身につけ，活用すること
2.学習する語彙を習得すること
3.互いの発表に建設的にコメントしあうことを通して，発表の質を向上させること
4.実際のスピーチを読んで分析し，論理力と批判的思考力を向上させること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 効果的な発表技法を身につけ，的
確に活用することができる

効果的な発表技法を身につけ，活
用することができる

効果的な発表技法を身につけ，活
用することができない

評価項目2
互いの発表に建設的にコメントし
あうことを通して，発表の質を格
段に向上させることができる

互いの発表に建設的にコメントし
あうことを通して，発表の質を向
上させることができる

互いの発表に建設的にコメントし
あうことを通して，発表の質を向
上させることができない

評価項目3
実際のスピーチを読んで分析し
，論理力と批判的思考力を格段に
向上させることができる

実際のスピーチを読んで分析し
，論理力と批判的思考力を向上さ
せることができる

実際のスピーチを読んで分析し
，論理力と批判的思考力を向上さ
せることができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SA) , JABEE 環境都市（B）
教育方法等

概要
プレゼンテーション作成に関わる知識を獲得し，自ら用いることができるようになることを目標とする。さらに，良質
なプレゼンテーションの内容理解・構造分析を通じて「効果的かつ魅力的なプレゼンテーションの要素」を学ぶ。また
，ピアレビュー（学生間での相互評価）を多く取り入れることで，複数の視点から発表・文章構成を分析し，建設的な
批評を行う力を涵養する。

授業の進め方と授業内
容・方法

テキストをもとにした演習及び読解を基本とする。評価はプレゼンの教員による評価（発表技術が活用できているか及
び適切な表現などが用いられているか），プレゼンに対する学生どうしの相互評価，暗唱テストの３項目をもって行う
。前学習として、毎回リーディング素材（TED talk）の該当箇所（都度指示）のPre-Reading課題に取り組み、本文に
も１度目を通しておくこと。内容の取扱いについては初回授業時に指示する。

注意点 辞書必携（特に英語類語辞典，コロケーション辞典などはプレゼンの際非常に有用です。是非活用してください。）
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 英語プレゼンテーション・アブストラクト作成法について
概要説明 英語プレゼンテーション作成法の概要理解

2週 プレゼンテーションの基礎知識を学ぶ
1. プレゼンテーション技法の習得
2. 日本語論文から英語アブストラクトの作成演習
3. 良質なプレゼンの分析

3週 スライドで用いられる英語表現を学ぶ 同上
4週 スピーチ原稿作成に役立つ英語表現を学ぶ1 同上
5週 スピーチ原稿作成に役立つ英語表現を学ぶ2 同上
6週 プレゼン発表の計画・準備について学ぶ 同上
7週 スピーチ原稿を作成する 同上
8週 スピーチ原稿をピアレビューで推敲する1 同上
9週 スピーチ原稿をピアレビューで推敲する2 同上
10週 スライドを作成する 同上
11週 スライドをピアレビューで推敲する1 同上
12週 スライドをピアレビューで推敲する2 同上
13週 プレゼンを行い，学生間でピアレビュー1 プレゼン実施・相互評価
14週 プレゼンを行い，学生間でピアレビュー2 同上
15週 まとめと復習 さらに，プレゼンにおける効果的な伝え方を学ぶ
16週

評価割合
プレゼン（発表
技術）

プレゼン（言語
） 相互評価 暗唱 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 30 30 30 10 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 30 30 30 10 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 グローバル倫理
科目基礎情報
科目番号 0178 科目区分 一般 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 藤本義彦・木原滋哉・天内和人 （編） 秋山仁（監）（2018）『技術者倫理: グローバル社会で活躍するための異文化理
解』実教出版．

担当教員 木原 滋哉,小倉 亜紗美
到達目標
グローバルな課題についての知識を深め、それぞれの課題に対し、倫理的に判断出来るようになる
１．グローバル社会で発生している諸問題を理解できる
２．グローバルな課題に対し、倫理的な解決策を提示出来る
３．グローバルな課題に対する自らの意見をまとめ、伝えることが出来る
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 グローバル社会で発生している諸
問題を的確に理解できる

グローバル社会で発生している諸
問題を理解できる

グローバル社会で発生している諸
問題を理解できない

評価項目2 グローバルな課題に対し、倫理的
に的確な解決策を提示出来る

グローバルな課題に対し、倫理的
な解決策を提示出来る

グローバルな課題に対し、倫理的
な解決策を提示出来ない

評価項目3
グローバルな課題に対する自らの
意見を的確にまとめ、伝えること
が出来る

グローバルな課題に対する自らの
意見をまとめ、伝えることが出来
る

グローバルな課題に対する自らの
意見をまとめ、伝えることが出来
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SA) , JABEE 環境都市（B）
教育方法等

概要

グローバル化が進む現代において、人や物、情報がグローバルに移動するようになり、私たちの暮らす世界は多様な言
語・価値観・文化的背景を持った人々が共存する社会へと変化し、様々なグローバルイシュー（地球規模の課題）に直
面している。それらに伴い、倫理の基準もグローバルに変化してきている。ものづくりの世界においても自然環境や社
会的影響を考えないと受け入れられない時代になり、技術者も国際社会の変化を常に意識し、対応していく必要に迫ら
れている。そこで、グローバルな課題について深く理解し、技術者としてそれらに配慮した倫理的判断を常に意識し実
行することが出来る、ものづくりを通じて持続可能な社会の構築に貢献する人材の育成を目的とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義とディスカッションを基本とする。この科目は学修単位科目のため、事前・事後学習として講義やディスカッショ
ンの内容について、学生自らが考えたこと、この授業を受講する前と後の考えの変化などをレポートにして提出しても
らいます。

注意点 積極的に講義に参加し、学んでください。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 イントロダクション：なぜグローバル倫理を学ぶのか？ グローバル倫理を学ぶ意味を理解し説明することができる

2週 地球環境問題とSDGs 地球環境問題の歴史とSDGｓが出来た背景について理解し
説明することができる

3週 地球温暖化とパリ協定 地球温暖化の現状とその影響について理解し、パリ協定に
対する世界の動向について考察することができる

4週 エネルギーと地下資源 世界のエネルギーや地下資源を巡る状況を理解し説明する
ことができる

5週 生物多様性とABS
生物多様性の重要性を理解し、ものづくりにおける原料調
達において、それを脅かさないようにする必要があること
を理解し説明することができる

6週 水資源とその利用（１） 水資源を巡る世界の状況を理解し説明することができる

7週 水資源とその利用（２） 水の利用仕方についてグローバルな視点で考えることがで
きる

8週 廃棄物と循環型社会 廃棄物の適切な処理に加え、廃棄物を出さない仕組み（循
環型社会）の構築について考えることができる

9週 グローバル化とSDGs
グローバル化社会で生じた諸問題の解決とSDGs達成のため
にどのようなことを行っていく必要があるか考えることが
できる

10週 持続可能な生産と消費（１） 持続可能な生産・取引を行うことの意味やそれらを認証す
る制度について理解し説明することができる

11週 持続可能な生産と消費（２） 世界の生産・取引の現場で起きている事象を理解し、生産
者・消費者の視点で消費を考えることができる

12週 グローバル経済と環境 貿易ゲームを通じて、グローバル経済の仕組みと環境問題
との関係について体験的に理解し説明することができる

13週 国際理解と平和（1）
グローバル化社会においては、多様なバックグラウンドを
持っている人と共生していることを理解し説明することが
できる

14週 国際理解と平和（2）
生産者も消費者も多様なバックグラウンドを持っているこ
とを意識した、製造活動を行うことについて考察すること
ができる

15週 グローバル化社会における技術者の役割 グローバル社会における技術者の役割について考え意見を
述べることができる

16週
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
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総合評価割合 0 0 0 0 0 0 0
基礎的能力 ０ ３０ 0 0 ２０ 0 0
専門的能力 0 １０ 0 0 １０ 0 0
分野横断的能力 0 ２０ 0 0 １０ 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 経営マネジメント
科目基礎情報
科目番号 0179 科目区分 一般 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 自作テキスト
担当教員 岩本 英久
到達目標
１．歴史的背景や経営管理・経営計画，起業計画，販売管理を理解し，説明できる。
２．計量分析，スケジューリングに関する知識とテクニックを理解し，応用できる。
３．意思決定方法に関する知識とテクニックを理解し，応用できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
歴史的背景や経営管理・経営計画
，起業計画，販売管理を適切に理
解し，確実に説明できる。

歴史的背景や経営管理・経営計画
，起業計画，販売管理を理解し
，説明できる。

歴史的背景や経営管理・経営計画
，起業計画，販売管理を理解でき
ず，説明できない。

評価項目2
計量分析，スケジューリングに関
する知識とテクニックを適切に理
解し，応用できる。

計量分析，スケジューリングに関
する知識とテクニックを理解し
，活用できる。

計量分析，スケジューリングに関
する知識とテクニックを理解でき
ず，活用できない。

評価項目3
意思決定方法に関する知識とテク
ニックを適切に理解し，応用でき
る。

意思決定方法に関する知識とテク
ニックを理解し，活用できる。

意思決定方法に関する知識とテク
ニックを理解できず，活用できな
い。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SA) , JABEE 環境都市（B）, JABEE 環境都市（D）
教育方法等

概要

良い品質の製品やサービスを効率よく提供するシステムを設計するために学修する．本講義では、企業という経営組織
の概念をはじめ、経営マネジメントの歴史的背景や経営管理・経営計画，起業計画，販売管理などに付いて解説する
．また，計量分析，スケジューリング，意思決定方法（待ち行列など）など企業経営に要する知識とテクニックを解説
する．ワークショップではICT機器を活用して、遠隔グループワークのためのノウハウを修得し、実践する。本授業は就
職や就職後の業務に関連する．また、進路や人間力向上に関連するトピックスは適宜、紹介する。経営システム工学的
知識を養うことで，自分たちが生活する社会が持続的に発展するように貢献できる能力を身につける。【複数教員担当
方式，オムニバス方式，連携教育科目】

授業の進め方と授業内
容・方法

講義を基本とする．
１．連携教育に関するガイダンス：授業の進め方，遠隔チームの編成
２．企業経営の基礎と起業計画：ビジネスプランの作成方法
３．販売管理：市場調査，プロモーションミックス，AIDMA
４．ビジネスプラン作成ワークショップ：市場調査方法，原価計算手法，利益計画立案方法
５．スケジューリング：スケジューリングの方法論とその解法
６．意思決定法に関する方法論とその解法
この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポート・課題などを実施する。

注意点
分からないところや疑問点を残さないように講義中は言うに及ばず随時教員のところに質問に行き，分からないところ
や疑
問点を無くして次の講義に望むこと。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 連携教育に関するガイダンスと遠隔チーム編成 連携教育に関して理解し，遠隔チームを編成できること．

2週 企業経営の基礎と起業計画および販売管理 企業経営の基礎と起業計画および販売管理について理解で
きること．

3週 販売管理ワークショップ(WS) 販売管理手法を活用し，
応用できること．

4週 ビジネスプラン作成WS１ガイダンス ビジネスプラン作成手法を理解すること．
5週 ビジネスプラン作成WS２ ビジネスプランを遠隔チームで考案できること．
6週 ビジネスプラン作成WS３ ビジネスプランを遠隔チームで整理できること．

7週 中間テストあるいは中間発表会 ビジネスプランや販売管理について理解し、発表できるこ
と．

8週 スケジューリング手法について スケジューリングについて理解できること．
9週 スケジューリング手法について２ スケジューリング手法を活用し，応用できること．
10週 線形計画法について 線形計画法について理解し、活用できること．
11週 スケジューリング手法WS１ガイダンス スケジューリング手法を活用し，応用できること．
12週 スケジューリング手法WS２ スケジューリング手法を活用し，応用できること．

13週 スケジューリング手法WS３ スケジューリング手法を活用し，遠隔チームで整理できる
こと．

14週 スケジューリング手法WS４ ワークショップの成果について発表できること．
15週 期末試験 60%以上の評価を得る．
16週 答案返却・解答説明 振り返りを行い、不足部分を補完できること．

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 40 40 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 40 20 0 0 20 0 80
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分野横断的能力 0 20 0 0 0 0 20
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築設計演習
科目基礎情報
科目番号 0163 科目区分 専門 / 選択
授業形態 演習 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 前期 週時間数 前期:4 後期:0
教科書/教材 平成31年度２級建築士設計製図試験直前対策と演習課題（彰国社）
担当教員 篠部 裕,安 箱敏
到達目標
1.建築基準法を考慮したに住宅の基本計画や設計ができる。
2.住宅の基本計画を短時間に検討し、まとめることができる。
3.住宅の平面図、立面図、断面図などの基本設計図面を作成できる。
3.二級建築士の製図試験に合格する程度の設計図面を作成できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
建築基準法を考慮したに住宅の基
本設計

建築基準法を考慮したに住宅の基
本設計が適切にできる

建築基準法を考慮したに住宅の基
本設計ができる

建築基準法を考慮したに住宅の基
本設計ができない

住宅の基本計画の立案 住宅の基本計画を適切に立案でき
る 住宅の基本計画を立案できる 住宅の基本計画を立案できない

二級建築士レベルの基本設計図面
の作成

二級建築士レベルの基本設計図面
を適切に作成できる

二級建築士レベルの基本設計図面
を作成できる

二級建築士レベルの基本設計図面
を作成できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要

本演習は，二級建築士の資格取得を配慮した演習科目であり，その製図試験に出題される木造または鉄筋コンクリート
造の各種併用住宅を対象に，建築物の基本設計から実施設計までの設計図書の作成技術を習得するすることを目的とし
ている。具体的には，短時間に住宅の平面計画，断面計画および簡単な造園計画を検討し，基本設計図面を作成する短
期演習課題と，かなばかり図などの実施設計図面を作成する演習課題を実施する。なお本演習は，エンジニアリングデ
ザインを意識し，本科での設計教育に建築計画，建築構造，建築法規などの専門知識を考慮した設計まで行う。

授業の進め方と授業内
容・方法 二級建築士の設計製図試験レベルの演習課題を行う。事前・事後学習として課題を実施する。

注意点 本科目は二級建築士の設計製図試験に合格する上で重要な科目である。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概説
演習課題1（基本図面の正確な作図：模写）

与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、
断面図などが描ける。

2週 演習課題1（基本図面の正確な作図：模写） 与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、
断面図などが描ける。

3週 演習課題2（基本図面の正確な作図：模写） 与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、
断面図などが描ける。

4週 演習課題2（基本図面の正確な作図：模写） 与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、
断面図などが描ける。

5週 演習課題3（基本図面の正確な作図：模写） 与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、
断面図などが描ける。

6週 演習課題3（基本図面の正確な作図：模写） 与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、
断面図などが描ける。

7週 演習課題4（基本図面の正確な作図：模写） 与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、
断面図などが描ける。

8週 演習課題4（基本図面の正確な作図：模写） 与えられた条件をもとに、配置図、各階平面図、立面図、
断面図などが描ける。

9週 演習課題5（短時間での基本計画の立案） 与えられた条件をもとに、住宅の基本計画のコンセプトを
短時間にまとめることができる。

10週 演習課題5（短時間での基本計画の立案） 与えられた条件をもとに、住宅の動線・ゾーニングを短時
間にまとめることができる。

11週 演習課題5（短時間での基本計画の立案） 敷地と周辺地域および景観などに配慮し、配置、意匠を短
時間に検討できる。

12週 演習課題6（基本計画の立案と基本図面の作図） 与えられた条件をもとに、基本計画（動線・ゾーニングな
ど）をまとめ、基本図面を描ける。

13週 演習課題7（基本計画の立案と基本図面の作図） 与えられた条件をもとに、基本計画（動線・ゾーニングな
ど）をまとめ、基本図面を描ける。

14週 演習課題7（基本計画の立案と基本図面の作図） 与えられた条件をもとに、基本計画（動線・ゾーニングな
ど）をまとめ、基本図面を描ける。

15週 演習課題8（基本計画の立案と基本図面の作図） 与えられた条件をもとに、基本計画（動線・ゾーニングな
ど）をまとめ、基本図面を描ける。

16週 演習課題8（基本計画の立案と基本図面の作図） 与えられた条件をもとに、基本計画（動線・ゾーニングな
ど）をまとめ、基本図面を描ける。

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 0 100 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 100 0 100

- 7-



分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅰ（都市・
地域計画）

科目基礎情報
科目番号 0164 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 自作講義メモ
担当教員 篠部 裕
到達目標
1. 高齢社会における都市計画上の基本課題と計画手法の要点を説明できる。
2.参加型まちづくりの経緯、意義、計画プロセスや手法の要点を説明できる。
3.持続可能な都市空間を形成するための基本課題と計画手法の要点を説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
高齢社会における都市計画の課題
と計画手法

高齢社会における都市計画の課題
と手法を適切に説明できる。

高齢社会における都市計画の課題
と手法を説明できる。

高齢社会における都市計画の課題
と手法を説明できない。

参加型まちづくりの目的と手法 参加型まちづくりの目的と手法を
適切に説明できる。

参加型まちづくりの目的と手法を
説明できる。

参加型まちづくりの目的と手法を
説明できない。

持続可能な都市空間の形成のため
の課題と手法

持続可能な都市空間の形成のため
の課題と手法を適切に説明できる

持続可能な都市空間の形成のため
の課題と手法を説明できる

持続可能な都市空間の形成のため
の課題と手法を説明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要
　本講義では、少子高齢化や地球環境問題などを背景とする時代的な計画課題や近年の計画策定において基本とされて
いる参加型まちづくりに焦点を当て、身近な生活空間レベルから広域的な都市・地域空間レベルの計画策定まで、実際
の計画実例を題材としながら、計画の意義や様々な計画手法を習得する。

授業の進め方と授業内
容・方法 授業の要点をまとめた講義メモを毎回配布し、これをもとに授業を行う。

注意点
授業で学習した内容を、新聞等に掲載された身近な都市・地域計画上の課題と関連させて理解するように心がけてほし
い。
なお，本科目は学修単位科目であり，学生の事前・事後学習を促すために演習課題として学修レポートを適宜出題する
。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 都市計画と地域計画 現代社会における都市計画や地域計画の課題の位置づけを
説明できる。

2週 高齢社会におけるまちづくり1 日本の人口特性、少子高齢化社会の背景を説明できる。

3週 高齢社会におけるまちづくり2 都市空間におけるバリアフリーデザインの目的と手法につ
いて理解している。

4週 高齢社会におけるまちづくり3 福祉のまちづくりのの目的と手法について理解している。
5週 安全・安心のまちづくり 防災まちづくりの目的と要点について説明できる
6週 参加型まちづくり1 参加型まちづくりの意義と背景について説明できる。
7週 参加型まちづくり2 参加型まちづくりの基本的な手法を理解している。
8週 参加型まちづくり3 住民参加のまちづくりワークショップを立案できる。
9週 地域活性化とまちづくり 地域活性化が求めれる社会的背景について理解している。

10週 歴史を活かしたまちづくり 歴史的な建築や町並みを活かしたまちづくりの意義を理解
している。

11週 持続可能な社会におけるまちづくり1 持続可能なまちづくりが求められる社会的背景を理解して
いる。

12週 持続可能な社会におけるまちづくり2 持続可能な社会を形成するためのまちづくりの要点を説明
できる。

13週 持続可能な社会におけるまちづくり3 持続可能な社会を形成のための都市緑化の意義を理解して
いる。

14週 演習課題の発表と講評 まちづくりの課題を身近な事例をもとに概要を整理し、発
表できる。

15週 期末試験 期末試験までの学習内容を理解している。

16週 答案返却・解答説明 期末試験に出題された都市・地域計画の要点を理解してい
る。

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅰ（各種コ
ンクリート構造）

科目基礎情報
科目番号 0165 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 使用しないが，必要に応じてプリントを配布して用いる．
担当教員 松野 一成
到達目標
１．各種のコンクリート系構造の特徴および用途を把握する．
２．プレストレスコンクリート構造の部材の断面設計ができる．
３．鉄骨鉄筋コンクリート構造の部材の断面設計ができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 各種のコンクリート系構造の特徴
および用途を適切に把握できる

各種のコンクリート系構造の特徴
および用途を把握できる

各種のコンクリート系構造の特徴
および用途を把握できない

評価項目2 プレストレスコンクリート構造の
部材の断面設計が適切にできる

プレストレスコンクリート構造の
部材の断面設計ができる

プレストレスコンクリート構造の
部材の断面設計ができない

評価項目3 鉄骨鉄筋コンクリート構造の部材
の断面設計が適切にできる

鉄骨鉄筋コンクリート構造の部材
の断面設計ができる

鉄骨鉄筋コンクリート構造の部材
の断面設計ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要

　コンクリート構造物のうち，鉄筋コンクリート構造の部材の性質およびその構造設計方法については，本科ですでに
学習している．しかし最近ではその他にも各種のコンクリート系構造形式が用いられている．ここで学習する鉄骨鉄筋
コンクリート構造，鋼管コンクリート構造は，耐震性に富むための単独の構造として各種の構造物に用いられているが
，他にも高層鉄筋コンクリート建物や，高層鉄骨構造の低層部に使用されている．したがってこれらの構造的特徴，基
本的な構造設計の考え方，および部材の設計方法についての知識は，実社会に出るため，即ち就職するものにとって重
要である．

授業の進め方と授業内
容・方法

各構造別に設計の留意点と設計方法を説明する．　また，講義の中で課題演習を行いリポートを提出する．事前・事後
学習のための課題を行う．

注意点
　この講義で各種のコンクリート系構造物を学習することによって構造計画の幅が広がるので，構造系のみでなく計画
系の学生にも学習してほしい講義である．講義への出席率は１００％を原則とする。４回以上欠席すれば、いかなる場
合も不可とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 各種コンクリート構造概説 １．コンクリート系構造の特徴と用途

2週 プレストレスコンクリート構造　概説
２．プレストレスコンクリート構造の構造特性，構造計画
および部材作成方法

３．プレストレスコンクリート構造のはりの断面設計
3週 　・はりの断面設計
4週 　・はりの断面設計
5週 　・部材の断面設計演習

6週 鉄骨鉄筋コンクリート構造　概説

４．鉄骨鉄筋コンクリート構造の構造特性，構造計画およ
び部材作成方法

５．鉄骨鉄筋コンクリート構造のはりの断面設計
６．鉄骨鉄筋コンクリート構造の柱の断面設計
７．鉄骨鉄筋コンクリート構造の部材のせん断力に対する
設計

7週 　・部材の断面形状
8週 　・はりの断面設計
9週 　・はりの断面設計
10週 　・はりの断面設計
11週 　・柱の設計
12週 　・柱の設計
13週 　・せん断力に対する設計
14週 　・部材の断面設計演習
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅰ（近代デ
ザイン史）

科目基礎情報
科目番号 0166 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 阿部公正(監修)『世界デザイン史』美術出版社、1995年
担当教員 岩城 考信
到達目標
1.  19-20世紀におけるデザインの特徴を説明できる。
2.  19-20世紀におけるデザインと産業技術の関係を説明できる。
3.  19-20世紀におけるデザインと社会の関係を説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
19-20世紀におけるデザインの特
徴

19-20世紀におけるデザインの特
徴を適切に説明できる。

19-20世紀におけるデザインの特
徴を説明できる。

19-20世紀におけるデザインの特
徴を説明できない。

19-20世紀におけるデザインと産
業技術の関係

19-20世紀におけるデザインと産
業技術の関係を適切に説明できる
。

19-20世紀におけるデザインと産
業技術の関係を説明できる。

19-20世紀におけるデザインと産
業技術の関係を説明できない。

19-20世紀におけるデザインと社
会の関係

19-20世紀におけるデザインと社
会の関係を適切に説明できる。

19-20世紀におけるデザインと社
会の関係を説明できる。

19-20世紀におけるデザインと社
会の関係を説明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要
　近代デザインは産業革命から始まる技術革新、社会構造・思想の変化と密接な関係を持つ。そこで、本授業では近代
デザインの意匠的特徴を理解し、さらに授業やレポート作成を通して知的探求心を身につけることを目的とする。
　まず、産業革命以降のデザインについて19世紀を中心に解説する。次に、本講義の主題となる20世紀前半のデザイン
について解説する。

授業の進め方と授業内
容・方法

　講義形式で行う本授業は、デザインを通して19-20世紀のデザイナーと技術者の活動を追体験するものであり、21世
紀に技術者になろうとする学生へ有用な視点を提供するものである。事前・事後学習としての課題を実施する．

注意点 授業で扱う内容に関連する建築物や作品を学生自らが選び、事前調査を行った上で実見し、レポートする課題を課す。
レポート未提出者には単位を与えない。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 概説 デザイン史を理解するための基礎を身につける。

2週 19世紀のデザインと産業技術・社会1 「近代デザインの始まり」や「イギリスの伝統と変化」に
ついて理解する。

3週 19世紀のデザインと産業技術・社会2 「アール・ヌーヴォー」について理解する。
4週 19世紀のデザインと産業技術・社会3 「ウィーンの分離派」について理解する。
5週 20世紀のデザインと産業技術・社会1 「芸術と産業の融合」について理解する。
6週 中間試験 総合的な理解度を問う。

7週 答案返却・解答説明
20世紀のデザインと産業技術・社会2 「鉄筋コンクリートの開拓」について理解する。

8週 20世紀のデザインと産業技術・社会3 「 近代建築の発展」について理解する。
9週 20世紀のデザインと産業技術・社会4 「バウハウス」について理解する。
10週 20世紀のデザインと産業技術・社会5 「都市とデザイン」について理解する。
11週 20世紀のデザインと産業技術・社会6 「オランダの近代デザイン」について理解する。
12週 20世紀のデザインと産業技術・社会7 「ロシアの近代デザイン」について理解する。
13週 20世紀のデザインと産業技術・社会8 「日本近代の建築とデザイン」について理解する。　
14週 20世紀のデザインと産業技術・社会8 「戦後のデザイン」について理解する。
15週 期末試験 総合的な理解度を問う。
16週 答案返却・解答説明 全体的な理解度を高める。

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ レポート 合計

総合評価割合 90 0 0 0 0 10 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 90 0 0 0 0 10 100
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 プロジェクトデザイン工学総
合ゼミⅠ

科目基礎情報
科目番号 0167 科目区分 専門 / 必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作テキスト
担当教員 中迫 正一,野村 高広,藤井 敏則,間瀬 実郎,木村 善一郎,小倉 亜紗美
到達目標
１．社会人としての基礎的素養を身に付ける。
２．他分野の研究に関する意義を理解できる。
３．他分野の研究に関する手法および技術を理解できる。
４．理解を深めるための質疑応答ができる。
５．報告書などを期限内に提出できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 社会人としての基礎的素養を身に
付け、適切に活用できる。

社会人としての基礎的素養を身に
付け、活用できる。

社会人としての基礎的素養を身に
付けていない。

評価項目2
他分野の研究に関する意義、手法
および技術を適切に理解し、質疑
応答が適切にできる。

他分野の研究に関する意義、手法
および技術を理解し、質疑応答が
できる。

他分野の研究に関する意義、手法
および技術を理解できず、質疑応
答ができない。

評価項目3 報告書などをすみやかに期限内に
提出できる。

報告書などを期限内に提出できる
。

報告書などを期限内に提出できな
い。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SD), JABEE 環境都市（G）
教育方法等

概要

前期はインターンシップの教育効果を高めるために，集中講義形式（15週分）で実施し，社会人としての基礎的素養を
学修する。後期は機械工学・電気工学・土木工学・建築学に関する卒業研究について討議することにより，他分野の専
門知識を広め，多角的な視点を身に付ける。また，様々な機器，試験機および測定器や研究方法を学修し，課題を発見
し，解決する感性を育む。本授業は就職や就職後の業務に関連する．ESDにおいて、価値の多様性を認識し，尊重する
素養を身に付けることに関連する。【複数教員担当方式】
この科目の前期は，インターンシップの教育効果を高めることを目的とし，演習形式で授業を行うものである。前期
15週のうち，第1週から第6週の授業は，民間企業で人材教育等を担当していた者が担当する。

授業の進め方と授業内
容・方法

演習を基本とする。
この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習として研修報告書，発表資料，質疑応答に関する報告書の作成が必要
です．
１．ガイダンス
　・プロジェクトデザイン工学総合ゼミの理念と進行方法
２．社会人基礎力向上研修
　・社会人の基礎的マナー
　・ロジカルシンキング
　・チームワーク向上のためのワークショップ
　・コミュニケーションスキル向上のためのワークショップ
　・課題発見とブレインストーミング
３．卒業研究に関する討議
　・本科で実施した卒業研究の内容を発表し、討議を行う。
　・概要については英語でスピーチ（2分）を行う。
　・他分野からの質問を3つ以上受ける。
　・英語の質問を1つ以上受ける。
　・質疑応答について、日本語及び英語で報告書にまとめる。
４．まとめ
　・総合ゼミⅠ全体の振り返り
　・学習内容の応用研究・特別研究テーマへの反映

注意点 　分からないところや疑問点を残さないように演習中は言うに及ばず随時教員あるいは当該専門分野の学生に質問に行
き，分からないところや疑問点を無くして次の課題に望むこと．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンスおよび社会人基礎力向上研修１ プロジェクトデザイン工学総合ゼミの理念と進行方法を理
解すること。

2週 社会人基礎力向上研修１ 社会人の基礎的マナーを理解し、活用できること。
3週 社会人基礎力向上研修１ ロジカルシンキングを理解し、活用できること。
4週 社会人基礎力向上研修２ チームワークを理解し、活動できること。
5週 社会人基礎力向上研修２ コミュニケーションスキルを理解し、活用できること。

6週 社会人基礎力向上研修２ 課題発見のためのブレインストーミングを実施し、その方
法を理解し、活用できること

7週 社会人基礎力向上研修２ 同上
8週 社会人基礎力向上研修３ 同上
9週 社会人基礎力向上研修３ 同上
10週 社会人基礎力向上研修３ 同上
11週 社会人基礎力向上研修３ 同上
12週 社会人基礎力向上研修４ 同上
13週 社会人基礎力向上研修４ 同上
14週 社会人基礎力向上研修４ 同上
15週 社会人基礎力向上研修４ 同上
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16週

後期

1週 機械工学における卒業研究に関する討議 本科で実施した卒業研究の内容を発表し、討議を行うこと
ができること。

2週 機械工学における卒業研究に関する討議 概要については英語でスピーチ（2分）を行うことができる
こと。

3週 機械工学における卒業研究に関する討議 発表者は他分野からの質問を3つ以上受け、回答ができるこ
とができること。

4週 電気工学における卒業研究に関する討議 英語の質問を1つ以上受け、英語で回答できること。

5週 電気工学における卒業研究に関する討議 質疑応答について、日本語及び英語で報告書にまとめるこ
とができること。

6週 電気工学における卒業研究に関する討議 同上
7週 土木工学における卒業研究に関する討議 同上
8週 土木工学における卒業研究に関する討議 同上
9週 土木工学における卒業研究に関する討議 同上
10週 建築学における卒業研究に関する討議 同上
11週 建築学における卒業研究に関する討議 同上
12週 建築学における卒業研究に関する討議 同上
13週 まとめ 同上
14週 まとめ 同上
15週 まとめ 同上
16週 同上

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 45 0 0 55 0 100
基礎的能力 0 10 0 0 20 0 30
専門的能力 0 35 0 0 20 0 55
分野横断的能力 0 0 0 0 15 0 15
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用研究
科目基礎情報
科目番号 0168 科目区分 専門 / 必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 学修単位: 4
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 8
教科書/教材 事前研修はプリント配布、実習先で配布される学術図書等
担当教員 中迫 正一,野村 高広,藤井 敏則,間瀬 実郎,木村 善一郎
到達目標
1．自主的に実験等を計画・遂行し、得られた結果を解析して工学的に考察できること
2．研究成果を論理的に論文にまとめ、期限内に提出することができること
3．研究内容に関する口頭発表や討議ができること
評価方法：
・指導教員の評価50点　＝　研究への取り組み10点　＋　理解度10点　＋　創造性10点　＋　達成度10点　＋　倫理性10点
・論文集の評価30点　＝　構成10点　＋　文章力10点　＋　図表のまとめ方10点
（指導教員以外の教員２名に各項目毎に10点満点で評価し、各項目の平均をとる）
・プレゼンテーションの評価20点　＝　発表内容10点　＋　質疑応答10点
（専攻科に関わる複数教員が各項目毎に10点満の評価し、各項目の平均をとる）
・総合評価100点＝指導教員の評価50点＋論文集の評価30点＋プレゼンテーションの評価20点
評価基準：本研究について、設定した目標を60％以上達成していれば可、70％以上で良、80％以上であれば優とする。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
自主的に実験等を計画・遂行し、
得られた結果を適切に解析して工
学的に意味のある考察ができる。

研究を遂行し、得られた結果をあ
る程度工学的に考察することがで
きる。

実験等を計画的に実施することが
できない。または考察ができない
。

評価項目2 研究成果を論理的な文章で論文と
してまとめることができる。

執筆要領に沿った形式の論文を作
成し，ほぼ論理的に論文をまとめ
ている。

執筆要領に沿った形式の論文を作
成できない。または期限内に提出
できない。

評価項目3 研究内容に関して優れた口頭発表
を行い，適切に討議できる。

研究内容に関して内容が伝わるよ
うに口頭発表を行い，ある程度討
議ができる。

研究内容に関する発表ができない
。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC), JABEE 環境都市（G）
教育方法等

概要
本科における卒業研究を基礎として、さらにレベルの高い個別分野について専門知識の総合化と深化を図り、課題解決
に向けて広い視野から理論的、実践的に考究する能力と独創性を育英する。研究成果は学会誌等で公表することを目標
とし、学会･協会の講演会で発表することを推奨する。この応用研究は2年次の特別研究の準備にあたる。

授業の進め方と授業内
容・方法

指導教員の指導により研究を行う。
　本科で学んだ専門知識、技術の集大成とするための基盤となる研究活動を行う。各教員の研究をよく調べ、研究テー
マ・指導教員を選ぶ。指導教員により研究テーマおよび研究内容を提示し、計画を立て、実施する。研究の進捗に伴い
、データの収集・整理・考察・まとめを行い、応用研究発表論文の作成・提出と研究発表準備・発表を行う。
　この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習として応用研究論文の執筆及び発表資料の作成が必要です．

注意点
応用研究は、卒業研究と同様に科目毎に講義で学んだ知識を総合的に理解する貴重な科目である。分からないことを持
ち越すと研究が進まなくなる。適宜、指導教員に質問や相談をすること。専攻科在学中に学会・協会の講演会における
発表経験を必須としているので，計画的に学会発表の準備を進めること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 研究の実施 研究テーマ・指導教員を選ぶ
2週 研究の実施 研究テーマ・内容の提示
3週 研究の実施 研究年度計画の立案
4週 研究の実施 研究の進捗に伴い、データの収集・整理・考察を行う
5週 研究の実施
6週 研究の実施
7週 研究の実施
8週 研究の進行程度の確認
9週 研究の実施
10週 研究の実施
11週 研究の実施
12週 研究の実施
13週 論文の作成 応用研究発表論文の作成
14週 論文の作成
15週 応用研究発表会 応用研究発表論文の提出と研究発表
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 20 0 10 30 20 80
基礎的能力 0 0 0 0 0 20 20
専門的能力 0 20 0 0 30 0 50
分野横断的能力 0 0 0 10 0 0 10
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅰ（応用解
析法）

科目基礎情報
科目番号 0169 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 必要に応じプリント配布
担当教員 加納 誠二
到達目標
差分解析手法について説明できる
熱伝導型方程式の理論解を説明でき、差分解析法を用いて圧密問題の解析ができる。
波動方程式の理論解を説明でき、差分解析法を用いて弦の振動解析ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

差分解析手法について説明できる 差分解析手法について詳細に説明
できる 差分解析手法について説明できる 差分解析手法について説明できな

い

熱伝導型方程式の理論解を説明で
き、差分解析法を用いて圧密問題
の解析ができる。

熱伝導型方程式の理論解を説明で
き、差分解析法を用いて圧密問題
の解析ができ、理論解と数値解の
違いについて説明できる

熱伝導型方程式の理論解を説明で
き、差分解析法を用いて圧密問題
の解析ができる。

熱伝導型方程式の理論解を説明で
き、差分解析法を用いて圧密問題
の解析ができない。

波動方程式の理論解を説明でき、
差分解析法を用いて弦の振動解析
ができる。

動方程式の理論解を説明でき、差
分解析法を用いて弦の振動解析が
でき、理論解と数値解との違いに
ついて説明できる。

波動方程式の理論解を説明でき、
差分解析法を用いて弦の振動解析
ができる。

波動方程式の理論解を説明でき、
差分解析法を用いて弦の振動解析
ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC), JABEE 環境都市（A）, JABEE 環境都市（G）
教育方法等

概要
【平成31年度は教員の都合(出向)により開講しません】
現代の工学においては計算機を用いた数値シミュレーションが多用されており、これからの建設技術者は解析技術の基
礎を基本的素養として習得しておく必要がある。本講義では建設工学分野にかかわる問題を題材に偏微分方程式の数値
解析手法について習得する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義形式で行うが、レポート等課題を課し、授業中の質疑などにとって学習状況を確認する。

注意点 応用物理、応用数学、土質力学、防災工学、情報処理などの発展科目である。
【ESDとの関連】ESD2,ESD3、ESD4

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 微分方程式
偏微分

常微分方程式の解法を説明できる。
偏微分を説明できる

2週 差分解析法① ニュートン・ラプソ法などの数値積分法について説明でき
る

3週 差分解析法② 前進差分、中間差分、後退差分について説明できる

4週 熱伝導型方程式① 熱伝導型方程式の導出と変数分離を用いた理論解を説明で
きる

5週 熱伝導型方程式② 熱伝導型方程式の導出と変数分離を用いた理論解を説明で
きる

6週 フーリエ級数 フーリエ級数について説明できる
7週 フーリエ変換 フーリエ変換について説明できる
8週 中間試験 そこまでの学習内容の確認を行う
9週 1質点系モデルの応答① 減衰がない場合の1質点系モデルの応答について説明できる
10週 1質点系モデルの応答② 減衰がある場合の1質点系モデルの応答について説明できる
11週 波動方程式① 波動方程式の導出と変数分離を用いた理論解を説明できる
12週 波動方程式② 波動方程式の導出と変数分離を用いた理論解を説明できる
13週 圧密現象の差分解析 差分法を用いて圧密現象の数値解析ができる
14週 弦の振動の差分解析 差分法を用いて弦の振動の数値解析ができる
15週 期末試験 それまでの学習内容の確認を行うi

16週 答案返却と解答説明
まとめ

答案返却と解答説明
本講義のまとめを行う

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅰ（環境地
盤力学）

科目基礎情報
科目番号 0170 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 プリントを配布
担当教員 重松 尚久
到達目標
１．土の変形特性と強度特性を理解し，挙動を考察することができる。
２．土の構成式とその役割を理解し，説明することができる。
３．土の構成式で必要なパラメーターの決定方法を理解し，説明することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
土の変形特性と強度特性を理解し
，挙動を適切に考察することがで
きる。

土の変形特性と強度特性を理解し
，挙動を考察することができる。

土の変形特性と強度特性を理解し
，挙動を考察することができない
。

評価項目2 土の構成式とその役割を理解し
，適切に説明することができる。

土の構成式とその役割を理解し
，説明することができる。

土の構成式とその役割を理解し
，説明することができない。

評価項目3
土の構成式で必要なパラメーター
の決定方法を理解し，適切に説明
することができる。

土の構成式で必要なパラメーター
の決定方法を理解し，説明するこ
とができる。

土の構成式で必要なパラメーター
の決定方法を理解し，説明するこ
とができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC), JABEE 環境都市（D）, JABEE 環境都市（F）
教育方法等

概要
　地盤の性能設計を行うためには、地盤の変形解析および安定解析を行う必要がある。本講義では、土の力学特性を系
統的に理解し、地盤の挙動解析を行うために必要な基礎的理論を習得する。
　また、進路や人間力向上に関連するトピックスを適宜、紹介する。

授業の進め方と授業内
容・方法

・土の変形・強度特性、土・水連成場の支配方程式、土の構成式（応力～ひずみ関係式）、パラメータの決定方法につ
いて講義を行うとともに、解析事例の調査を行う。
・本科目は学修単位科目であるため，事前・事後の学習としてレポートを課す。

注意点
　地盤に関連した構造物の設計や地盤環境の評価を行う際には、地盤の変形量や応力状態、浸透水量や含水量分布など
を定量的に求めて評価する性能設計が取り入れられている。建設技術者として、土の特性を理解して適切なモデル化を
行い、最適な方法で解析・評価を行う技術を習得しておくことは重要である。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 土の変形挙動 粘性土の変形特性
2週 土の変形挙動 粘性土の変形特性
3週 土の変形挙動 砂質土の変形特性
4週 土の変形挙動 砂質土の変形特性
5週 土と水の場の方程式 連続体の概念
6週 土と水の場の方程式 場の方程式
7週 土と水の場の方程式 場の方程式
8週 土の構成式とその役割 構成式の概念
9週 土の構成式とその役割 弾性体の構成式
10週 土の構成式とその役割 弾塑性体の構成式
11週 土の構成式とその役割 Cam-Clayモデル
12週 土の構成式とその役割 Cam-Clayモデル
13週 パラメーターの決定 パラメータの役割り
14週 パラメーターの決定 パラメータの同定法
15週 期末試験
16週 解析事例 解析結果と実挙動の比較

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅰ（テラメ
カニクス）

科目基礎情報
科目番号 0171 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 使用しない．ノート講義で必要なものはプリントを配布する．
担当教員 重松 尚久
到達目標
1. 軟弱地盤および積雪地のの物理的性質，圧縮変形特性およびせん断変形特性を理解する．
2. 剛性車輪の走行状態を力学的に理解する．
3. 剛性履帯の走行状態を力学的に理解する．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
軟弱地盤および積雪地のの物理的
性質，圧縮変形特性およびせん断
変形特性を理解でき応用できる。

軟弱地盤および積雪地のの物理的
性質，圧縮変形特性およびせん断
変形特性を理解できる。

軟弱地盤および積雪地のの物理的
性質，圧縮変形特性およびせん断
変形特性を理解できない。

評価項目2
剛性車輪の走行状態を力学的に理
解でき応用でき
る。

剛性車輪の走行状態を力学的に理
解できる。

剛性車輪の走行状態を力学的に理
解できない。

評価項目3 態を力学的に理解でき応用できる
。

剛性履帯の走行状態を力学的に理
解できる。 態を力学的に理解できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC), JABEE 環境都市（D）
教育方法等

概要
建設機械の作業性能は，地盤材料である土や雪の強度・変形特性に大きく支配されるため，建設機械を用いて土木施工
を実施する土木技術者は地盤材料や土壌に対する充分な知識を持つ必要がある．本講義では，各種建設車両と地盤との
間における基本的な諸問題について，主として，車輪式車両および履帯式車両の支持力問題，路外通過性および車両の
機動性について学習する．

授業の進め方と授業内
容・方法

・講義を基本とする。各授業内容について参考資料を配付し，配付資料を中心に進める．不足カ所は補足説明を加える
。
・本科目は学修単位科目であるため，事前・事後の学習としてレポートを課す。

注意点 講義への出席率は100%を原則とする．3回以上欠席すれば，いかなる場合も不可とする．専門的な学問ではあるが，少
しでも興味がある人は受講して欲しい．また，授業の一環として，現場見学を行う予定である．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 概説
2週 軟弱地盤の力学 軟弱地盤の物理的性質を理解する。

3週 軟弱地盤の力学 軟弱地盤の圧縮変形特性およびせん断変形特性を理解する
。

4週 積雪地の力学 積雪地盤の物理的性質と圧縮変形特性およびせん断変形特
性を理解する。

5週 剛性車輪の走行力学 剛性車輪の静止状態走行力学を理解する。

6週 剛性車輪の走行力学 剛性車輪の駆動状態および制動状態の走行力学を理解する
。

7週 剛性車輪の走行力学 剛性車輪の制動状態の走行力学を理解する。
8週 剛性履帯式車両の走行力学 剛性履帯の静止状態走行力学を理解する。

9週 剛性履帯式車両の走行力学 剛性履帯の駆動状態および制動状態の走行力学を理解する
。

10週 剛性履帯式車両の走行力学 剛性履帯の制動状態の走行力学を理解する。
11週 たわみ性車輪の走行力学 剛性車輪とたわみ性車輪の力学特性の違いを理解する。
12週 たわみ性履帯式車両の走行力学 剛性履帯とたわみ性履帯の力学特性の違いを理解する。
13週 各種建設車両 各種建設車両の走行性の違いを理解する。
14週 タイヤの力学 タイヤの歴史と基本構造を理解する。
15週 期末テスト
16週 解答返却と解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅰ（電磁波
システム工学）

科目基礎情報
科目番号 0172 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 講義ノート、プリントを基本とする。
担当教員 黒木 太司
到達目標
1．電磁波回路の説明ができる
2．移動体通信方式が説明できる。
3．地上、衛星、両放送システムの概要が説明できる。
4．各種レーダ方式の概要が説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 移動体通信方式の現状とその将来
動向が説明できる

移動体通信方式の現状が説明でき
る

移動体通信方式の現状が説明でき
ない

評価項目2 放送システムの現状とその将来動
向が説明できる 放送システムの現状が説明できる 放送システムの現状が説明できな

い

評価項目3 レーダ方式の現状とその将来動向
が説明できる レーダ方式の現状が説明できる レーダ方式の現状が説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要
電波から光波までの広い周波数スペクトラムを有する電磁波を利用した、各種通信、放送、計測システムの現状とその
将来展望を講義する。具体的には携帯電話、スマートフォンに代表される移動通信システム、ラジオ、テレビに代表さ
れる放送システムと将来の統合型デジタル放送システム、CW、FM-CW、パルス、スペクトラム拡散等の各種方式を用
いたレーダの基礎とその応用分野などである。本授業では電磁波工学に関する応用学力を身につけることができる。

授業の進め方と授業内
容・方法 この科目は講義を基本としますが、学習単位科目のため、事前・事後学習としてレポート・課題等を実施します。

注意点 本科で学んだ電磁界理論、超高周波工学、電子回路、通信工学の知識をふまえ、将来電磁波システム技術者を希望する
学生のために必要な科目である。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 第一章　概論
2週 第二章　電磁波受動回路 共振系と伝送フィルタ
3週 第二章　電磁波受動回路 共振系と伝送フィルタ
4週 第三章　電磁波受動回路 結合伝送線路、非可逆素子
5週 第三章　電磁波受動回路 増幅器、発振器
6週 第三章　電磁波受動回路 変復調器、位相器
7週 中間試験 中間試験
8週 第四章　移動体通信システム 携帯電話システム
9週 第四章　移動体通信システム 高度交通システム
10週 第五章　放送システム 地上波デジタル放送システム
11週 第五章　放送システム 衛星放送システム

12週 第六章　レーダシステム レーダ方式の基礎、パルス、FMCW、二周波CW、スペク
トラム拡散レーダ

13週 第六章　レーダシステム パルス圧縮技術、追尾、合成開口面レーダ、バイスタティ
ックレーダ、イメージング

14週 第七章　その他の電磁波応用 電磁波医療応用、電磁波農業応用など
15週 期末試験 期末試験
16週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 30 0 0 ０ 10 0 40
専門的能力 50 0 0 0 10 0 60
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅰ（アドバ
ンストコントロール）

科目基礎情報
科目番号 0173 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 藤井 敏則
到達目標
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 制御工学の実験的な応用について
詳しく説明できる。

制御工学の実験的な応用について
説明できる。

制御工学の実験的な応用について
説明できない。

評価項目2 ロボット工学の基礎実験について
詳しく説明できる。

ロボット工学の基礎実験について
説明できる。

ロボット工学の基礎実験について
説明できない。

評価項目3 シーケンス制御の実験について詳
しく説明できる。

シーケンス制御の実験について説
明できる。

シーケンス制御の実験について説
明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要
本科で勉強した，制御工学，シーケンス制御，C言語，アセンブラ言語の知識や数学・物理学を応用して，ロボット制御
を実験的に勉強することが目的である。ロボット工学の基礎となる実験装置などを用いて応用的な制御方法を理解する
。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義および演習を基本とする。
この科目は学習単位科目のため、事前・事後学習としてレポート・課題等を実施します。

注意点 制御工学の応用分野であり多方面に応用されているので十分理解すること
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 実験説明
2週 実験 制御工学の実験的な応用について説明できる。
3週 実験 制御工学の実験的な応用について説明できる。
4週 実験 制御工学の実験的な応用について説明できる。
5週 実験 制御工学の実験的な応用について説明できる。
6週 ロボット制御の基礎 ロボット工学の基礎実験について説明できる。
7週 ロボット制御の基礎 ロボット工学の基礎実験について説明できる。
8週 ロボット制御の基礎 ロボット工学の基礎実験について説明できる。
9週 ロボット制御の基礎 ロボット工学の基礎実験について説明できる。
10週 ロボット制御の基礎 ロボット工学の基礎実験について説明できる。
11週 ロボット制御の基礎 ロボット工学の基礎実験について説明できる。
12週 ロボット制御の基礎 ロボット工学の基礎実験について説明できる。
13週 ロボット制御の基礎 ロボット工学の基礎実験について説明できる。
14週 ロボット制御の応用 シーケンス制御の実験について説明できる。
15週 ロボット制御の応用 シーケンス制御の実験について説明できる。
16週 まとめ

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 0 100 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 100 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅰ（ソフト
コンピューティング）

科目基礎情報
科目番号 0174 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 遺伝的アルゴリズム　（ソフトコンピュ-ティングシリ-ズ），坂和正敏 著，朝倉書店
担当教員 横瀬 義雄
到達目標
１．遺伝的アルゴリズムの基本を理解する。
２．遺伝に関する設計法を身に付ける。
３．進化的なパラメータの設定を理解する。
４．遺伝的アルゴリズムのプログラミングによりアルゴリズムの評価を行う。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 遺伝的アルゴリズムについて適切
に説明できる。

遺伝的アルゴリズムについて説明
できる。

遺伝的アルゴリズムについて説明
でない。

評価項目2 遺伝的アルゴリズムの高度な設計
ができる。

遺伝的アルゴリズムの設計ができ
る。

遺伝的アルゴリズムの設計ができ
ない。

評価項目3 高度な遺伝的プログラミングがで
きる。 遺伝的プログラミングができる。 遺伝的プログラミングができない

。
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要
ソフトコンピューティングの分野である遺伝的アルゴリズムについて学習する。概要から、アルゴリズムの設計法を学
び、設計にあわせたプログラミングを行う。プログラムの実証には逆問題最適化の例を用いながらその性能を評価する
。

授業の進め方と授業内
容・方法

座学を基本とし、遺伝的アルゴリズムの設計後にプログラミングにより評価する。この科目は学修単位科目のため，事
前・事後学習としてレポートを実施します。

注意点 学習ツールとしてC言語プログラミングを用いるので、プログラミングが苦手な学生は十分に準備してくること。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ソフトコンピューティング概要
遺伝的アルゴリズム

ソフトコンピューティング概要
遺伝的アルゴリズムの歴史
遺伝的アルゴリズムの概要

2週 遺伝的アルゴリズム 遺伝的アルゴリズムの基本的動作
3週 基本的アルゴリズムと遺伝的オペレータ 簡単な関数最適化の例
4週 基本的アルゴリズムと遺伝的オペレータ 遺伝子の表現
5週 基本的アルゴリズムと遺伝的オペレータ 適合度とスケーリング
6週 基本的アルゴリズムと遺伝的オペレータ 遺伝的アルゴリズムの設計
7週 中間試験 中間試験
8週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明

9週 遺伝的プログラム 進化戦略
進化的プログラミング

10週 遺伝的プログラム 進化的プログラミング
11週 遺伝的プログラム 遺伝的プログラミング
12週 遺伝的プログラム 遺伝的プログラミング
13週 最適化と遺伝的アルゴリズム 最適化問題
14週 最適化と遺伝的アルゴリズム 最適化問題
15週 期末試験 期末試験
16週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 0 30 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 0 30 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅰ（インフ
ォメーションテクノロジ）

科目基礎情報
科目番号 0175 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 教科書なし/電子化された教材を使用
担当教員 井上 浩孝
到達目標
1.   機械学習の基礎知識を理解する。
2．機械学習の実装方法を理解する。
3．目的の問題を解決するのに適した機械学習アルゴリズムを理解する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 機械学習の基礎知識が適切に説明
できる。

機械学習の基礎知識が説明できる
。

機械学習の基礎知識が適切に説明
できない。

評価項目2 機械学習の実装方法が適切に説明
できる。

機械学習の実装方法が説明できる
。

機械学習の実装方法が説明できな
い。

評価項目3
目的の問題を解決するのに適した
機械学習アルゴリズムが適切に説
明できる。

目的の問題を解決するのに適した
機械学習アルゴリズムが説明でき
る。

目的の問題を解決するのに適した
機械学習アルゴリズムが説明でき
ない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要
本講義はインフォメーションテクノロジで脚光を浴びている機械学習の基礎をひととおり学ぶもので、従来広く利用さ
れている機械学習の手法から近年注目を浴びているディープラーニングまでを学習し、実際の問題に実践できるように
なることを目的とする。今後、機械学習を用いたデータ分析を行う技術は、情報工学、インフォメーションテクノロジ
の分野において必要不可欠な能力である。

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は情報処理演習室で電子化されたテキストを読み進めながら、演習を行うことで機械学習の理論を学び、実践方法
を習得する。レポート提出物の内容によって学習状況を確認する。この科目は学習単位科目のため、事前学習として電
子化されたテキストを事前に読んでおくこと。また、事後学習としてレポートやオンラインテストを実施する。

注意点
本講義はe-learning形式により向上心、積極性、応用力、公共心、問題解決能力、責任感、論理性を身につけることがで
きる。講義の前には事前にテキストに目を通し、予習をしておくこと。また、学習した内容を知識として定着させるた
めに、テキストを復習することが望ましい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 機械学習とは 機械学習の３つの方法が説明できる。
2週 分類問題を単純な機械学習で解く 単純な機械学習のアルゴリズムが説明できる。
3週 次元削減でデータを圧縮 次元削減でデータをあっクシュする方法が説明できる。

4週 モデルの評価 モデルの評価ができ、パイパーパラメータをチューニング
することができる。

5週 アンサンブル学習 アンサンブル学習について説明できる。
6週 感情分析 機械学習を用いた感情分析について説明ができる。
7週 回帰分析 連続値を取る目的変数の予測について説明できる。
8週 クラスタ分析 ラベルなしデータの分析について説明できる。

9週 多層人工ニューラルネットワークを一から実装 多層人工ニューラルネットワークの仕組みについて説明で
きる。

10週 TensorFlowとKerasを用いたニューラルネットワーク設計
の効率化

TensorFlowとKerasを用いて効率的にニューラルネットワ
ークを設計できる。

11週 画像の分類 ディープ畳み込みニューラルネットワークの仕組みを説明
できる。

12週 GPUを用いたディープ畳み込みニューラルネットワークの
トレーニングの高速化

GPUを用いてディープ畳み込みニューラルネットワークの
トレーニングを高速化する方法について説明できる。

13週 系列データのモデル化 リカレントニューラルネットワークとLSTMが説明できる。
14週 総合演習 機械学習アルゴリズムが説明できる。
15週 期末試験
16週 解答返却・解答説明 期末試験内容の理解を深める。

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 数学応用工学Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 0180 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 碓氷久他著「はじめて学ぶベクトル空間」（大日本図書）および配布プリント
担当教員 影山 優
到達目標
1. 線形写像と行列の関係，固有値と固有ベクトルが理解できる。
2. 部分空間の基底と次元を求めることができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
線形写像と行列の関係，固有値と
固有ベクトルが適切に理解できる
。

線形写像と行列の関係，固有値と
固有ベクトルが理解できる。

線形写像と行列の関係，固有値と
固有ベクトルが理解できない。

評価項目2 部分空間の基底と次元を適切に求
めることができる。

部分空間の基底と次元を求めるこ
とができる。

部分空間の基底と次元を求めるこ
とができない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SB) , JABEE 環境都市（A）
教育方法等
概要 本科で一通りベクトル，行列，行列式，固有値を学んでいるが，その復習を行いながら，ベクトル空間，部分空間，基

底，線形写像について学習する。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義および演習を基本とする。この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポートやオンラインテストを
実施します。
また，授業内容を理解するため自ら自主的に復習することが必要です。

注意点
難しく感じる場合は具体的な例について考察し、抽象的な定義と比較することで概念が理解できると思います。
簡単に思えていても、抽象化が進んでいきいつの間にか何も意味が分からないという状態に陥る危険性があります。
自分が何を理解していて、何が分かっていないか常に振り返りながら学習してください。不明な点など質問は随時受け
付けます。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ベクトル・行列 ベクトル，内積，行列，行列式などを理解している。
2週 ベクトル・行列 連立1次方程式を解くことができる。
3週 数ベクトル空間 線形独立かどうか判定できる。
4週 数ベクトル空間 基底を求めることができる。
5週 数ベクトル空間 正規直交基底を求めることができる。
6週 線形変換・線形写像 線形変換を表す行列を求めることができる。
7週 中間試験
8週 線形変換・線形写像 固有値・固有ベクトルを求めることができる。
9週 線形変換・線形写像 行列の対角化ができる。
10週 部分空間 部分空間を理解し，その基底を求めることができる。
11週 部分空間 線形写像の核，像を求めることができる。
12週 部分空間 直交補空間について理解している。
13週 いろいろなベクトル空間 一般のベクトル空間について理解している。

14週 いろいろなベクトル空間 複素ベクトル空間を理解している。
簡単な行列のジョルダン標準形を計算できる。

15週 学年末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 事前・事後学習

のレポートなど その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅰ（数値流
体工学）

科目基礎情報
科目番号 0181 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 プリント配布
担当教員 野村 高広
到達目標
1．熱流体現象に対する運動方程式，境界条件，無次元数の意味が説明できること
2．運動方程式の無次元化および差分法により，流れ場などの数値計算ができること
3．数値計算の結果から，流れ場，温度場などを図示し，現象を説明することができること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
熱流体現象に対する運動方程式
，境界条件，無次元数の意味が的
確に説明できること

熱流体現象に対する運動方程式
，境界条件，無次元数の意味が説
明できること

熱流体現象に対する運動方程式
，境界条件，無次元数の意味が説
明できない

評価項目2
運動方程式の無次元化および差分
法により，流れ場などの数値計算
が適切にできること

運動方程式の無次元化および差分
法により，流れ場などの数値計算
ができること

運動方程式の無次元化および差分
法により，流れ場などの数値計算
ができない

評価項目3
数値計算の結果から，流れ場，温
度場などを図示し，現象を的確に
説明することができること

数値計算の結果から，流れ場，温
度場などを図示し，現象を説明す
ることができること

数値計算の結果から，流れ場，温
度場などを図示し，現象を説明す
ることができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要
熱を伴う流動現象に対して，支配方程式の導出方法，支配方程式の無次元化方法，差分法による数値計算方法，速度場
・温度場・流線の表示方法までの一連の熱流体数値計算の基本作業の修得を目的とする．就職や進学に関わる科目であ
る．

授業の進め方と授業内
容・方法

講義および演習を基本とする．各テーマごとの演習による課題を課すとともにレポートを義務付け，提出物の評価の内
容によって学習状況を確認する．
また，この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポート・課題等を実施する。

注意点
４つの代表的な熱流体問題に対して表計算を利用して各自計算する．一カ所でも計算式にミスがあると解は発散してし
まうことが多いので，粘り強く慎重に取り組んで欲しい．数値計算法の基礎を修得すれば，熱流体に関わらず，様々な
物理現象に応用できるので，わからないところを残すことの無いように取り組んで欲しい．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 数値熱流体力学の概要説明 熱流体現象に対する運動方程式，境界条件，無次元数の意
味が説明できること

2週 表計算による数値計算法 運動方程式の無次元化および差分法により，流れ場などの
数値計算ができること

3週 平行平板間二次元ポテンシャル流れ 数値計算の結果から，流れ場，温度場などを図示し，現象
を説明することができること

4週 流入・流出位置の影響，障害物の影響 数値計算の結果から，流れ場，温度場などを図示し，現象
を説明することができること

5週 結果の考察とまとめ 数値計算の結果から，流れ場，温度場などを図示し，現象
を説明することができること

6週 平行平板間二次元粘性流れ 数値計算の結果から，流れ場，温度場などを図示し，現象
を説明することができること

7週 中間試験
答案返却・解答説明

8週 障害物，Reの影響 数値計算の結果から，流れ場，温度場などを図示し，現象
を説明することができること

9週 結果の考察とまとめ 数値計算の結果から，流れ場，温度場などを図示し，現象
を説明することができること

10週 ベナール対流，カルマン渦列 数値計算の結果から，流れ場，温度場などを図示し，現象
を説明することができること

11週 Re，Ra，アスペクト比の影響 数値計算の結果から，流れ場，温度場などを図示し，現象
を説明することができること

12週 結果の考察とまとめ 数値計算の結果から，流れ場，温度場などを図示し，現象
を説明することができること

13週 長方形管内等の自然対流 数値計算の結果から，流れ場，温度場などを図示し，現象
を説明することができること

14週 Re，Ra，Pr，アスペクト比の影響 数値計算の結果から，流れ場，温度場などを図示し，現象
を説明することができること

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 演習レポート 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 30 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
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専門的能力 70 30 0 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅰ（弾性設
計学）

科目基礎情報
科目番号 0182 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 自作テキスト
担当教員 上寺 哲也
到達目標
1．三次元弾性の基礎的な問題が計算できること．
2．有限要素法による基礎的な構造解析ができること．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 三次元弾性の基礎的な問題が適切
に計算できる

三次元弾性の基礎的な問題が計算
できる

三次元弾性の基礎的な問題が計算
できない

評価項目2 有限要素法による構造解析が適切
にできる

有限要素法による構造解析ができ
る

有限要素法による構造解析ができ
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要

本科で学習した材料力学Ⅰおよび材料力学Ⅱの基礎的知識を必要とする科目．また，一歩進んだ材料強度設計法を学習
する科目．
弾性論を中心に授業を行い，二次元及び三次元弾性の基礎方程式に関する講義を行う．また，有限要素法を使用して
，基礎的な構造解析を行う．
本授業は，就職に関連する．

授業の進め方と授業内
容・方法

講義と補助的に演習を行う．
また，この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポート・課題等を実施する．

注意点 事象に関連する問題点を自分自身で探し，理解を広めるよう広範囲の学習をすること．
質問がある場合には，放課後やオフィスアワーを利用して積極的に質問に来ること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 緒論
2週 二次元及び三次元弾性 二次元弾性の応力とひずみ
3週
4週
5週 　三次元弾性の応力とひずみ
6週
7週
8週 　主応力，ひずみエネルギー
9週
10週 構造解析 二次元及び三次元弾性構造解析
11週
12週
13週
14週
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅰ（医用工
学）

科目基礎情報
科目番号 0183 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 自作テキスト
担当教員 岩本 英久
到達目標
１．医用工学の技術的基礎と倫理観を理解すること
２．医学的見地を理解すること
３．医療技術に関する知識として循環器系，呼吸器系，神経系の計測に関する知識を有すること
４．医療機器や医療情報システムに関する知識を有すること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
医用工学の技術的基礎と倫理観お
よび医学的見地を適切に理解でき
る

基礎と倫理観および医学的見地を
理解できる

基礎と倫理観および医学的見地を
理解できない

評価項目2 循環器系，呼吸器系，神経系の計
測について適切に理解できる

循環器系，呼吸器系，神経系の計
測について理解できる

循環器系，呼吸器系，神経系の計
測について理解できない

評価項目3 医療機器や医療情報システムを適
切に理解できる

医療機器や医療情報システムを理
解できる

医療機器や医療情報システムを理
解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要
　医療現場で応用されている工学技術について、医療に対する工学の役割や問題点について解説する。また、医療現場
で使用されている心電計の原理やX線CTやMRI装置の構造、および医療情報サービスについて学ぶ。本授業は医療関連企
業への就職に関連する。また、進路や人間力向上に関連するトピックスは適宜、紹介する。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義および学生自身による調査発表を基本とする。
１．医用工学の技術的基礎と倫理観
２．医学的見地について
３．医療技術に関する知識として循環器系，呼吸器系，神経系の計測
４．医療機器や医療情報システム
この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポート・課題などを実施する。

注意点 前に教科書に目を通し,疑問点を明確にしておく。調査すべき課題（発表）についてはパワーポイントで整理する。発表
に関する配布資料は各自で印刷する。発表データは発表当日に提出する。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 医用工学とは 医用工学について理解できる
2週 医用工学発展の歴史１（心電計） 医用工学発展の歴史１（心電計）について理解する

3週 医用工学発展の歴史２（脳波計・血圧計） 医用工学発展の歴史２（脳波計・血圧計）について理解す
る

4週 医用電子機器の種類 医用電子機器の種類について理解する
5週 人体からの情報収集・生体物性 人体からの情報収集・生体物性について理解する
6週 医用電子回路 医用電子回路について理解する
7週 中間試験 60%以上の評価を得る。

8週 答案返却・解答、各種医用機器 振り返り、不足部分を補完し、各種医用機器について理解
する

9週 患者監視システム 患者監視システムについて理解する
10週 画像診断装置 画像診断装置について理解する
11週 治療装置1(電気メスなど） 治療装置1(電気メスなど）について理解する
12週 治療装置2（放射線治療器など） 治療装置2（放射線治療器など）について理解する
13週 人体機能補助装置 人体機能補助装置について理解する
14週 医療情報システム・安全対策 医療情報システム・安全対策について理解する
15週 期末試験 60%以上の評価を得る。
16週 答案返却・解答説明 振り返り、不足部分を補完できる。

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅰ（メカト
ロニクス特論）

科目基礎情報
科目番号 0184 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 鷹野　英司　川嶌 俊夫　著　　　「 センサの技術」 （理工学社）
担当教員 吉川 祐樹
到達目標
１．センサの基本的事項およびその取扱いと活用について理解できること．
２．光，温度，磁気等の各種センサの種類や動作について理解できること．
３．センサとマイクロコンピュターとの結合方法や基本的技術について理解できること．
４．センサの現状と課題について理解できること．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
各センサーを理解し，マイクロコ
ンピューターと連動させて回路設
計ができる

各センサーを理解し，マイクロコ
ンピューターと連動させて基本的
な回路設計ができる

各センサーを理解しておらず，マ
イクロコンピューターと連動させ
て基本的な回路設計ができない

評価項目2
センサーの現状と課題について理
解し，課題に合わせた回路を自ら
設計できる

センサーの現状と課題について理
解し，課題に合わせた基本的な回
路を自ら設計できる

センサーの現状と課題について理
解しておらず，課題に合わせた基
本的な回路を自ら設計できない

評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要
光，温度，磁気等の各種センサの種類や動作について学び，これらセンサとマイクロコンピュターとの結合方法や基本
的技術について学習することを目的とする．本講義では，機械工学と電子工学の両面を理解し，就職後にも役に立つ知
識を身につける．

授業の進め方と授業内
容・方法

講義および学生による発表を基本とする．
また，この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポート・課題等を実施する．

注意点
本講義では学生による発表課題があります．発表を通じてプレゼンテーションのやり方を勉強し，また質問することで
人に意見を伝える練習を行います．社会に出てからも必要とされるプレゼンテーション能力を磨く良い機会ですので是
非大勢の学生の受講を希望します．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 センサ概論
2週 センサ概論
3週 センサ概論
4週 各種センサの動作原理とその応用
5週 各種センサの動作原理とその応用
6週 各種センサの動作原理とその応用
7週 中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 各種センサとその応用
10週 各種センサとその応用
11週 マイクロコンピュータとセンサ
12週 マイクロコンピュータとセンサ
13週 マイクロコンピュータとセンサ
14週 マイクロコンピュータとセンサ
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 ポートフォリオ 相互評価 態度 その他 合計

総合評価割合 100 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0
専門的能力 60 0 0 0 0 60
分野横断的能力 40 0 0 0 0 40
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 物理応用工学
科目基礎情報
科目番号 0185 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 プリントを配布
担当教員 林 和彦
到達目標
１．力学と工学のつながりを理解し説明できる。
２．電磁気学と工学のつながりを理解し説明できる。
３．熱力学と工学のつながりを理解し説明できる。
４．光学と工学のつながりを理解し説明できる。
５．原子物理と工学のつながりを理解し説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 力学と工学のつながりを理解し的
確に説明できる

力学と工学のつながりを理解し説
明できる

力学と工学のつながりを理解し説
明できない

評価項目2 電磁気学と工学のつながりを理解
し的確に説明できる

電磁気学と工学のつながりを理解
し説明できる

電磁気学と工学のつながりを理解
し説明できない

評価項目3 熱力学と工学のつながりを理解し
的確に説明できる

熱力学と工学のつながりを理解し
説明できる

熱力学と工学のつながりを理解し
説明できない

光学と工学のつながりを理解し的
確に説明できる

光学と工学のつながりを理解し説
明できる

光学と工学のつながりを理解し説
明できない

原子物理学と工学のつながりを理
解し的確に説明できる

原子物理学と工学のつながりを理
解し説明できる

原子物理学と工学のつながりを理
解し説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SB) , JABEE 環境都市（A）
教育方法等

概要
工学の専門分野と物理の関係がどのようになっているか、商品開発に物理の知識がどのように活用されているか、物理
が歴史の中でどのように発展し活用されてきたかなど、物理を多面的に捉える視点を養うことで、物理の理解を深め、
物理を他の領域で活用できるようになることを目的とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習として課題発表があります。スライドによる講義を行い，必要に応じ
てプリントを配布して補足説明を行う。また，課題レポートを２回程度課す。物理学の知識があって初めて専門科目の
理解が深まります。これまでバラバラで学んできた知識をこの科目で統合し、物理的な思考ができるようになることを
この授業では目指します。

注意点 物理学の知識があって初めて専門科目の理解が深まります。これまでバラバラで学んできた知識をこの科目で統合し、
物理的な思考ができるようになることをこの授業では目指します。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 授業説明と物理の総復習
具体的な商品または部品や作業現場などで、物理の各単元
の現象がどのように活用されているのかを学ぶ。また、世
界史の中での物理の発展の様子や産業との関わりを学ぶ。

2週 物理と専門科目の関係性
具体的な商品または部品や作業現場などで、物理の各単元
の現象がどのように活用されているのかを学ぶ。また、世
界史の中での物理の発展の様子や産業との関わりを学ぶ。

3週 力学と工学の関係性
具体的な商品または部品や作業現場などで、物理の各単元
の現象がどのように活用されているのかを学ぶ。また、世
界史の中での物理の発展の様子や産業との関わりを学ぶ。

4週 力学と工学の関係性
具体的な商品または部品や作業現場などで、物理の各単元
の現象がどのように活用されているのかを学ぶ。また、世
界史の中での物理の発展の様子や産業との関わりを学ぶ。

5週 電磁気学と工学の関係性
具体的な商品または部品や作業現場などで、物理の各単元
の現象がどのように活用されているのかを学ぶ。また、世
界史の中での物理の発展の様子や産業との関わりを学ぶ。

6週 電磁気学と工学の関係性
具体的な商品または部品や作業現場などで、物理の各単元
の現象がどのように活用されているのかを学ぶ。また、世
界史の中での物理の発展の様子や産業との関わりを学ぶ。

7週 熱力学と工学の関係性
具体的な商品または部品や作業現場などで、物理の各単元
の現象がどのように活用されているのかを学ぶ。また、世
界史の中での物理の発展の様子や産業との関わりを学ぶ。

8週 熱力学と工学の関係性
具体的な商品または部品や作業現場などで、物理の各単元
の現象がどのように活用されているのかを学ぶ。また、世
界史の中での物理の発展の様子や産業との関わりを学ぶ。

9週 光学と工学の関係性
具体的な商品または部品や作業現場などで、物理の各単元
の現象がどのように活用されているのかを学ぶ。また、世
界史の中での物理の発展の様子や産業との関わりを学ぶ。

10週 光学と工学の関係性
具体的な商品または部品や作業現場などで、物理の各単元
の現象がどのように活用されているのかを学ぶ。また、世
界史の中での物理の発展の様子や産業との関わりを学ぶ。

11週 原子物理と工学の関係性
具体的な商品または部品や作業現場などで、物理の各単元
の現象がどのように活用されているのかを学ぶ。また、世
界史の中での物理の発展の様子や産業との関わりを学ぶ。

12週 原子物理と工学の関係性
具体的な商品または部品や作業現場などで、物理の各単元
の現象がどのように活用されているのかを学ぶ。また、世
界史の中での物理の発展の様子や産業との関わりを学ぶ。
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13週 まとめ実習
具体的な商品または部品や作業現場などで、物理の各単元
の現象がどのように活用されているのかを学ぶ。また、世
界史の中での物理の発展の様子や産業との関わりを学ぶ。

14週 まとめ実習
具体的な商品または部品や作業現場などで、物理の各単元
の現象がどのように活用されているのかを学ぶ。また、世
界史の中での物理の発展の様子や産業との関わりを学ぶ。

15週 最終発表会
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 60 0 0 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 30 0 0 20 0 50
分野横断的能力 0 30 0 0 20 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 インターンシップ
科目基礎情報
科目番号 0186 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実験・実習 単位の種別と単位数 学修単位: 10
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専1
開設期 前期 週時間数 前期:20 後期:0
教科書/教材 事前研修はプリント配布、実習先で配布される学術図書等
担当教員 中迫 正一,野村 高広,藤井 敏則,間瀬 実郎,木村 善一郎
到達目標
１．社会人として必要な自主性、創造性、社会性等の基本を身につける
２．実習計画に沿って実習を行うとともに実習日誌の作成を通して日々の実習内容を振り返る
３．インターンシップの成果を報告会で報告できる
評価方法　学外実習機関の指導責任者による所見および実習報告書５０％、実習発表会５０％で評価
評価基準　達成目標の６０％以上が達成できていると総合的に判断すれば合格とする。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
社会人として必要な自主性，創造
性，社会性等の基本を身に付け
，インターンシップに十分に活用
できる

社会人として必要な自主性，創造
性，社会性等の基本を身に付け
，インターンシップにある程度活
用できる

社会人として必要な自主性，創造
性，社会性等の基本を身に付ける
ことができないあるいはインター
ンシップにほとんど活用できない

評価項目2
実習計画に沿って適切に実習でき
，実習日誌を十分に活用して実習
内容を振り返ることができる

実習計画に沿って実習でき，実習
日誌を使って実習内容を振り返る
ことができる

実習計画に沿った実習がまったく
できない，あるいは，実習日誌を
作成できていない

評価項目3
インターンシップの成果について
，報告会において優れたプレゼン
テーションで報告できる。

インターンシップの成果を報告会
で報告できる

インターンシップの成果を報告会
で報告できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC), JABEE 環境都市（H）
教育方法等

概要
これまで学修してきた専門分野に対応する校外実習機関（企業や大学等）において、専門分野に関連する実習を行い、
技術に対する社会の要請を習得するとともに学問の意義を認識し、エンジニアとしての自主性を養成する。インターン
シップ前に社会人として必要な自主性、社会性の基本を身に着けるため、事前研修を行う。【複数教員担当方式】
この科目は校外実習機関（企業や大学等）において、実習形式で授業を行うものである。

授業の進め方と授業内
容・方法

学内にて事前教育を行った後、学外機関にて実習を行う。
【自学自習の実施内容と確認方法】この科目は学修単位科目のため，インターンシップに関する書類の作成，事前研修
レポート課題，インターンシップ期間中の実習日誌，報告会プレゼンテーション資料の内容により学習状況を確認する
。

注意点

インターンシップ機関の選定は将来就職したい会社・職種を選ぶこと。

実習期間中は傷害保険に必ず加入すること。学問と生産の関係を体験することにより自己能力を開発する基礎を養うこ
とを望む。
派遣先での実習は5月9日以降～７月下旬とし、履修実時間数は１日８時間、週５日の場合9週間以上とする。
履修実時間数360時間以上のインターンシップ期間を満了しない場合は評価は行わない。上記履修時間数には、インター
ンシップ報告会(報告書作成等を含む最大８時間)を含めることができる。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 インターンシップ概要説明と実習先決定 実習概要、実習先の調整、受け入れ条件把握

2週 インターンシップ事前教育・研修 社会人として必要な自主性、創造性、社会性等の基本を身
に付ける

3週 インターンシップ機関での実習実施  実習先から要求された必要知識を予習する
4週 インターンシップ機関での実習実施 実習内容を習得するとともに自主性を養成する
5週 インターンシップ機関での実習実施 実習日誌の作成を通して日々の実習を把握する
6週 インターンシップ機関での実習実施 インターンシップ機関の責任者と連携して教育する
7週 インターンシップ機関での実習実施 ・機械工学分野の学生は機械工学系の職務内容を行う。

8週 インターンシップ機関での実習実施 ・電気情報工学分野の学生は電気電子工学系の職務内容を
行う。

9週 インターンシップ機関での実習実施 ・環境都市工学分野の学生は土木工学系の職務内容を行う
。

10週 インターンシップ機関での実習実施 ・建築学分野の学生は建築学系の職務内容を行う。
11週 インターンシップ機関での実習実施
12週 インターンシップ機関での実習実施
13週 インターンシップ機関での実習実施
14週 インターンシップ機関での実習実施
15週 インターンシップ機関での実習実施
16週 実習成果報告会 8月に報告会において成果を発表する

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 50 0 0 50 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 50 0 0 50 0 100

- 30-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 プロジェクトマネジメント
科目基礎情報
科目番号 0082 科目区分 一般 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 自作テキスト/プロジェクトマネジメント入門
担当教員 高田 一貴
到達目標
１．プロジェクトマネジメントの重要ポイントである、用語、プロセス群、知識エリアなどの基礎的事項を理解すること。
２．与えられた制約の中で計画的に仕事を進めるため、プロジェクトマネジメントの技法を理解すること。
３．プロジェクトマネジメントに関して、調査及び資料作成、プレゼンテーションを行うことができること。
４．プロジェクトマネージャーの実務を想定した業務遂行のシナリオを描くことができること。

レポート提出、演習発表のプレゼンテーションにより総合評価する。
・レポート　５０点
・演習　５０点

課題レポートは内容と提出状況、演習は各自がもつプロジェクトのマネジメント計画内容で評価する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

プロジェクトマネジメントの重要
ポイント、スコープ、コスト、納
期などについて、また、目標を設
定することの重要性を理解してい
る。

プロジェクトマネジメントの重要
ポイント、スコープ、コスト、納
期などについて、また目標を設定
することを理解している。

プロジェクトマネジメントの基礎
用語を理解していない。

評価項目2
プロジェクトを遂行するためのマ
ネジメント技法を十分理解してい
る。

プロジェクトを遂行するための、
マネジメント技法を理解している
。

プロジェクトを遂行するための、
マネジメント技法を理解していな
い。

評価項目3
課題に対し適切な調査を行い、説
得力のある内容にまとめている。
プレゼンの表現、質疑応答は的確
である。

課題に対し適切な調査を行い、適
切にまとめている。プレゼンの表
現、質疑応答は適切である。

課題の理解が不十分で、作成され
た資料が十分でなく、また、質問
の意図がわからず、応答の内容が
不明瞭。

評価項目4

与えられた課題を理解し、確実に
達成できると思われる内容で、プ
ロジェクトを遂行するシナリオを
描くことができる。演習課題のプ
レゼン表現、発表内容、質疑応答
は的確である。

与えられた課題を理解し、定量的
に目標を設定できる。演習課題の
プレゼン表現、発表内容、質疑応
答は適切である。

与えられた課題の理解、目標の設
定ができず、プロジェクトを遂行
するシナリオを描くことができな
い。演習課題のプレゼン表現、発
表内容、質疑応答は不十分である
。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SD), JABEE 環境都市（D）
教育方法等

概要

本科および専攻科で培った一般教養と専門知識、および卒業研究を遂行した経験を基礎として、プロジェクトマネジメ
ントの基本的な考えを理解し、プロジェクトの計画、遂行、管理に必要な技法、実践的な業務の進め方について学修す
る。
企業や組織の業務は、プロジェクト業務と定型業務に分けられ、主なプロジェクト業務は以下の３つに分類される。
①明確な特定の発注者（顧客）と受注者の間の契約によるプロジェクト。
②受注生産や技術開発などのプロジェクト。
③競争力や体質強化を目指して、企業の組織、風土等を変革させるプロジェクト。
また、プロジェクト実務遂行には技術力、マネジメント力、リーダーシップが求められる。
プロジェクトを成功に導く技法としてのプロジェクトマネジメントを理解し、企業や組織の持続的・継続的な発展に貢
献できる能力を身に着ける。
本講義は企業にて実際のプラント建設プロジェクトを経験した教員により実施される。

授業の進め方と授業内
容・方法

・授業時間（９０分×１コマ）/週×１５週に加えて演習課題を課す。
・具体的なプロジェクト事例の紹介を担当教員と企業関係者にて実施し、実際のプロジェクトを理解する。
・事前・事後学習として演習課題をレポートとして課し、実プロジェクトの内容と進め方について講義および企業講演
者より得た知見を整理したレポートを提出する。また、PD工学演習で進めている各プロジェクトについて、プロジェク
トマネジメントの観点より管理するドキュメントを作成・提出する。
・この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポート・課題等を実施する。

注意点
・企業や組織での業務を意識しながら、社会人としての姿勢で講義、課題、演習に取り組むこと。
・プロジェクト業務を進める上で必要となるマネジメントスキル（実務）に関する講義になるため、各自の学科専門科
目とは切り離して臨むこと。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 イントロダクション
プロジェクトマネジメントとは何か

2週
モダンプロジェクトマネジメント
プロジェクトマネジメントの基礎
・基礎用語
・プロセス群と知識エリア

基礎的事項を理解する
工業規格,ISO,PMBOK等を理解する

3週 プロポーザル段階におけるマネジメント(1)（提案書、入札
準備） プロポーザルの進め方と重要性について理解する

4週 プロポーザル段階におけるマネジメント(2)（具体的展開） プロポーザル段階において必要な検討事項を理解する

5週 プロジェクト事例紹介（1）
・ごみ焼却施設建設プロジェクト

プロジェクト業務の実務を理解する
（機械・電気・土木・建築分野を包含する実例）

6週
知識エリアのマネジメント(1)
・プロジェクトの各プロセスをマネジメントする具体的事
項

プロジェクトマネジャーに必要な能力とスキルを理解する
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7週

知識エリアのマネジメント2
計画フェーズ
・WBS作成
・スケジュール作成
・計画書作成

WBSを作成し、プロジェクト業務で取り組むべき事項を挙
げる
スケジュールを作成してクリティカルパスを特定する

8週 プロジェクト事例紹介(2)
・技術開発プロジェクトまたは建設プロジェクト

プロジェクト業務の実務を理解する
（機械・電気・環境・建築分野を包含）

9週
実行フェーズ（1）
・スコープ管理
・スケジュール管理
・プロジェクトマスタースケジュール作成

プロジェクトマネジャーに必要な能力とスキルを理解する

10週 実行フェーズ（2）
・リスク管理

プロジェクト遂行において重要となるリスクマネジメント
について理解する

11週
実行フェーズ（3）
・コスト管理
・調達管理

プロジェクトマネジャーに必要な能力とスキルを理解する

12週 プロジェクト事例(３)
・技術開発プロジェクトまたは建設プロジェクト

プロジェクト業務の実務を理解する
（機械・電気・環境・建築分野全部、またはそのうち幾つ
かを包含する分野）

13週
実行フェーズ(4)
・品質管理
・人的資源管理
・コミュニケーション管理

プロジェクトマネジャーに必要な能力とスキルを理解する

14週
実行フェーズ(5)
・変更管理
・監視・コントロールフェーズ
・終結フェーズ

プロジェクトマネジャーに必要な能力とスキルを理解する

15週 ・プロジェクトマネジメントの整理・まとめ。
16週

評価割合
レポート 演習 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 50 30 0 20 0 0 100
基礎的能力 20 10 0 20 0 0 50
専門的能力 10 10 0 0 0 0 20
分野横断的能力 20 10 0 0 0 0 30
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 日本語表現法
科目基礎情報
科目番号 0098 科目区分 一般 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 西尾宣明編『日本語表現法―書く技術・話す技術―』（樹村房）
担当教員 外村 彰
到達目標
　実践的にテキストの問題を解き進めながら、書く技術・話す技術を体得することで、社会で必要なコミュニケーション能力、ひいては日本語
の表現力を体験的に身につけることを目的とする。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 漢字・敬語の能力が研究者レベル
に達していること。

漢字・敬語の能力が通常の社会人
レベルに達していること。

漢字・敬語の能力が通常の社会人
レベルに達していないとみなされ
ること。

評価項目2 手紙の書き方、スピーチのルール
等を高度に体得していること。

手紙の書き方、スピーチのルール
等を社会常識程度に体得している
こと。

手紙の書き方、スピーチのルール
等を社会常識程度に体得できてい
ないこと。

評価項目3 プレゼンテーション力が研究者レ
ベルにまで向上していること。

プレゼンテーション力が通常の社
会人レベルにまで向上しているこ
と。

プレゼンテーション力が通常の社
会人レベルにまで満たされていな
いままでいること。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SA) , JABEE 環境都市（C）
教育方法等

概要
日本語で適切なコミュニケーションが出来ることは、全ての力の基本となるものであり、自己の内面を見つめ、他者と
の意思疎通をはかり、理解することは、人生の諸問題を解決するために必須となります。本講義は、その基本的言語能
力を身につけることを目標とした科目です。

授業の進め方と授業内
容・方法

テキストの各章の設問を毎回宿題とし、授業で確認した上で解答する。（１単位当たり、講義科目では３０時間、演習
科目では１５時間の自学自習が必要です。）定期試験７割＋演習（宿題）３割　６割以上を合格とする。

注意点
授業態度を重視する。態度不良者は:その都度減点対象とし、単位不認定に至ることがある。教科書を毎回持参して、積
極的に授業に参加すること。配布する講義資料用に、各自クリアファイルを所持しておくこと。授業中はくれぐれも真
摯な姿勢で、意欲的に受講すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス、漢字の表記 故事成語ないし難読漢字の学習、 総合漢字テスト実施

2週 誤用文・推敲の方法 漢字の表記（同音異義語など）、副詞の呼応、修飾句、主
述の関係

3週 原稿用紙の用法、修辞法 原稿用紙の使い方、慣用句など
4週 さまざまな熟語 類義語、対義語、四字熟語
5週 敬語の種類 敬語の種類、敬語の基本的な考え方
6週 ビジネス社会における敬語 敬語の誤用表現の訂正、電話、接客応対での敬語等
7週 手紙とはがき 手紙の書き方、その構成要素
8週 中間試験 書簡文（恩師に宛てた近況報告）

9週 討論会(1) 　「幸福」「生きがい」とは、「安楽死」の是非等、いわ
ゆるアポリアについて班毎に発表・討議する。

10週 討論会(2) 　「男女の友情」は成立するか、「死刑」の是非等、いわ
ゆるアポリアについて班毎に発表・討議する。

11週 討論会(3) 「正常」と「異常」の境界・宗教は我々に必要か等、いわ
ゆるアポリアについて班毎に発表・討議する。

12週 討論会(4) 自由と責任との関り、美と文化の本質等、いわゆるアポリ
アについて班毎に発表・討議する。

13週 ビジネス文書 案内状の作成、敬語の問題演習
14週 レポート・論文作成の手順 レポート・論文作成の準備（発想・調査・構成）
15週 期末試験 小論文

16週 答案返却・解答説明 答案返却後、人の心を動かすことについての意見文を作成
して提出　　　　

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 5 5 10 10 0 100
基礎的能力 70 5 5 10 10 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 科学総合英語
科目基礎情報
科目番号 0099 科目区分 一般 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材
石井　隆之ほか『Perfect Practice for the TOEIC L&R Test (Revised Edition)』（成美堂）/ 森田　鉄也 『TOEIC
TEST 単語　特急　新形式対策』（朝日新聞出版）／ALC　NetAcademy Next 「TOEIC L&R テスト730点突破コース
」

担当教員 蒲地 祐子
到達目標
1.学習する語彙を習得すること
2.リスニング演習を通じて，リスニング能力を向上させること
3.リーディング演習を通じて，リーディング能力を向上させること
4.TOEIC450点を最低クリアスコアとし、550点以上を目指す
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安(優) 標準的な到達レベルの目安(良) 未到達レベルの目安(不可)

評価項目1
学習する語彙を確実に習得し，適
切に話し言葉や書き言葉で使用す
ることができる

学習する語彙を習得することがで
きる

学習する語彙を習得するができな
い

評価項目2
リスニング演習を通じて，リスニ
ング能力を飛躍的に向上させるこ
とが

リスニング演習を通じて，リスニ
ング能力を向上させることができ
る

リスニング演習を通じて，リスニ
ング能力を向上させることができ
ない

評価項目3
リーディング演習を通じて，リー
ディング能力を飛躍的に向上させ
ること

リーディング演習を通じて，リー
ディング能力を向上させることが
できる

リーディング演習を通じて，リー
ディング能力を向上させることが
できない

評価項目4 TOEIC550点以上を達成すること
ができる

TOEIC４50点以上を達成すること
ができる

TOEIC450点以上を達成すること
ができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SA) , JABEE 環境都市（B）
教育方法等

概要
　英語によるコミュニケーションに必要な英文法の運用能力を磨き，総合的英語力伸長に必要なリスニングスキル習得
のためのリスニング演習およびリーディング演習を行う．また，語彙教材である『TOEIC TEST 単語　特急　新形式対
策』を利用して，毎回単語の小テストを行い，TOEIC点向上のために必要な語彙の強化を図る．また本授業は進学と就
職に関連し，進路や人間力向上に関連するトピックスを適宜紹介しながらコミュニケーション力を涵養する．

授業の進め方と授業内
容・方法

　テキストに従って演習形式で授業を進める．
　この科目は学修単位科目のため、ALC NetAcademy Next を用いた自学習の事前・事後にテストを実施します。

　

注意点

【評価方法と基準】専攻科入学時以降に取得したTOEIC L&Rの点数を評価に含める。最終評価点は期末試験および小テ
スト(70%)，ALC課題点（10％），TOEIC（20%）の割合で総合的に評価する。
  TOEICの得点換算方法は次のとおり：専攻科入学時のTOEIC点からの伸び率が10点未満＝0点；10点以上20点未満
＝5点；20点以上～30点未満＝10点；30点以上40点未満＝15点；40点以上＝20点。尚，TOEIC点500点以上を達成し
たものは， TOEIC点の伸びに関わらず，TOEIC換算点を20点と定義する。
◆英語力の向上には，日々の努力が不可欠です。自分のペースで英語の学習をすすめて下さい。
◆毎回語彙の小テストを実施します。またTOEICテキストは2ユニット終了するごとに小テストを実施します。
◆辞書は毎回必ず持参して下さい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 イントロダクション，Unit1 リスニングポイント：Yes/No形式
文法事項：動詞の時制

2週 Unit 2 リスニングポイント：orの入った疑問文
文法事項：自動詞と他動詞

3週 Unit 3 リスニングポイント：付加疑問文など
文法事項：主語と動詞の一致

4週 Unit 4 リスニングポイント：提案／勧誘の文など
文法事項：動名詞

5週 Unit 5 リスニングポイント：依頼／許可の文など
文法事項：不定詞

6週 Unit 6 リスニングポイント：Whatなど
文法事項：副詞

7週 Unit 7 リスニングポイント：Whoなど
文法事項：分詞

8週 Unit 8 リスニングポイント：Whichなど
文法事項：名詞の加算・不加算

9週 Unit 9 リスニングポイント：Whoseなど
文法事項：代名詞

10週 中間試験

11週 Unit 10 リスニングポイント：Whenなど
文法事項：接続詞

12週 Unit 11 リスニングポイント：Whereなど
文法事項：受動態と使役

13週 Unit 12 リスニングポイント：Whyなど
文法事項：関係詞
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14週 Unit 13 リスニングポイント：Howなど
文法事項：形容詞

15週 定期試験

16週 テスト返し
Unit 14

リスニングポイント：意外な応答の疑問文など
文法事項：前置詞

評価割合
期末試験および
小テスト

外部試験
（TOEIC） 課題点 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 20 10 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 20 10 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅱ（耐震構
造）

科目基礎情報
科目番号 0079 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 柴田明徳：最新耐震構造解析（第3版）
担当教員 仁保 裕
到達目標
1.振動方程式の基本が説明できる
2.地震力と構造物の動的な性質が説明できる
3.耐震構造、免震構造、制振構造の特性が説明できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 振動方程式の基本が適切に説明で
きる 振動方程式の基本が説明できる 振動方程式の基本が説明できない

評価項目2 地震力と構造物の動的な性質が適
切に説明できる

地震力と構造物の動的な性質が説
明できる

地震力と構造物の動的な性質が説
明でない

評価項目3 耐震構造、免震構造、制振構造の
特性が適切に説明できる

耐震構造、免震構造、制振構造の
特性が説明できる

耐震構造、免震構造、制振構造の
特性が説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要
現在、実務設計においてはコンピュータを利用した動的耐震設計が静的耐震設計とともに用いられており、その理解は
重要なウエイトを占めている。本講義では、コンピュータ用解析ソフトを利用するための前提となる基礎理論について
学び、さらに、これらを応用して日本国内で多数建設されている免震構造、制振構造の構造特性について習得する。な
お，本授業は進学と就職に関係する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義と演習を基本とする．

注意点
・本科目は，これまで高専で学習した構造関係科目の総まとめである．現在，建築物の耐震設計は，性能設計へとシフ
トしてきており，従来からの設計手法に加えて，免震構造，制振構造の知識が要求されている．実社会での要求に対応
できるように，授業内容を習得するように学習していただきたい．
・本科目は学修単位科目であるため，事前・事後の学習としてレポートを課す。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 地震による被害、設計用地震荷重 建築基準法施行令の地震荷重の算出ができる
2週 振動モデルの作成とその動特性の算出 運動方程式を作成することができる
3週 運動方程式の数値積分 運動方程式の数値積分ができる
4週 地震動波形の応答スペクトルの作成 応答スペクトルが説明できる
5週 モーダルアナリシスによる構造物の応答計算 モーダルアナリシスによって構造物の応答計算ができる
6週 マトリックス変位法による応力解析 マトリックス変位法が理解できる
7週 マトリックス変位法による応力解析
8週 等価線形化法の理論 等価線形化法が理解できる
9週 等価線形化法による非線形応答の計算
10週 免震構造について 免震構造が理解できる
11週 制振構造について 制振構造が理解できる
12週 フーリエ変換について 有限フーリエ変換を理解し，活用できる。

13週 地震について 震央・震源域等，地震に関わる基本的な用語を理解できる
。

14週 マグニチュードと震度階について マグニチュードと震度階について説明できる。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 レポート 合計

総合評価割合 70 30 100
基礎的能力 0 0 0
専門的能力 70 30 100
分野横断的能力 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅱ（人間温
熱生理）

科目基礎情報
科目番号 0080 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 大和 義昭
到達目標
人間の体に備わっている体温調節機構について学び，さらに，人間にとって健康的で快適な建築・都市空間の温熱環境の設計・計画に必要な基
礎的知識を習得する
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
人間と温熱環境との心理的・生理
的な関わりについて適切に説明で
きる

人間と温熱環境との心理的・生理
的な関わりについて説明できる

人間と温熱環境との心理的・生理
的な関わりについて説明できない

評価項目2 室内温熱環境の評価に関する実験
手法について適切に説明できる

室内温熱環境の評価に関する実験
手法について説明できる

室内温熱環境の評価に関する実験
手法について説明できない

評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要

多くの時間を建築・都市空間で生活する人間にとって，建築・都市空間の温熱環境はアメニティ向上，さらには生命維
持のために重要な要素である．本科目では，人間の体に備わっている体温調節機構について学び，さらに，人間にとっ
て健康的で快適な建築・都市空間の温熱環境の設計・計画に必要な基礎的知識を習得することを目的とする．授業では
人間の体温調節機構などについての論文講読と，温熱環境改善のために導入された技術・計画の実例についての文献講
読を行う．取り上げる論文・文献には日本語のほかに英語も含まれる．本科目は，建設業界，特に設計・計画分野にお
けるキャリアアップに役立つ知的探究心を芽生えさせることも目的のひとつとする．

授業の進め方と授業内
容・方法

講義および論文の輪読を基本とする，この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポートやオンラインテ
ストを実施する．

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 人間温熱生理の概要 温熱環境要因について説明できる
2週 人間と温熱生理１ 体温の恒常性について説明できる
3週 人間と温熱生理２ 体内からの放熱経路とその量について説明できる
4週 人間と温熱生理３ 代謝機能，体温調節機能について説明できる

5週 人間と温熱生理４ 代謝機能，自律性体温調節機能の個人差について説明でき
る．

6週 日本人の暑さ・寒さの感覚 行動性体温調節機能について説明できる
7週 日本人の暑さ・寒さの感覚 日本人独特の暑さ，寒さへの感覚について説明できる
8週 中間問題演習
9週 快適とは１ 快適条件，「快」と「適」について説明できる
10週 快適とは１ 快適条件，「快」と「適」について説明できる
11週 温熱環境評価指標 PMV，ET*について説明できる
12週 不均一な温熱環境の評価指標 等価温度について説明できる
13週 ２次元温冷感モデルについて１ 温冷感を一次元で表すことの限界について説明できる
14週 ２次元温冷感モデルについて１ ２次元温冷感モデルについて説明できる
15週 期末試験
16週 答案返却，解凍説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅱ（環境デ
ザイン）

科目基礎情報
科目番号 0081 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 課題プリント等
担当教員 間瀬 実郎
到達目標
１．エコ住宅や建物再生の基本的な知識が説明できること。
２．建築と自然環境との関係を具体例を挙げて説明できること。
３．建築とアートの関係を具体例を挙げて説明できること。
４．巨大都市や地球環境について具体例を挙げて説明できること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 エコ住宅や建物再生の基本的な知
識が詳細に説明できる

エコ住宅や建物再生の基本的な知
識が説明できる

エコ住宅や建物再生の基本的な知
識が説明できない

評価項目2 建築と自然環境との関係を具体例
を挙げて詳細に説明できる

建築と自然環境との関係を具体例
を挙げて説明できる

建築と自然環境との関係を具体例
を挙げて説明できない

評価項目3 建築とアートの関係を具体例を挙
げて詳細に説明できる

建築とアートの関係を具体例を挙
げて説明できる

建築とアートの関係を具体例を挙
げて説明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要

本科目は、これまでに学習してきた建築に関する基礎的な専門知識を活かし、Passive and Low Energy
Architectureを具体的な形として提案する知識と方法を習得し、エコ住宅における総合的な判断ができる能力を養う。事
例紹介では、エコハウスの実例、建物再生方法の実例、建築とテクノロジーの関係（レンゾピアノ）、ドバイの都市計
画、自然と取り入れた集合住宅（中村拓志）、都心の狭小住宅例（東孝光）などを扱う。これらの事例を熟考した上で
エコ住宅の設計では、「北向き斜面の家」（三分一博志設計）の日射角度を分析し、夏季・冬季において適切な日射が
得られる、屋根・壁の形態を探る。CGによるシミュレーションと模型による検討によって実施する。

授業の進め方と授業内
容・方法

具体的な事例を主に映像を使って説明する。それぞれの事例は授業の目的及び概要に挙げたように全体的にバランスよ
く紹介する。コードによるCGと模型によってエコハウスの設計上の課題を認識する。事前・事後学習としての課題を実
施する。

注意点 日頃から建築と環境、都市との関係を意識する。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 授業内容の概説

１．住宅とCO2の関係、
２．地球温暖化の問題
３．建物再生における構造体の扱い方
４．新しい建築を実現するテクノロジー
５．集合住宅の空間構成、自然との関わり合い
６．巨大都市建設の実状
７．POV-Rayによる日射計算
８．模型による建築全体の検討

2週 事例紹介
3週 事例紹介
4週 事例紹介
5週 エコ住宅（３DCG用の太陽高度・方位の計算）
6週 エコ住宅（PovRAYによる太陽光線、方位のとり方）
7週 エコ住宅（PovRAYによる影の表現）
8週 エコ住宅（夏至、冬至の太陽高度とひさしの関係）
9週 エコ住宅（夏至、冬至の太陽高度とひさしの関係）
10週 エコ住宅（PovRAYによる住宅のモデリング（基礎））
11週 エコ住宅（PovRAYによる住宅のモデリング（方眼紙））

12週 エコ住宅（PovRAYによる住宅のモデリング（日照を考慮
））

13週 エコ住宅（プレゼンボードの制作）
14週 発表・講評
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 30 30 0 0 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 30 30 0 0 40 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 資源循環工学
科目基礎情報
科目番号 0083 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 配布プリント
担当教員 谷川 大輔
到達目標
１．地球環境問題と資源循環の関連性を理解し、説明できる。
２．資源循環技術について理解し、説明できる。
３．ライフサイクルアセスメントについて理解し、説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 地球環境問題と資源循環の関連性
を理解し、適切に説明できる。

地球環境問題と資源循環について
の関連性を理解し、説明できる。

地球環境問題と資源循環の関連性
を理解できない。

評価項目2
資源循環技術について理解し、自
分の専門性と関連付けて説明でき
る。

資源循環技術について理解し、説
明できる。

資源循環技術について理解できな
い。

評価項目3
ライフサイクルアセスメントにつ
いて理解し、説明でき、数値的に
分析できる。

ライフサイクルアセスメントにつ
いて理解し、説明できる。

資源循環の基本となる化管法と、
廃棄物の主要な処理・処分技術の
特長や課題、システムとしての得
失等を説明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SB) , JABEE 環境都市（E）
教育方法等
概要 地球環境問題の改善と開発という相反する目標を同時に達成する上で必要な技術である資源循環技術について学習する

。

授業の進め方と授業内
容・方法

主としてパワーポイントを用いた授業を実施する。資源循環に関する概略を学習すると共に、本科で学んだ専門性との
関連付けをおこなっていく。また、グループワークによる資源循環技術の調査・提案・発表をおこなう。この科目は学
修単位科目のため、事前・事後学習としてレポートの提出をおこないます。

注意点
当該科目は、持続可能な開発をおこなう上で必須な技術を学ぶものであるため、自分の専門性としっかり関連付けて理
解を深めること。また、グループワークでは各自が本科で学んだ専門性に近い技術を調査し、互いに説明し合う形で新
しい技術の提案をおこなうものとする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 地球環境問題と資源の関連性 地球環境問題の発生と資源の利用の関連性について理解し
、説明できる。

2週 循環型社会の形成 循環型社会の形成に関する我が国での取り組みおよび現状
について理解する。

3週 循環型社会の形成に関する法制度 循環型社会の形成に関する法制度について理解する。
4週 3Rの現状 我が国における3Rの現状について理解する。
5週 廃棄物の処理・処分 廃棄物の処理・処分方法について理解する。

6週 資源循環技術 代表的な資源循環技術の概要・仕組み・特徴について理解
し、説明できる。

7週 再生可能エネルギー 再生可能エネルギーの分類・特徴について理解し、説明で
きる。

8週 グループワーク（資源循環技術の調査）
9週 グループワーク（資源循環技術の提案）
10週 プレゼンテーション（資源循環技術の提案）

11週 ライフサイクルアセスメント ライフサイクルアセスメントについて理解し、説明できる
。

12週 ライフサイクルアセスメント ライフサイクルアセスメントに関する計算方法を習得し、
数値的に評価できる。

13週 ライフサイクルアセスメント 各自プレゼンテーションを実施した技術に対するライフサ
イクルアセスメントを実施する。

14週 期末試験までのまとめ
15週 期末試験
16週 期末試験回答返却・解説

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 70 0 0 0 30 0 100
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ＣＡＤ/ＣＡＭ・ＣＡＥ
科目基礎情報
科目番号 0084 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 間瀬 実郎,野波 諒太
到達目標
３DCADを利用して，実習課題の形状を3次元でモデリングできるようになる。またその形状を，３Dプリンタで造形することができる。更に
CAEにより応力解析などができるようになり，実用的な設計ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 3DCADの操作方法を理解し、複雑
な3次元モデルの設計ができる

3DCADの操作方法を理解し、基本
的な3次元モデルの設計ができる

3DCADの操作方法を理解できて　
おらず、3次元モデルの設計ができ
ない

評価項目2 ３Dプリンタの原理を理解し、複雑
なモデルの造形ができる

３Dプリンタの原理を理解し、基本
的なモデルの造形ができる

３Dプリンタの原理を理解できてお
らず、モデルの造形ができない

評価項目3 CAEの原理を理解し、適切に使用
できる CAEの原理を理解し、使用できる CAEの原理を理解できておらず、

使用できない
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC), JABEE 環境都市（A）
教育方法等

概要
3DCAD　Fusion360と3Dプリンタによるラピッドプロトタイピングの手法を学修する。モデリング手法，パラメトリッ
クモデリングなどを習得し，自由曲面の作成やレンダリング，アセンブリなどについても実習を通して学ぶ。CAEは応力
解析，熱解析について実習を行う。CAMはマシニングセンタの利用方法を学ぶ。この科目は企業で自動車のシャシー強
度のシミュレーションを担当していた教員が、その経験を活かし、３Dモデリング、CAE、CAMについて講義する。

授業の進め方と授業内
容・方法 座学と実習を繰り返し行いながら操作方法などを理解する。事前・事後学習としての課題を実施する。

注意点 操作方法は繰り返し使用することで身につけることができるため，講義中だけでなく自分でテーマを設定して理解を深
めるような設計活動を行うことが望ましい。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 3CADの基本 ３DCADの基本的な機能などを理解する

2週 プリミティブとブール演算 プリミティブによる基本形状モデリング，ブーリアン演算
について理解する

3週 モデリング手法 フィーチャベース及びダイレクトモデリング手法について
理解する

4週 スケッチと拘束条件
パラメトリックモデリング

平面スケッチ，スケッチの拘束，パラメータ変数について
理解する

5週
スケッチと拘束条件
パラメトリックモデリング
自由曲面の作成

パッチ，自由曲線・曲面、曲面の連続性，スカルプトモデ
リング，曲線と曲面の評価方法について理解する

6週 レンダリング レイトレーシング，マテリアル，シーン，レンダリングに
ついて理解する

7週 コンポーネントとアセンブリ コンポーネントとアセンブリの概念，ボディとコンポーネ
ントの考え方，ジョイント，干渉について理解する

8週 データ形式の種類と原理
コラボレーションツール

3DCADのデータ形式と中間フォーマット，カーネル，コラ
ボレーションツールビューワについて理解する

9週 3Dプリンタの基礎　と応用事例 加工方法の分類、3Dプリンタの歴史，造形方式，3Dプリン
タの応用事例について理解する

10週 3Dプリンタの構造とソフトウェア 3Dプリンタの機構，3Dプリンタの制御方法，スライスにつ
いて理解する

11週 CAEの基礎と原理 CAEの概念，CAEの目的と利用例，解析手法の種類につい
て理解する

12週 CAEの演習 有限要素法による応力解析と熱解析の手法について理解す
る

13週 3Dプリンタによる造形演習 3DCADでイメージした形状のモデリングができる
14週 3Dプリンタによる造形演習 3Dプリンタでイメージした形状を造形できる

15週 CAMの基礎 CAMの概念, マシニングセンタ，ATCの概要，NCコードに
ついて理解する

16週 CAMの基礎 3DCADでモデリングしたデータをもとに，マシニングセン
タで加工ができる

評価割合
試験 演習 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 30 40 0 0 30 0 100
基礎的能力 10 0 0 0 10 0 20
専門的能力 20 40 0 0 20 0 80
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 福祉工学
科目基礎情報
科目番号 0085 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 人間科学と福祉工学（コロナ社）
担当教員 岩本 英久,宮崎 崇文
到達目標
１．福祉工学の技術的基礎と倫理観を理解すること
２．障害者、要介護者や高齢者の環境を理解すること
３．福祉のための技術や社会システムに関する知識を有すること
４．福祉のために技術者としての役割を認識すること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
福祉工学の技術的基礎と倫理観お
よび障害者、要介護者や高齢者の
環境を適切に理解できる

福祉工学の技術的基礎と倫理観お
よび障害者、要介護者や高齢者の
環境を理解できる

福祉工学の技術的基礎と倫理観お
よび障害者、要介護者や高齢者の
環境を理解できない

評価項目2 祉のための技術や社会システムに
関して適切に理解できる

祉のための技術や社会システムに
関して理解できる

祉のための技術や社会システムに
関して理解できない

評価項目3 福祉のために技術者としての役割
を適切に認識できる

福祉のために技術者としての役割
を認識できる

福祉のために技術者としての役割
を認識できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC), JABEE 環境都市（D）
教育方法等

概要
　福祉現場で応用されている工学技術や福祉のためのまちづくりについて学修する。また、福祉現場で応用できる機器
の開発や福祉の環境づくりに関するワークショップを通して、福祉のために技術者が何をなすべきかを感じ取り、社会
を変える技術者としての自覚を有する。本授業は福祉機器開発企業・福祉関連企業・建設関連企業・官公庁への就職に
関連する。また、進路や人間力向上に関連するトピックスは適宜、紹介する。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義および学生自身による調査発表を基本とする。
１．福祉工学の技術的基礎と倫理観について
２．障害者、要介護者や高齢者の環境について
３．福祉のための技術や社会システムに関して
４．福祉のために技術者としての役割について
この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポート・課題などを実施する。

注意点 事前に参考書に目を通し,疑問点を明確にしておく。調査すべき課題（発表）についてはパワーポイントで整理する。発
表に関する配布資料は各自で印刷する。発表データは発表当日に提出する。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス、福祉工学とは 福祉工学の概要を理解する
2週 福祉の環境と法 福祉の環境と法について理解する

3週
福祉機器の分類と規格、移動機器、コミュニケーション機
障害者と要介護者を取り巻く環境、バリアフリーデザイン
とユニバーサルデザイン

福祉機器の分類と規格、移動機器、コミュニケーション機
器など福祉と技術について理解する

4週
福祉機器の分類と規格、移動機器、コミュニケーション機
障害者と要介護者を取り巻く環境、バリアフリーデザイン
とユニバーサルデザイン

福祉機器の分類と規格、移動機器、コミュニケーション機
器など福祉と技術について説明できる

5週 福祉機器の分類と規格、移動機器、コミュニケーション機
器など福祉と技術（ジグソー学習によるペアラーニング）

福祉機器の分類と規格、移動機器、コミュニケーション機
器など福祉と技術について理解する

6週 福祉機器の分類と規格、移動機器、コミュニケーション機
器など福祉と技術（ジグソー学習によるペアラーニング）

福祉機器の分類と規格、移動機器、コミュニケーション機
器など福祉と技術について説明できる

7週 ワーク発表会（あるいは中間試験） ６０％以上の評価を得る
8週 福祉とまちづくり 福祉とまちづくりについて理解する
9週 人にやさしいまちづくりへの取り組み例１ 人にやさしいまちづくりについて理解する
10週 人にやさしいまちづくりへの取り組み例２ 人にやさしいまちづくりについて理解する
11週 校内のバリアフリー点検１ バリアフリーを理解し、校内を点検できる
12週 校内のバリアフリー点検２（当事者の視点から） バリアフリーを理解し、校内を点検できる
13週 実際の公共空間を評価しよう１（発表課題） 公共空間を評価する手法を理解し、活用できる
14週 実際の公共空間を評価しよう２（発表課題） 公共空間を評価できる
15週 期末試験 ６０％以上の評価を得る
16週 答案返却・解答説明 振り返り、不足部分を補完できる

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 50 30 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 50 30 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 再生可能エネルギー工学
科目基礎情報
科目番号 0086 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 矢沢サイエンスオフィス「エネルギー資源のすべてがわかる」（技術評論社）、及び、自作電子化資料
担当教員 木村 善一郎
到達目標
１．エネルギーと地球環境問題との関係を、体系的に説明できる。
２．太陽光や太陽・地熱、風・水・波・潮汐力、バイオマス等を利用した発電の原理や特長、システムとしての得失を説明できる。
３．エネルギー変換・貯蔵技術の原理や特長、システムとしての得失を説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
エネルギーと地球環境問題との関
係を、体系的に適切に説明できる
。

エネルギーと地球環境問題との関
係を、体系的に説明できる。

エネルギーと地球環境問題との関
係を、体系的に説明できない。

評価項目2
太陽光や太陽・地熱、風・水・波
・潮汐力、バイオマス等を利用し
た発電の原理や特長、システムと
しての得失を適切に説明できる。

太陽光や太陽・地熱、風・水・波
・潮汐力、バイオマス等を利用し
た発電の原理や特長、システムと
しての得失を説明できる。

太陽光や太陽・地熱、風・水・波
・潮汐力、バイオマス等を利用し
た発電の原理や特長、システムと
しての得失を説明できない。

評価項目3
エネルギー変換・貯蔵技術の原理
や特長、システムとしての得失を
適切に説明できる。

エネルギー変換・貯蔵技術の原理
や特長、システムとしての得失を
説明できる。

エネルギー変換・貯蔵技術の原理
や特長、システムとしての得失を
説明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC), JABEE 環境都市（E）
教育方法等

概要

再生可能エネルギーの発生や効率、システムとしての将来展開、また、その有効利用に不可欠な変換や貯蔵について理
解し、エネルギーと地球環境との関わりを常に念頭に置きながら、今後の技術開発を主導して行く能力を養うことを目
的とする。
本校の教育基盤である「全科目ＥＳＤ（持続発展教育）」による素養を基に、技術者として実践できる視野を身に付け
させる。

授業の進め方と授業内
容・方法

授業では、再生可能エネルギーの総てを詳細に講義するが、特に重要な太陽光発電に対して重点を置くと共に、再生可
能エネルギーへ移行するまでの過渡期において不可欠な原子力利用等についても講義する。
プロジェクターを用いて、内容の視覚的な理解が進むように講義する。
また，この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポート・課題等を実施する。

注意点

電気・機械工学の基礎知識を基に、環境適合設計（ＤｆＥ）応用能力を育成する「専門科目」で、学生の要望によって
Ｈ２４年に新規開講した、高度化された科目です。　従って、専攻専門を特化しない、再生可能エネルギー工学の（一
般化した）基礎を学修するには、別途開講してある「専門基礎科目」の「資源循環工学」を履修して下さい。
担当教員が大学院付置研究所と企業研究開発実用化研究所で本務として来た、化学物理・ナノデバイス・プロセスの研
究開発実用化事例を教材にした、実学も取り入れて講義します。
持続発展可能な社会（ＳＤ社会）を構築する上での、不可欠な工学技術です。　十数年前から国家施策として推進され
続けて来た分野であり、重要性が極めて高い工学です。　日々進展し、話題の多い分野なので、報道等の時事で興味を
持った事など、意見や疑問等を積極的に発言して下さい。　ＳＤ力と融合領域考察能力の向上に役立てたいと思います
。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
エネルギー（工学）と環境との関わり
（エネルギー工学の技術史を通した科学技術と環境の変遷
・将来、エネルギーの保存・散逸（熱力学第１・２法則と
エクセルギー）の復習）

エネルギー（工学）と環境との関わり等を理解し説明でき
る

2週
エネルギー（工学）と環境との関わり
（エネルギーと地球環境問題との関係、ＳＤ社会構築のた
めに必要な、エネルギーの循環（エネルギー・フロー・シ
ステム））

エネルギー（工学）と環境との関わり等を理解し説明でき
る

3週
エネルギー（工学）と環境との関わり
（再生可能エネルギーの定義や政策との関係、再生可能エ
ネルギーの全体的概括）

エネルギー（工学）と環境との関わり等を理解し説明でき
る

4週 太陽利用の再生可能エネルギー
（エネルギー動向、太陽利用エネルギーの全体的概括） 太陽利用の再生可能エネルギー等を理解し説明できる

5週
太陽光利用の再生可能エネルギー
（太陽光発電の原理と特徴、デバイスプロセスの詳細（シ
リコン系バルク（多結晶・球状）、ＬＳＩデバイスウェハ
実物観照））

太陽光利用の再生可能エネルギー等を理解し説明できる

6週
太陽光利用の再生可能エネルギー
（太陽光発電の原理と特徴、デバイスプロセスの詳細（シ
リコン系薄膜（微結晶・多接合・ヘテロ接合））

太陽光利用の再生可能エネルギー等を理解し説明できる

7週
太陽光利用の再生可能エネルギー
（太陽光発電の原理と特徴、デバイスプロセスの詳細（化
合物系（ＣＩＧＳに重点を置き、他にⅢ-Ⅴ族多接合、
ＣｄＴｅ等））

太陽光利用の再生可能エネルギー等を理解し説明できる

8週
太陽光利用の再生可能エネルギー
（太陽光発電の原理と特徴、デバイスプロセスの詳細（有
機系（色素増感型に重点を置き、他に有機半導体））

太陽光利用の再生可能エネルギー等を理解し説明できる

9週
太陽・地熱、風・水・波・潮汐力、バイオマス等利用の再
生可能エネルギー
（有効利用や長期利用可能エネルギーも含めた総括）

太陽・地熱、風・水・波・潮汐力、バイオマス等利用の再
生可能エネルギー等を理解し説明できる
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10週
太陽・地熱、風・水・波・潮汐力、バイオマス等利用の再
生可能エネルギー
（有効利用や長期利用可能エネルギーも含めた総括　（原
子力発電に重点））

太陽・地熱、風・水・波・潮汐力、バイオマス等利用の再
生可能エネルギー等を理解し説明できる

11週
エネルギー変換・貯蔵技術
（（力学・熱・化学・電磁気・核・光・放射線間）変換・
貯蔵技術の総括）

エネルギー変換・貯蔵技術等を理解し説明できる

12週 エネルギー変換・貯蔵技術
（変換・貯蔵技術の総括　（燃料電池に重点）） エネルギー変換・貯蔵技術等を理解し説明できる

13週
再生可能エネルギーの複合化活用と新展開
（環境経済学（枯渇性資源供給・環境経済統合モデル）に
も言及）

再生可能エネルギーの複合化活用と新展開
（環境経済学（枯渇性資源供給・環境経済統合モデル）に
も言及）

14週
再生可能エネルギーの複合化活用と新展開
（環境経済学（枯渇性資源供給・環境経済統合モデル）に
も言及）

再生可能エネルギーの複合化活用と新展開等を理解し説明
できる

15週
期末試験
（内１問は、自身の専攻と再生可能エネルギーとの関わり
や今後の展開の考察）

16週 期末試験解答説明と補講
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 70 0 0 0 30 0 100
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 工業デザイン論
科目基礎情報
科目番号 0087 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 課題プリント等
担当教員 間瀬 実郎
到達目標
１．平面的な要素を組合せて立体的なデザインができること。
２．３Dモデラと３Dプリンタをつかった具体的なデザインができること。
３．レーザ加工機をつかった具体的なデザインができること。
４．立体映像をつかった具体的なデザインができること。
５．上記をプレゼンテーションができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 平面的な要素を組合せて立体的な
デザインが適切にできる

平面的な要素を組合せて立体的な
デザインができる

平面的な要素を組合せて立体的な
デザインができない

評価項目2
３Dモデラと３Dプリンタをつかっ
た具体的なデザインが適切にでき
る

３Dモデラと３Dプリンタをつかっ
た具体的なデザインができる

３Dモデラと３Dプリンタをつかっ
た具体的なデザインができない

評価項目3 レーザ加工機をつかった具体的な
デザインが適切にできる

レーザ加工機をつかった具体的な
デザインができる

レーザ加工機をつかった具体的な
デザインができない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC), JABEE 環境都市（D）
教育方法等

概要

本科目は、
①平面的な要素を組合せて立体的なデザインをする能力、
②３Dモデラ、３Dプリンタ、レーザ加工機、立体映像をつかった具体的なデザインをする能力、
③上記をプレゼンテーションする能力を習得することを目的としている。
いずれの課題も現在の先端技術（３Dプリンタ、レーザ加工機）と立体映像を駆使して制作することで、デザインと映像
デザインを中心に、創造的、実践的なデザイン能力を育成するため、概念的レベルでのデザイン手法を習得し、それを
具体的な形で表現する技術を身につけることを目的としている。

授業の進め方と授業内
容・方法 個々のテーマに従って説明し、具体的な課題を作成する。事前・事後学習としての課題を実施する。

注意点 本科目では先端技術をデザインに積極的に取り入れる考え方が重要となる。また日頃から建築をはじめデザイン一般に
関する書籍、雑誌を見ることを心がける。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 授業内容の概説

レーザ加工機の原理、使い方
KTボード加工の基礎
KTボード組立て展開図の基礎
３DCADデータの基礎
３Dプリンタの概要
モデリングと造形

2週 エコマウスのデザイン
手描きスケッチ

レーザ加工機の原理、使い方
KTボード加工の基礎
KTボード組立て展開図の基礎
３DCADデータの基礎
３Dプリンタの概要
モデリングと造形

3週 エコマウスのデザイン
手描きスケッチ

レーザ加工機の原理、使い方
KTボード加工の基礎
KTボード組立て展開図の基礎
３DCADデータの基礎
３Dプリンタの概要
モデリングと造形

4週 エコマウスのコンセプト
講評会

レーザ加工機の原理、使い方
KTボード加工の基礎
KTボード組立て展開図の基礎
３DCADデータの基礎
３Dプリンタの概要
モデリングと造形

5週 エコマウスのモデリング１
シェル部

レーザ加工機の原理、使い方
KTボード加工の基礎
KTボード組立て展開図の基礎
３DCADデータの基礎
３Dプリンタの概要
モデリングと造形

6週 エコマウスのモデリング２
シェル部

レーザ加工機の原理、使い方
KTボード加工の基礎
KTボード組立て展開図の基礎
３DCADデータの基礎
３Dプリンタの概要
モデリングと造形
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7週 マウスの分解、整形

レーザ加工機の原理、使い方
KTボード加工の基礎
KTボード組立て展開図の基礎
３DCADデータの基礎
３Dプリンタの概要
モデリングと造形

8週 エコマウスのモデリング３
シェル部

レーザ加工機の原理、使い方
KTボード加工の基礎
KTボード組立て展開図の基礎
３DCADデータの基礎
３Dプリンタの概要
モデリングと造形

9週 エコマウスのモデリング４
ワッフル構造

レーザ加工機の原理、使い方
KTボード加工の基礎
KTボード組立て展開図の基礎
３DCADデータの基礎
３Dプリンタの概要
モデリングと造形

10週
エコマウスのモデリング４
ワッフル構造

レーザ加工機の原理、使い方
KTボード加工の基礎
KTボード組立て展開図の基礎
３DCADデータの基礎
３Dプリンタの概要
モデリングと造形

11週 レーザ加工

レーザ加工機の原理、使い方
KTボード加工の基礎
KTボード組立て展開図の基礎
３DCADデータの基礎
３Dプリンタの概要
モデリングと造形

12週 レーザ加工

レーザ加工機の原理、使い方
KTボード加工の基礎
KTボード組立て展開図の基礎
３DCADデータの基礎
３Dプリンタの概要
モデリングと造形

13週 プレゼンボードの制作

レーザ加工機の原理、使い方
KTボード加工の基礎
KTボード組立て展開図の基礎
３DCADデータの基礎
３Dプリンタの概要
モデリングと造形

14週 発表・講評

レーザ加工機の原理、使い方
KTボード加工の基礎
KTボード組立て展開図の基礎
３DCADデータの基礎
３Dプリンタの概要
モデリングと造形

15週 期末試験

レーザ加工機の原理、使い方
KTボード加工の基礎
KTボード組立て展開図の基礎
３DCADデータの基礎
３Dプリンタの概要
モデリングと造形

16週 答案返却・解答説明

レーザ加工機の原理、使い方
KTボード加工の基礎
KTボード組立て展開図の基礎
３DCADデータの基礎
３Dプリンタの概要
モデリングと造形

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 30 30 0 0 40 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 30 30 0 0 40 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 環境人間工学
科目基礎情報
科目番号 0088 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 大和 義昭
到達目標
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 各種物理環境要因に対する人間の
感覚器の機構が適切に説明できる

各種物理環境要因に対する人間の
感覚器の機構が説明できる

各種物理環境要因に対する人間の
感覚器の機構が説明できない

評価項目2
各種物理環境要因に対する人間の
心理反応の特徴が適切美説明でき
る

各種物理環境要因に対する人間の
心理反応の特徴が説明できる

各種物理環境要因に対する人間の
心理反応の特徴が説明できない

評価項目3
建築・都市空間における人間の身
体的特徴に基づく安全性・健康性
・快適性に関する技術・工夫を適
切に説明できる

建築・都市空間における人間の身
体的特徴に基づく安全性・健康性
・快適性に関する技術・工夫を説
明できる

建築・都市空間における人間の身
体的特徴に基づく安全性・健康性
・快適性に関する技術・工夫を説
明できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC), JABEE 環境都市（D）
教育方法等

概要
建築および都市は，人間の生活環境の基盤をなしている．安全で健康，快適な生活環境を計画するには，人間と様々な
物理的環境との関係を理解する必要がある．本科目では人間工学の観点から，音，熱，空気等の物理的環境要因と人間
の生理・心理的な関係についての基本的な知識を身に付けることを目的とする．本科目は，建設業界，特に設計・計画
分野におけるキャリアアップに役立つ知的探究心を芽生えさせることも目的のひとつとする．

授業の進め方と授業内
容・方法

講義を基本とするが，後半に環境都市系学生1名と建築系学生1名によるグループでのプレゼンテーションを行う．プレ
ゼンテーションの内容は，人間と各種環境要因との関係を都市・建築空間において実例の調査，問題点の抽出，改善方
法の提案などである．この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポートやオンラインテストを実施する
．

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 環境人間工学の概要　環境要因と人間の感覚器 環境要因の種類・概要とそれに対応する人間の感覚器につ
いてせつめいできる

2週 人間の目の構造１ 人間の目の構造について説明できる

3週 人間の目の構造１/人間の視覚の特徴 人間の目の構造について説明できる．人間の視覚特性につ
いて説明できる

4週 プレゼンテーション課題説明　プレゼン課題のデモ
5週 人間の視覚の特徴 人間の視覚特性について説明できる
6週 色環境の評価方法について 色環境の評価方法について説明できる
7週 光環境の評価方法について 光環境の評価方法について説明できる
8週 中間問題演習
9週 人間の耳の構造１ 人間の耳の構造について説明できる
10週 人間の耳の構造２ 人間の耳の構造について説明できる
11週 人間と聴覚の特徴１ 人間と聴覚の特徴について説明できる
12週 音環境の評価方法について 音環境の評価方法について説明できる
13週 プレゼンテーション課題発表１
14週 プレゼンテーション課題発表２
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 15 0 0 15 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 15 0 0 15 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 プロジェクトデザイン工学総
合ゼミⅡ

科目基礎情報
科目番号 0089 科目区分 専門 / 必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 自作テキスト
担当教員 中迫 正一,野村 高広,藤井 敏則,間瀬 実郎,木村 善一郎,小倉 亜紗美
到達目標
１．他分野の研究に関する意義を理解し討論できる．
２．他分野の研究に関する手法および技術を理解し討論できる．
３．理解を深めつつ，他者の成果につながる質疑応答ができる．
４．報告書などを期限内に提出できる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
他分野の研究に関する意義，手法
および技術を適切に理解し，質疑
応答が適切にできる。

他分野の研究に関する意義，手法
および技術を理解し，質疑応答が
できる。

他分野の研究に関する意義，手法
および技術を理解できず，質疑応
答ができない．

評価項目2 報告書などをすみやかに期限内に
提出できる．

報告書などを期限内に提出できる
．

報告書などを期限内に提出できな
い．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SD), JABEE 環境都市（G）
教育方法等

概要

前期は機械工学・電気工学・土木工学・建築学に関する応用研究について討議することにより，他分野の専門知識を広
め，多角的な視点およびアプローチや解決手法を理解する．後期はいままでの学修内容を踏まえて，前期中に実施する
特別研究の内容を討議し，特別研究が学修総まとめとなるよう，多角的な視点による指摘をうける場とする．また，様
々な機器，試験機および測定器や研究方法を学修し，多面的な議論を通して，課題を発見し，解決する能力を身に付け
る．
本授業は就職や就職後の業務に関連する．【複数教員担当方式】

授業の進め方と授業内
容・方法

演習を基本とする．
この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習として発表資料，質疑応答に関する報告書の作成が必要です．

注意点 　分からないところや疑問点を残さないように演習中は言うに及ばず随時教員あるいは当該専門分野の学生に質問に行
き，分からないところや疑問点を無くして次の課題に望むこと．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス プロジェクトデザイン工学総合ゼミの理念と進行方法を理
解できる．

2週 機械工学・電気工学・土木工学・建築学における応用研究
に関する討議

他分野の研究に関する手法および技術を理解し，討論でき
る．

3週 機械工学・電気工学・土木工学・建築学における応用研究
に関する討議 同上

4週 機械工学・電気工学・土木工学・建築学における応用研究
に関する討議 同上

5週 機械工学・電気工学・土木工学・建築学における応用研究
に関する討議 同上

6週 機械工学・電気工学・土木工学・建築学における応用研究
に関する討議 同上

7週 機械工学・電気工学・土木工学・建築学における応用研究
に関する討議 同上

8週 機械工学・電気工学・土木工学・建築学における応用研究
に関する討議 同上

9週 機械工学・電気工学・土木工学・建築学における応用研究
に関する討議 同上

10週 機械工学・電気工学・土木工学・建築学における応用研究
に関する討議 同上

11週 機械工学・電気工学・土木工学・建築学における応用研究
に関する討議 同上

12週 機械工学・電気工学・土木工学・建築学における応用研究
に関する討議 同上

13週 機械工学・電気工学・土木工学・建築学における応用研究
に関する討議 同上

14週 機械工学・電気工学・土木工学・建築学における応用研究
に関する討議 同上

15週 機械工学・電気工学・土木工学・建築学における応用研究
に関する討議 同上

16週

後期

1週 ガイダンス プロジェクトデザイン工学総合ゼミの理念と進行方法を理
解できる．

2週 学修総まとめに関する討議 他分野の研究に関する手法および技術を理解し，討論でき
る．

3週 学修総まとめに関する討議 同上
4週 学修総まとめに関する討議 同上
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5週 学修総まとめに関する討議 同上
6週 学修総まとめに関する討議 同上
7週 学修総まとめに関する討議 同上
8週 学修総まとめに関する討議 同上
9週 学修総まとめに関する討議 同上
10週 学修総まとめに関する討議 同上
11週 学修総まとめに関する討議 同上
12週 学修総まとめに関する討議 同上
13週 学修総まとめに関する討議 同上
14週 学修総まとめに関する討議 同上
15週 学修総まとめに関する討議 同上
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 45 0 0 55 0 100
基礎的能力 0 10 0 0 20 0 30
専門的能力 0 35 0 0 20 0 55
分野横断的能力 0 0 0 0 15 0 15

- 48-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 プロジェクトデザイン工学演
習

科目基礎情報
科目番号 0090 科目区分 専門 / 必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 学修単位: 3
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 通年 週時間数 前期:4 後期:2
教科書/教材
担当教員 野村 高広,藤井 敏則,河村 進一,大和 義昭,中西 敏明
到達目標
1.所与のテーマに関して自らの専門知識を駆使し、情報を収集して状況を的確に分析できる。
2.状況分析の結果、課題を明確にし、プロジェクトを企画することができる。
3.各種計画手法を用いて、プロジェクトを企画・調整・検討し、効率的・合理的に遂行することができる。
4.性能・機能、経済性、持続可能性、工程などを考慮して、プロジェクトの要求に適合するシステムや構想をデザインできる。
5.プロジェクトを遂行するために、チームワーク、リーダーシップ、マネジメント力を発揮できる。
6.テーマの要求に応えて問題を解決でき、適切かつ論理的な提案をすることができる。提案内容を評価し、改善策などを考察できる。
評価方法：グループの評価６０％、個人の評価４０％の割合とし、到達目標の各項目を以下の内容(配点)で評価する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
ICTや、ICTツール、文書等を活用
して、必要な範囲を網羅し収集し
た情報を整理、分析し、適切に状
況を説明できる。

ICTや、ICTツール、文書等を活用
して、必要な範囲で収集した情報
を整理、分析し、状況を説明でき
る。

情報を収集、整理、分析している
が、情報の内容または整理、分析
方法が適切でなく、状況を説明す
ることができない。

評価項目2
的確に目標を認識し、適切な現状
分析により、課題を明確化し、主
要な原因を特定して、最適な解決
策を提案できる。

目標を認識し、適切な現状分析に
より、課題を明確化し、主要な原
因を特定して、適切な解決策を提
案できる。

目標の認識と現状分析が不十分で
、課題の明確化、原因の特定がで
きず、適切な解決策の提案ができ
ない。

評価項目3

全体計画や、前週からの計画を踏
まえ、目標を確実に達成するため
に、グループの活動と自らの進捗
状況を把握し、翌週の計画を実現
可能性を踏まえて多面的な観点か
ら工夫でき、プロジェクトの企画
・調整、途中での変更や修正を効
率的、合理的に進めることができ
る。

全体計画や、前週からの計画を踏
まえ、目標を達成するために、グ
ループ活動と自らの進捗状況を把
握し、翌週の計画を実現可能性を
踏まえて工夫でき、、途中での変
更や修正を、合理的に進めること
ができる。

全体計画や、前週からの計画を踏
まえて、グループ活動と自らの進
捗状況を把握し、翌週の計画を立
案できないため、プロジェクトを
効率的・合理的に進めることがで
きない。

評価項目4

適切な専門工学の知識を用いて、
テーマの要求に対し創造的な提案
ができる。複合的な課題や需要お
よび、QCDや環境、安全などの制
約条件に適合した設計ができてい
るかを評価し、最適解を提案でき
る。

専門工学の知識を用いて、テーマ
の要求に対し適切な提案ができる
。複合的な課題や需要および、
QCDや環境、安全などの制約条件
に適合した設計ができているか評
価し、要求に適合するものを提案
できる。

テーマの要求に対し、提案ができ
るが、複合的な課題や需要および
、QCDや環境、安全などの制約条
件に適合した設計ができているか
評価できないため、提案内容が要
求に適合していない。

評価項目5

グループの合意形成のため、自身
の役割と責任を理解し、自分の考
えを的確にまとめ、適切なコミュ
ニケーションと柔軟性をもった行
動ができる。
目標達成のため、目指すべき方向
性を示し、先に立って規範的に行
動できる。

グループの合意形成のため、自身
の役割と責任を理解し、自分の考
えをまとめ、適切なコミュニケー
ションと柔軟性をもった行動がで
きる。
目標達成のため、先に立って行動
できる。

自身の役割と責任をはたせず、コ
ミュニケーションが不十分あるい
は、合意形成できない。

評価項目6

専門工学の知識を融合し、テーマ
の要求に沿って、独創的かつ完成
度の高い提案ができ，その提案に
対して適切な評価、改善策を考察
できる。

専門工学の知識を用いて、テーマ
の要求に沿って、提案ができる。
提案に関して長所と短所などの基
本的な評価ができる。

専門工学の知識を用いていない。
テーマの要求に沿って、適切な提
案ができない。
成果物を適切に評価できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SD), JABEE 環境都市（G）
教育方法等

概要

この科目は企業で、工場建設など専門分野の異なる協働プロジェクトを担当していた教員が，その経験を活かし，異分
野との共同作業によるプロジェクトの推進、課題の解決について演習形式で授業を行うものである。これまでに学習し
た知識を統合するとともに異分野のメンバーと協働して、与えられたテーマに関する情報収集・課題抽出を行い、プロ
ジェクトを設計・遂行し、試作品の評価・改善などの活動を通じて、課題を解決する、「エンジニアリングデザイン能
力」を身に着ける、PBL（Project Based Learning)科目である。他の専門分野の学生の持つ価値観の違いなどを認識し
、協働作業により課題を解決する。

授業の進め方と授業内
容・方法

・前期（4～8月）および後期の前半（10～11月）に週90分×2コマの授業として実施する
・この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習として、レポートや作品の製作などを実施します。
・授業時間（90分×2コマ）/週×24週に加え、週2時間程度の自学自習を必要とする。
・授業の最初に全体ミーティングを行い、その後グループ活動を行うことを基本とする。
・ICTにより、資料や情報を共有する仕組みを導入する。
・提出資料（週報、グループ週報、プレゼン資料、報告書等）は呉高専E-ラーニングサイト（Moodle 3）を、グループ
内検討資料（収集した資料、作業中の図書等）はグループウェア（サイボウズLive）を利用する。
・グループ週報は写真付きで作成し、次週の全体ミーティングで活動概要についてプレゼンを行う。
・グループ活動は、週毎に司会者と書記を決め書記がその週の週報を作成し、次週のプレゼンを行うこととする。司会
者および書記の担当はローテーションする。

注意点

・ノートパソコンまたはタブレットなどを持参し、ネットワーク接続可能な状態としておくこと。
・Office365を活用できるようにしておくこと。
・全体ミーティングは集合して行うが、グループの活動は担当教員の許可を得て、別の場所で実施してもよい。
・主体的に演習に臨むこと。
・呉高専の資源（実験機器、設備、教員、職員、学生など）をフル活用しよう。
・指示待ちの姿勢でなく、自らが積極的に活動し、楽しみながらプロジェクトを実行しよう。
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授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
ガイダンス講義
・演習の目的・概要と授業方法の説明。
・パソコンによるICT環境設定。
・演習テーマ選定の背景の説明。　

・演習の目的、方法を理解する
・演習テーマについて理解する。

2週
資料収集・分析
・テーマに関する基礎知識の講義。
・資料の収集

・ICTツールを活用できる。
・専門分野の視点を取り入れ、資料を収集、分析できる。

3週
資料収集～目標の設定
・資料収集・分析
・課題の明確化、解決策の提案
・プレゼン資料作成

・テーマに沿って課題を明確化できる。
・自分の提案をまとめ、発表できる。

4週 1人 1 提案のショートプレゼン
・グループ編成 ・グループ活動によりプロジェクトを推進できる。

5週 ・プロジェクトの基本コンセプト(目標：対象地域、課題、
解決策)、作業工程の討議。 ・計画立案を行うことができる

6週 ・参考教材講義

7週 ・プロジェクトの基本コンセプト(目標：対象地域、課題、
解決策)の絞り込み。

8週 ・プロジェクト計画書の作成。
・資料の追加収集、現地調査等の必要性検討。 ・現地調査計画を立案できる。

9週 ・現地調査及び報告書作成。
・調査地域の人たちと円滑にコミュニケーションし、情報
収集ができる。

10週 ・目標(仕様)、製作工程を検討し、必要な修正を加え、プ
ロジェクト計画書をまとめる。

11週 ・計画図、予算書、検討書・模型・試作品などの作成。
12週 ・検討書・模型・試作品などの作成。 ・計画書・試作品などの完成
13週 ・中間発表資料の作成。 ・中間発表資料の完成。

14週 中間発表
・プレゼンテーション

15週

目標の修正 ～計画案の評価決定
・これまでの作業を振り返り・メンバー間での共有。
・計画図、試作品等の評価、必要により目標(仕様)、計画
の修正。
・予算を確定し、部品・材料の発注・入手。

16週 ・最終成果品製作の準備。

後期

1週

最終成果品の製作　　
・計画の確認、共有。
・詳細設計及び製作。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

2週 ・詳細設計及び製作。
3週 ・詳細設計及び製作。
4週 ・詳細設計及び製作。
5週 ・プロジェクト全体がわかるように報告書を分担執筆。 ・最終成果品の完成
6週 ・最終発表会資料の作成。 ・報告書・最終発表会資料完成

7週
最終発表会
・プレゼンテーション。
・最終成果品の展示。

8週 記述式試験
9週 答案返却・解答説明
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 10 20 0 10 60 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 10 0 0 20 0 30
分野横断的能力 10 10 0 10 40 0 70
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 特別研究
科目基礎情報
科目番号 0091 科目区分 専門 / 必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 学修単位: 6
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 通年 週時間数 6
教科書/教材
担当教員 中迫 正一,野村 高広,藤井 敏則,間瀬 実郎,木村 善一郎
到達目標
１．自主的に実験等を計画・遂行し、得られた結果を解析して工学的に考察できること
２．研究成果を論理的に論文にまとめ、期限内に提出することができること
３．研究内容に関する口頭発表や討議ができること
評価方法：
 ・指導教員の評価50点 ＝ 研究への取り組み10点 ＋ 理解度10点 ＋ 創造性10点 ＋ 達成度10点 ＋ 倫理性10点
 ・論文集の評価30点 ＝ 構成10点 ＋ 文章力10点 ＋ 図表のまとめ方10点（指導教員以外の教員２名が10点満点で評価）
 ・プレゼンテーションの評価20点 ＝ 発表内容10点 ＋ 質疑応答10点　（専攻科に関わる複数教員が10点満点で評価）
 ・総合評価100点　＝　指導教員の評価50点　＋　論文集の評価30点　＋　プレゼンテーションの評価20点
評価基準：
 本研究について、専攻科在学中に学会・協会の講演会における発表経験を有し、設定した目標を60％以上達成していれば可、70％以上で良、
80％以上であれば優とする。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
自主的に実験等を計画・遂行し、
得られた結果を適切に解析して工
学的に意味のある考察ができる。

研究を遂行し、得られた結果をあ
る程度工学的に考察することがで
きる。

実験等を計画的に実施することが
できない。または考察ができない
。

評価項目2 研究成果を論理的な文章で論文と
してまとめることができる。

執筆要領に沿った形式の論文を作
成し，ほぼ論理的に論文をまとめ
ている。

執筆要領に沿った形式の論文を作
成できない。または期限内に提出
できない。

評価項目3 研究内容に関して優れた口頭発表
を行い，適切に討議ができる。

研究内容に関して内容が伝わるよ
うに口頭発表を行い，ある程度討
議ができる。

研究内容に関する発表ができない
。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC), JABEE 環境都市（G）
教育方法等

概要
本科における卒業研究と応用研究の経験を基礎として、さらにレベルの高い個別分野を指導教員の下で、専門知識の総
合化と深化を図り、課題解決に向けて広い視野から理論的、実践的に考究する能力と独創性を育成する。学会･協会の講
演会で発表することを推奨し，学会誌等で公表することをめざす。この特別研究によって、現在までに学修した総まと
めを行う。

授業の進め方と授業内
容・方法

指導教員の下で研究を行う。
この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習として特別研究論文の執筆及び発表資料の作成が必要です．

注意点
特別研究はその単位数からもわかるように重要な科目である。研究計画をきちんと立案し、意欲を持って取り組むこと
が重要である。疑問点、問題点は指導教員とよく相談すること。指導教員が不在時に行った部分は速やかに指導教員に
報告すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 応用研究の復習 1年次の応用研究の成果を踏まえて研究課題を設定する

2週 課題の検討と設定 論文検索や特許検索などを通じて研究課題に対する既往の
研究成果や関連する分野の状況を把握する

3週 課題の検討と設定 課題を認識する

4週 研究手法・手段の検討 課題に対して研究方法・手段が適切であるかどうか検討す
る

5週 研究手法・手段の検討
6週 研究計画の策定
7週 研究の実施
8週 研究の実施
9週 研究の実施
10週 研究の実施
11週 研究の実施
12週 結果・成果の検討と整理
13週 結果・成果の検討と整理
14週 学位授与機構提出用レポートの作成
15週 学位授与機構提出用レポートの作成
16週

後期

1週 研究の実施 計画に従って研究を実施する
2週 研究の実施
3週 研究の実施
4週 研究の実施
5週 研究の実施
6週 研究の実施
7週 研究の実施
8週 研究の実施
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9週 研究の実施
10週 研究の実施

11週 論文作成 研究成果をまとめ，特別研究論文執筆要項に準拠して論文
を作成することができる

12週 論文作成

13週 特別研究発表会 特別研究発表会において効果的なプレゼンテーションを行
うことができる

14週 論文の修正 査読結果，発表会での指摘事項を踏まえて特別研究論文印
刷用原稿を作成できる

15週 論文の修正
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 20 0 0 80 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 30 0 30
分野横断的能力 0 20 0 0 50 0 70
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅱ（建設材
料論）

科目基礎情報
科目番号 0092 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 プリントを配布
担当教員 堀口 至
到達目標
1．セメント産業に関する環境問題に対しての取組みについて説明できること
2．環境に優しいポーラスコンクリートの特徴について説明できること
3．資料収集、パワーポイント作成、質疑応答などのプレゼンの基本的能力を習得すること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
セメント産業に関する環境問題に
対しての取組みについて適切に説
明できる

セメント産業に関する環境問題に
対しての取組みについて説明でき
る

セメント産業に関する環境問題に
対しての取組みについて説明でき
ない

評価項目2
環境に優しいポーラスコンクリー
トの特徴について適切に説明でき
る

環境に優しいポーラスコンクリー
トの特徴について説明できる

環境に優しいポーラスコンクリー
トの特徴について説明できない

評価項目3
資料収集、パワーポイント作成、
質疑応答などのプレゼンの基本的
能力を習得し、活用できる

資料収集、パワーポイント作成、
質疑応答などのプレゼンの基本的
能力を習得できる

資料収集、パワーポイント作成、
質疑応答などのプレゼンの基本的
能力を習得できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC), JABEE 環境都市（F）
教育方法等

概要

公共性が重視される構造物を構築する上で、建設材料に関する十分な知識は欠くことのできない。また一方で、地球環
境問題への取り組みが重要視される中、環境負荷の高い建設材料を使用し続けることは許されない。ここでは、建設材
料の中で使用頻度が高いコンクリート材料を取り上げ、環境と関連付けて学習を行う。前半はセメント産業に関する環
境問題に対しての取組みと環境に優しいポーラスコンクリートについて講義を行い、後半は学会誌「コンクリート工学
」から興味ある記事を選択し、その記事についてプレゼンを行う。コンクリートと関連した本授業は就職および進学の
両方に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法

・講義を基本とする。
・本科目は学修単位科目であるため，事前・事後の学習としてレポートを課す。

注意点 本科での学習事項を覚えていないと講義内容が理解できないため、復習をしておくこと。講義への出席率は100%を原則
とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概説

2週 セメント産業の取り組み セメント産業に関する環境問題に対しての取組みについて
説明できる

3週 セメント産業の取り組み 同上
4週 セメント産業の取り組み 同上

5週 環境に優しいポーラスコンクリート 環境に優しいポーラスコンクリートの特徴について説明で
きる

6週 環境に優しいポーラスコンクリート 同上
7週 環境に優しいポーラスコンクリート 同上
8週 中間試験

9週 発表演習 資料収集、パワーポイント作成、質疑応答などのプレゼン
の基本的能力を習得できる

10週 発表演習 同上
11週 発表演習 同上
12週 発表演習 同上
13週 発表演習 同上
14週 発表演習 同上
15週 発表演習 同上
16週 発表演習 同上

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 40 40 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 40 40 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅱ（応用水
理学）

科目基礎情報
科目番号 0093 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 有田正光編著「水圏の環境」（東京電機大学出版局）
担当教員 黒川 岳司
到達目標
1. 実河川や海洋中における拡散・分散現象について説明する。
2. 感潮河川など代表的な密度流現象について説明する。
3. 海洋の深水波・長波の理論と潮汐・潮流と物質輸送について説明する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 実河川や海洋中における拡散・分
散現象について適切に説明できる

実河川や海洋中における拡散・分
散現象について説明できる

実河川や海洋中における拡散・分
散現象について説明できない

評価項目2 感潮河川など代表的な密度流現象
について適切に説明できる

感潮河川など代表的な密度流現象
について説明できる

感潮河川など代表的な密度流現象
について説明できない

評価項目3
海洋の深水波・長波の理論と潮汐
・潮流と物質輸送について適切に
説明できる

海洋の深水波・長波の理論と潮汐
・潮流と物質輸送について説明で
きる

海洋の深水波・長波の理論と潮汐
・潮流と物質輸送について説明で
きない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC), JABEE 環境都市（F）
教育方法等

概要
河川・湖沼・沿岸域等で環境問題や水質問題を考える上では、水の流動機構と物質輸送機構を明らかにしておくことが
重要である。本講義では、水環境の管理における水理学の役割を理解し、問題解決に必要な基本的・基礎的知識を習得
する。水理学の水環境問題への応用として、湖沼・沿岸域での物質の拡散・分散と密度流、水の波、潮汐・潮流、流れ
による物質輸送などについて学ぶ。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を基本とする。本科目は学修単位科目であるため，事前・事後の学習としてレポートを課す。

注意点
ここで学習する内容は身近な現象を取り扱っており、水域の環境問題の解決にもつながるものである。積極的に身のま
わりの水理現象に興味をもち、自分自身の直感力を働かせて流れの本質を学ぶ姿勢をもってほしい。質問がある場合に
は、放課後やオフィスアワーを利用して積極的に質問に来ること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 拡散と分散 拡散の概念、拡散方程式について説明できる
2週 拡散と分散 乱流拡散と移流分散について説明できる

3週 拡散と分散 テイラーの拡散理論とリチャードソンの拡散理論を説明で
きる

4週 密度流の基礎 密度流の安定性に関するパラメータについて説明できる
5週 密度流の基礎 二成層流の基礎について説明できる
6週 密度流の基礎 密度界面の安定問題と混合・連行現象について説明できる
7週 中間試験

8週 答案返却・解答説明、密度流現象 誤った問題を正しく理解する、噴流やプリュームを説明で
きる

9週 密度流現象 密度楔と密度カレントについて説明できる
10週 水の波 深水波と長波について説明できる

11週 水の波 水粒子の軌道、波のエネルギー、群速度について説明でき
る

12週 湖沼・貯水池、海洋・海岸の水環境 湖沼・貯水池の水環境の特徴について説明できる
13週 湖沼・貯水池、海洋・海岸の水環境 海洋・海岸の水環境の特徴について説明できる
14週 湖沼・貯水池、海洋・海岸の水環境 閉鎖性水域の水交換と物質輸送について説明できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明 誤った問題を正しく理解する

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅱ（マイク
ロエレクトロニクス）

科目基礎情報
科目番号 0094 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 山脇 正雄
到達目標
実際のデバイスを使う際に必要となるメーカー提供のデータを理解し，それが使えるように理解を深める
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
デバイス仕様書などを十分に理解
してデバイスを使うことができる
。

デバイス仕様書などの概要を理解
することができる

デバイス仕様書などを理解できず
，使うこともできない

評価項目2 最先端の半導体デバイスの動向と
原理を理解できる

最先端半導体の大まかな動向を理
解できる

最先端半導体について理解できな
い

評価項目3
学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要
今日では応用回路がICとして供給され，目的（仕様）にあったICを選択し，これに周辺回路を付加することで目的の回
路が実現できる。ICを利用する立場から、ICを構成する回路技術や動作、更にはICの構造などを学び、ICを利用する上
で考慮すべき制約条件などを理解する。また最先端のデバイスについて理解を深める

授業の進め方と授業内
容・方法

実際のデバイスを事例として，ﾒｰｶから提供されているデータシートなどを用いて動作原理や使い方を理解する。
この科目は学習単位科目のため、事前・事後学習としてレポート・課題等を実施します。

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 デジタルLSIの種類と使い方をメーカー発行のマニュアルを
用いて学習する デジタルLSIの構成と動作

2週 デジタルLSIの種類と使い方をメーカー発行のマニュアルを
用いて学習する ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ技術の詳細

3週 デジタルLSIの種類と使い方をメーカー発行のマニュアルを
用いて学習する ソフトウエア：内部設定

4週 デジタルLSIの種類と使い方をメーカー発行のマニュアルを
用いて学習する ソフトウエア：信号処理など

5週 センサーICの種類と応用をﾒｰｶ発行のマニュアルを用いて学
習する 光センサーの構造と原理

6週 センサーICの種類と応用をﾒｰｶ発行のマニュアルを用いて学
習する 加速度センサーの構造と原理

7週 センサーICの種類と応用をﾒｰｶ発行のマニュアルを用いて学
習する 距離センサーの構造と原理

8週 センサーICの種類と応用をﾒｰｶ発行のマニュアルを用いて学
習する センサーネットワークの構成

9週 最先端高周波デバイス デバイス構造
10週 最先端高周波デバイス 性能を決める要因
11週 最先端高周波デバイス 電気特性モデリングと寄生素子
12週 最先端高周波デバイス さまざまな高周波デバイスの例：GUNダイオード
13週 最先端高周波デバイス さまざまな高周波デバイスの例：ヘテロ接合
14週 最先端マイコンデバイス アーキテキチャ
15週 最先端マイコンデバイス 高速化手法
16週 最先端マイコンデバイス 低消費電力化手法

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅱ（モータ
ーエレクトロニクス）

科目基礎情報
科目番号 0095 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 片岡昭雄著「電動機の可変速駆動入門」（森北出版），プリント
担当教員 横沼 実雄
到達目標
1.代表的なモーターおよび電力用素子について，特長および使用条件等を説明し，必要な計算や検討が行えること。
2.各種ＤＣおよびＡＣモーター制御回路の動作および特長を説明し，出力や効率等の計算が行えること。
3.各種障害等への対策を検討できること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
代表的なモーターおよび電力用素
子について，原理，動作，応用に
ついて適切に理解できる。

代表的なモーターおよび電力用素
子について，原理，動作，応用に
ついて理解できる。

代表的なモーターおよび電力用素
子について，原理，動作，応用に
ついて理解できない。

評価項目2 モーター制御回路の動作，特長
，諸計算が適切に理解できる。

モーター制御回路の動作，特長
，諸計算が理解できる。

モーター制御回路の動作，特長
，諸計算が理解できない。

評価項目3 各種障害等の発生原理と対策につ
いて適切に理解できる。

各種障害等の発生原理と対策につ
いて理解できる。

各種障害等の発生原理と対策につ
いて理解できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要
本講義では，制御用モーター，電力用半導体素子，回路技術について取り上げ，モーター制御のためのパワーエレクト
ロニクス技術について理解することを目的とする。講義の前半は，各種モーターおよび電力用素子の，特長および使用
条件等を説明する。後半は，ＤＣおよびＡＣモーター制御回路を中心に，各種障害等への対策まで実際の応用例を交え
て講義を行う。

授業の進め方と授業内
容・方法

教科書の内容を基に講義を行うが，特に各種のモーター制御回路については実物を用いた組み立て演習および実験も含
めて行う。
この科目は学習単位科目のため、事前・事後学習としてレポート・課題等を実施します。

注意点
本科のパワーエレクトロニクスが理解できているものとして，モーター制御を中心にして講義を進めていく。様々な知
識を必要とし，応用分野が広い技術であるので，学ぶにも活用するにも有意義な科目である。また，エコ・テクノロジ
としても重要な位置づけであるので，学ぶ価値は十分である。講義中の演習および小テストで，必要な計算がすぐにで
きるように関数電卓は必携である。また，必要があれば教科書以外の書籍を持ち込んでも構わない。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 概説 代表的なモーターおよび電力用素子について，原理，動作
，応用について理解できる。

2週 各種モーターの構造，動作原理，特長 代表的なモーターおよび電力用素子について，原理，動作
，応用について理解できる。

3週 代表的な電力用半導体素子 代表的なモーターおよび電力用素子について，原理，動作
，応用について理解できる。

4週 電力用半導体素子のドライブ信号と熱対策 代表的なモーターおよび電力用素子について，原理，動作
，応用について理解できる。

5週 各種整流回路 整流回路の動作，特長，諸計算が理解できる。
6週 DCモーター制御回路への応用Ⅰ モーター制御回路の動作，特長，諸計算が理解できる。
7週 DCモーター制御回路への応用Ⅱ モーター制御回路の動作，特長，諸計算が理解できる。
8週 DCモーター制御回路への応用Ⅲ モーター制御回路の動作，特長，諸計算が理解できる。
9週 交流電圧・周波数制御回路 モーター制御回路の動作，特長，諸計算が理解できる。
10週 ACモーター制御回路への応用Ⅰ モーター制御回路の動作，特長，諸計算が理解できる。
11週 ACモーター制御回路への応用Ⅱ モーター制御回路の動作，特長，諸計算が理解できる。
12週 ACモーター制御回路への応用Ⅲ モーター制御回路の動作，特長，諸計算が理解できる。
13週 各種障害とその対策 各種障害等の発生原理と対策について理解できる。
14週 新エネルギ技術としての応用 各種障害等の発生原理と対策について理解できる。
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明

評価割合
試験 課題 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 30 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 60 30 0 0 0 0 90
分野横断的能力 10 0 0 0 0 0 10
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅱ（材料物
性学）

科目基礎情報
科目番号 0096 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 プリント
担当教員 板東 能生
到達目標
1.バンド理論と結晶構造から材料の性質の概略について説明できる。
2.輸送現象を材料の構成から理解する。
3.熱力学現象を材料の構成から理解する
4.量子力学的構造と材料の性質の相関について理解する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 材料の成り立ちと性質について適
切に理解できる

材料の成り立ちと性質について理
解できる

材料の成り立ちと性質について理
解できない

評価項目2 輸送現象を材料の構成から適切に
理解できる

輸送現象を材料の構成から理解で
きる

輸送現象を材料の構成から理解で
きない

評価項目3 熱力学現象を材料の構成から適切
に理解できる

熱力学現象を材料の構成から理解
できる

熱力学現象を材料の構成から理解
できない

量子力学的構造と材料の性質の相
関について適切に理解できる

量子力学的構造と材料の性質の相
関について理解できる

量子力学的構造と材料の性質の相
関について理解できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等
概要 電気電子工学、電子物性、情報通信工学等の分野を学ぶためにはいろいろな材料の基本的性質を学習する必要がある。

材料物性について、電子論的な立場から学習していく。　　　
授業の進め方と授業内
容・方法

ナノサイエンスの最先端分野等で発展しているトピックスを講義に取り入れていく。尚、この科目は学修単位科目のた
め，事前・事後学習としてレポートを実施します。

注意点 21世紀の産業の一つにナノサイエンスに基礎を置く分野が注目されている。材料物性に対する期待は大きい。科学技術
立国日本はこれまで製造業に支えられてきた。製造業では素材の性質を十分に把握することが大切である。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 材料物性概論１ 材料の成り立ちから物性を概説できる
2週 材料物性概論２ 材料の成り立ちから物性を概説できる
3週 輸送現象１ 電気伝導を電子論の立場から概説できる
4週 輸送現象２ 熱伝導と磁気輸送現象を電子論の立場から概説できる
5週 輸送現象３ 熱電現象を電子論の立場から概説できる
6週 熱力学１ 磁気現象を電子論の立場から概説できる
7週 熱力学２ 比熱を電子論の立場から概説できる
8週 電子電子散乱 電子電子散乱を概説できる
9週 電子電子散乱 電子格子散乱を概説できる
10週 電子格子散乱 電子磁子散乱を概説できる
11週 強相関電子系 強相関電子系を概説できる
12週 重い電子状態 重い電子状態を概説できる
13週 価数揺動・中間原子価状態 価数揺動・中間原子価状態を概説できる
14週 人工格子 人工格子を概説できる
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 0 30 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 0 30 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅱ（バイオ
メトリクス）

科目基礎情報
科目番号 0097 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 プリントを配布
担当教員 平野 旭
到達目標
自然界の膨大な情報を効率良く処理するために提案された各種情報処理法の基礎を習得する。
１．バイオメトリクスの利用分野および動向について説明ができる。
２．バイオメトリクス分野で用いられる各種センサおよび計測法の特徴を理解し，説明ができる。
３．バイオメトリクス分野で用いられる情報処理法・アルゴリズムを理解し，説明と活用ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 利用分野および動向について説明
が適切にできる

利用分野および動向について説明
ができる

利用分野および動向について説明
ができない

評価項目2
用いられる各種センサおよび計測
法の特徴を理解し，説明が適切に
できる

用いられる各種センサおよび計測
法の特徴を理解し，説明ができる

用いられる各種センサおよび計測
法の特徴を理解し，説明ができな
い

評価項目3
用いられる情報処理法・アルゴリ
ズムを理解し，説明と活用が適切
にできる

用いられる情報処理法・アルゴリ
ズムを理解し，説明と活用ができ
る

用いられる情報処理法・アルゴリ
ズムを理解し，説明と活用ができ
ない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要
バイオメトリクス（生物測定学）は、近年の情報漏洩に対する有効策と捉えられている「生体認証技術」に留まらず、
多様な生物のデータから植物生産や環境保全に有用な情報を読み取るための重要な学問である。本科で学習してきた「
信号処理理論」を基礎として、あら季節にたに多変量解析手法などを学びつつ、演習を踏まえて実践的に基礎技術を習
得する。【H29年度は開講しない】

授業の進め方と授業内
容・方法

講義および授業中の演習を基本とする。この科目は学習単位科目のため、最新の情報処理技術とその活用に関する事前
調査課題、および、事後学習として信号処理法に関する自学自習課題を課す。その内容の発表とディスカッションによ
り、習熟度を確認する。

注意点 講義のみならず、授業中の課題演習およびプレゼンテーション課題も課す予定である。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス バイオメトリクスの活用分野と動向を説明できる
2週 バイオメトリクスの活用分野と動向 生体認証錠とその他分野について説明できる
3週 バイオメトリクス分野の基本技術 バイオメトリクス分野の基本技術について説明できる
4週 〃 顔認証技術について説明できる
5週 〃 指紋認証技術について説明できる
6週 〃 光彩認証技術について説明できる
7週 〃 静脈認証技術について説明できる
8週 〃 その他の認証技術について説明できる
9週 情報処理法の演習 各種情報処理法について説明できる
10週 〃 主成分分析が使える
11週 〃 自己組織化マップが使える
12週 〃 線形判別法が使える
13週 〃 サポートベクタマシンが使える
14週 〃 サポートベクタマシンが使える
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 20 0 0 0 0 0 20
専門的能力 20 0 0 0 20 0 40
分野横断的能力 30 0 0 0 10 0 40
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 数学応用工学Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 0100 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 特に指定しない。自作プリントを配布する。
担当教員 川勝 望
到達目標
1. 具体的な応用例に対して、モデル化をして、解を求めて、その意味を理解すること
2. ２階以上の微分方程式が解けること
3. いろいろな微分方程式（非線形微分方程式、全微分方程式，対称形連立微分方程式など）が解けること
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
具体的な応用例に対して、モデル
化をして、解を求めて、その意味
を適切に理解することができる。

具体的な応用例に対して、モデル
化をして、解を求めて、その意味
を理解することができる。

具体的な応用例に対して、モデル
化をして、解を求めて、その意味
を理解することができない。

評価項目2 ２階以上の微分方程式が適切に解
ける。 ２階以上の微分方程式が解ける。 ２階以上の微分方程式が解くこと

ができない。

評価項目3
いろいろな微分方程式（非線形微
分方程式、全微分方程式，対称形
連立微分方程式など）が適切に解
ける。

いろいろな微分方程式（非線形微
分方程式、全微分方程式，対称形
連立微分方程式など）が解ける。

いろいろな微分方程式（非線形微
分方程式、全微分方程式，対称形
連立微分方程式など）が解ける。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SB) , JABEE 環境都市（A）
教育方法等

概要

世の中の全ての自然現象は微分方程式で記述されるといっても過言ではない。そのため、微分積分を使って理学・工学
に関わる具体的な問題を解く上で、微分方程式の知識は欠かせない。本講義の目的は、(1)微分方程式を立てる（モデル
化する）ことと、(2)微分方程式を解き、その解の意味を理解する、という２つのプロセスの重要性を学ぶことである。
まず、微分方程式の概説を行った上で、基本的な微分方程式の解法を学ぶ。次に、理学・工学への応用に役立つ微分方
程式【非線形微分方程式、高階線形微分方程式、全微分方程式、対称形連立微分方程式など】の解き方を学習する。微
分方程式の解き方だけでなく、モデル化や具体的な応用例を取り上げることで、微分方程式を解くことで身近な現象が
理解できることの面白さを実体験する。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義および演習を基本とする。
この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポート・小テストを実施します。

注意点 本科で学んだ「微分積分」や「微分方程式」の知識は必須ですので、各自復習しておくこと。分からないところがあっ
た場合は、そのままにせず、必ず質問するようにしてください。講義中の活発な議論を期待しています。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 微分方程式とは
・微分方程式概説
・モデル化の方法（例：回転する液体表面の問題）につい
て学ぶ。

2週 1階微分方程式（変数分離法の解法） 変数分離法、同次型の微分方程式の解法を学ぶ。

3週 1階微分方程式（変数分離法の応用例） ・コーヒーの温度はどのように変化するか。
・放射性元素の崩壊はどのように進むだろうか。

4週 1階微分方程式（定数変化法の解法） 変数係数微分方程式を定数変化法で解く方法を学ぶ。

5週 1階微分方程式（定数変化法の応用例）
・雨滴の終端速度はどうなるだろうか。
・スカイダイビングする人の落下速度はどうなるだろうか
。

6週 1階微分方程式（非線形微分方程式の解法） ・ベルヌーイの微分方程式の解き方を学ぶ。
・魚の体重はどのように変化するだろうか。

7週 1階微分方程式の総復習 1階微分方程式の理解度を確認する。

8週 答案返却・解答説明
２階微分方程式（定数係数微分方程式の解法） 定数係数斉次/非斉次線形微分方程式の解き方を学ぶ。

9週 ２階微分方程式の応用例１
単振動の問題
・地球を貫く重力列車はどのような運動をするだろうか。
・振動周期から物体の形状を決定できるだろうか。

10週 ２階微分方程式の応用例２ ばねの減衰振動の問題
・バンジージャンプする人の運動を調べてみよう。

11週 ２階微分方程式の応用例３
ばねの強制振動の問題
・ブランコで遊ぶ子供の背中を親が押すとどうなるだろう
か。

12週 ２階微分方程式の応用例（非線形微分方程式）
・オイラーの微分方程式の解法を学ぶ。
・鎖が描く曲線（カテナりー）が従う微分方程式を立て、
解いてみよう。

13週 ２階微分方程式（線形連立微分方程式の解法）
・線形連立微分方程式の解法を学ぶ。
・２つの水槽における肥料の循環をモデル化して解いてみ
よう。

14週 偏微分方程式（変数分離法）
・偏微分方程式の概論および変数分離法による解法
・熱伝導方程式を解き、冬でも井戸水が暖かい理由を考え
てみよう。

15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合

- 59-



試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 数値計算法
科目基礎情報
科目番号 0101 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 十河 宏行「実践Pythonライブラリー　データ処理・解析入門」（朝倉書店）、及び、自作電子化資料
担当教員 井上 浩孝
到達目標
１．数値計算に潜む様々な誤差等を理解し、それを基に高精度・高効率な数値解析プログラムを構築する方法を、体系的に説明できる。
２．多様な現象を（数値）解析する際に必要な基本的本質を見極める方法と、シミュレート結果に潜む誤差や揺らぎ等を精査・考察する方法を
、体系的に説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

数値計算に潜む様々な誤差等を理
解し、それを基に高精度・高効率
な数値解析プログラムを構築する
方法を、体系的に適切に説明でき
る。

数値計算に潜む様々な誤差等を理
解し、それを基に高精度・高効率
な数値解析プログラムを構築する
方法を、体系的に説明できる。

数値計算に潜む様々な誤差等を理
解し、それを基に高精度・高効率
な数値解析プログラムを構築する
方法を、体系的に説明できない。

評価項目2
多様な現象を（数値）解析する際
に必要な基本的本質を見極める方
法を、体系的に適切に説明できる
。

多様な現象を（数値）解析する際
に必要な基本的本質を見極める方
法を、体系的に説明できる。

多様な現象を（数値）解析する際
に必要な基本的本質を見極める方
法を、体系的に説明できない。

評価項目3

多様な現象を（数値）解析する際
に必要なシミュレート結果に潜む
誤差や揺らぎ等を精査・考察する
方法を、体系的に適切に説明でき
る。

多様な現象を（数値）解析する際
に必要なシミュレート結果に潜む
誤差や揺らぎ等を精査・考察する
方法を、体系的に説明できる。

多様な現象を（数値）解析する際
に必要なシミュレート結果に潜む
誤差や揺らぎ等を精査・考察する
方法を、体系的に説明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SB) , JABEE 環境都市（A）
教育方法等

概要

技術（研究）開発においては、様々な現象を数値化し解析する作業が不可欠である。　技術者にとって必要な、数値計
算・解析の基本的・実務的手法を身に付け、自身の専門技術開発に繋げて行く（問題解決）能力を養うことを目的とす
る。
本校の教育基盤である「全科目ＥＳＤ（持続発展教育）」による素養を基に、技術者として実践できる視野を身に付け
させる。

授業の進め方と授業内
容・方法

授業では、コンピュータを用いた数値計算に潜む誤差や有効数字、シミュレーションで顕在化するステップ（刻み）や
打ち切り等、最も基本的な事項と、これらが最終結果へ大きく影響する事を認識させ、基礎と応用実践の基本的能力を
養成する。
プロジェクターを用いて、内容の視覚的な理解が進むように講義する。
また，この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポート・課題等を実施する。

注意点

担当教員が大学院付置研究所と企業研究開発実用化研究所で本務として来た、化学物理・ナノデバイス・プロセスの研
究開発実用化事例を教材にした、実学も取り入れて講義します。
専門技術開発や専門情報解析で必須となる数値解析を理解する上での、基盤となる科目で、数値解析を補助にして、ナ
ノマテリアルやデバイスの研究開発を本務として来た担当教員が、H22年に、従前の観点・内容から一変させて開講し
た科目です。　皆さんが今まで聞いたこともない？「ランダムな（乱れた）系の中に規則性を見い出す」、「放射線回
折の虚空間情報から実空間情報を見い出す」等、担当教員の以前の化学物理（皆さんがご存じの物理化学ではありませ
んよ）分野の研究事例を教材にした実学も講義します。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 数値計算プログラムに関わる基本事項
（数値計算の勘所とプログラム言語の概要）

数値計算プログラムに関わる基本事項等を理解し説明でき
る

2週 数値の計算機内部表現
（コンピュータ内の数値表現とそれに基づく誤差の概要） 数値の計算機内部表現等を理解し説明できる

3週 誤差と級数
（数値解析の基本である誤差と級数の概要） 誤差と級数等を理解し説明できる

4週
誤差と級数
（丸め・打ち切り誤差の実体験（各自電卓等持参のこと
））

誤差と級数等を理解し説明できる

5週
誤差と級数
（誤差と無限級数（有効桁の確保、マシンイプシロン等
））

誤差と級数等を理解し説明できる

6週
誤差と級数
（誤差と無限級数（交代級数、エイトケン・リチャードソ
ン加速法等））

誤差と級数等を理解し説明できる

7週 誤差と補間
（誤差と補間の概要（有理化、関数の近似等）） 誤差と補間等を理解し説明できる

8週
誤差と補間
（誤差とラグランジュ補間（関数の周期性活用、ニュート
ン補間法等））

誤差と補間等を理解し説明できる

9週
誤差と補間
（誤差とスプライン補間（最滑補間・ワイエルシュトラス
展開定理等））

誤差と補間等を理解し説明できる

10週 誤差と補間
（誤差と直交多項式補間（チェビシェフ多項式・級数）） 誤差と補間等を理解し説明できる

11週 誤差と補間
（誤差と直交多項式補間（ルジャンドル多項式・級数）） 誤差と補間等を理解し説明できる
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12週
誤差と補間と級数
（数値積分を例に、ラグランジュ補間の実践（台形・シン
プソン・ガウスルジャンドル公式））

誤差と補間と級数等を理解し説明できる

13週
数値解析実例
（担当教員の化学物理・ナノテクノロジー分野の研究を教
材にした、数値解析の実例）

数値解析実例等を理解し説明できる

14週
数値解析実例
（担当教員の化学物理・ナノテクノロジー分野の研究を教
材にした、数値解析の実例）

数値解析実例等を理解し説明できる

15週
期末試験
（内１問は、自身の専攻と数値解析との関わりや今後の展
開の考察）

16週 期末試験解答説明と補講
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 0 0 70
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 30 0 30
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅱ（振動工
学）

科目基礎情報
科目番号 0102 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 岩壺，松久編著　「振動工学の基礎」　森北出版
担当教員 尾川 茂
到達目標
１．1自由度から多自由度の振動系の運動方程式が導出できる，固有振動数を求めることができる。
2.　連続体と回転機械の振動が理解できている。
3.　振動計測とデータ処理が理解できている。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
1自由度から多自由度の振動系の運
動方程式が導出と固有振動数の計
算が応用できる。

1自由度から多自由度の振動系の運
動方程式が導出と固有振動数の計
算ができる

1自由度から多自由度の振動系の運
動方程式が導出と固有振動数の計
算ができる。

評価項目2 連続体と回転機械の振動について
説明と応用問題が解ける。

連続体と回転機械の振動について
説明できる。

連続体と回転機械の振動について
説明できない。

評価項目3 振動計測とデータ処理について説
明でき，その応用問題ができる。

振動計測とデータ処理について説
明できる。

振動計測とデータ処理について説
明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要
５年の機械力学で学んだことを基礎として，振動現象を1自由度系から多自由度系に，さらに連続体・回転体に拡張して
より深く理解する。また，実践的視点から振動計測とデータ処理についても学習する。本授業は，就職および進学の両
方に関連する。

授業の進め方と授業内
容・方法 この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポートを実施する。

注意点 振動現象に興味を持ち，積極的に学習して欲しい。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 第1章　機械の振動
第2章　振動の基礎知識

物体の運動に関する，自由度・慣性モーメントなどが説明
できる。

2週 第3章　1自由振動系Ⅰ 非減衰及び減衰１自由度振動系の自由振動が説明できる。

3週 第3章　1自由振動系Ⅱ １自由振動系強制振動の運動方程式の導出およびその解析
解が計算できる。

4週 第3章　1自由振動系Ⅲ 周波数応答曲線から振動の状態が説明できる。
振動絶縁及び基礎絶縁の原理が説明できる。

5週 第4章　多自由度系の振動Ⅰ
2自由度系の運動方程式から2つの固有角振動数およびその
固有振動モードを求めることができる。
2自由度系の連成・非連成振動が説明できる。

6週 第4章　多自由度系の振動Ⅱ 最適同調と最適減衰の条件から動吸振器の設計ができる。

7週 第4章　多自由度系の振動Ⅲ ラグランジュの運動方程式を用いて，多自由度系の運動方
程式が導出できる。

8週 中間試験 第1章から第4章までが理解できている。

9週 第5章　連続体の振動Ⅰ 弦の横振動，棒の縦振動の運動方程式が導出できる。
その各振動の固有振動数，固有振動モードが導出できる。

10週 第5章　連続体の振動Ⅱ はりと棒の横振動の運動方程式が導出でき，固有振動数
，固有モードの計算ができる。

11週 第6・７章　回転機械の振動と自励振動 静不不釣り合い，動不釣り合が説明できる。
危険速度が計算できる。

12週 第8章　非線形系の振動 非線形要素と非線形方程式が説明できる。

13週 第9章　振動計測とデータ処理Ⅰ 振動計測のためのセンサの種類と原理が説明できる。
インパルス加振が説明できる。

14週 第9章　振動計測とデータ処理Ⅱ 高速フーリエ変換が説明できる。
15週 第１０章　実験モード解析 実験モード解析の必要性とその理論が説明できる。
16週 期末試験 第5章から第１０章までが理解できている。

評価割合
試験 合計

総合評価割合 100 100
基礎的能力 0 0
専門的能力 100 100
分野横断的能力 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅱ（機械要
素）

科目基礎情報
科目番号 0103 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 プリント
担当教員 中迫 正一
到達目標
1.内外圧を受ける厚肉円筒に関する問題が計算できる．
2.回転体の応力に関する問題が計算できる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 内外圧を受ける厚肉円筒に関する
問題が適切に計算できる．

内外圧を受ける厚肉円筒に関する
問題が計算できる．

内外圧を受ける厚肉円筒に関する
問題が計算できない．

評価項目2 回転体の応力に関する問題が適切
に計算できる．

回転体の応力に関する問題が計算
できる．

回転体の応力に関する問題が計算
できない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要

機械を構成する機械要素には，内外径に比較して半径方向の肉厚が大きい厚肉円筒を使用する場合がある．これらの機
械要素を安全に設計するためには，厚肉円筒の応力，変形量および焼きばめに関する知識が必要であり，ここでは，内
外圧を受ける厚肉円筒や焼ばめによる組合せ円筒の強度設計について学習する．また，遠心力を考慮した回転体の応力
計算についても学習する．
本授業は，就職に関連する．

授業の進め方と授業内
容・方法

講義および演習を基本とする．
この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポートを実施します．

注意点 将来，開発・設計分野の業務に就く場合には必須となるので，熱意を持って学習に取り組んでもらいたい．
質問がある場合には，放課後やオフィスアワーを利用して積極的に質問に来ること．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 円筒 内外圧を受ける厚肉円筒の応力と変形量が計算できる．
2週 円筒 内外圧を受ける厚肉円筒の応力と変形量が計算できる．
3週 円筒 内外圧を受ける厚肉円筒の応力と変形量が計算できる．
4週 円筒 組合せ円筒の応力と焼きばめ条件が計算できる．
5週 円筒 組合せ円筒の応力と焼きばめ条件が計算できる．
6週 演習問題 組合せ円筒の応力と焼きばめ条件が計算できる．
7週 前期中間試験
8週 答案返却・解答説明
9週 回転体 回転円板の応力と変形量が計算できる．
10週 回転体 回転円板の応力と変形量が計算できる．
11週 回転体 回転円板の応力と変形量が計算できる．
12週 回転体 平等強さの回転円板が設計できる．
13週 回転体 平等強さの回転円板が設計できる．
14週 演習問題 平等強さの回転円板が設計できる．
15週 前期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 高度専門特別講義Ⅱ（システ
ム制御）

科目基礎情報
科目番号 0104 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 津村・前田共著　「エース　制御工学」　（朝倉書店）
担当教員 山田 祐士
到達目標
1.システムの過渡特性についてインデンシャル応答を用いて説明できる。
2.システムの定常特性について、 定常偏差を用いて説明できる。
3.システムの周波数特性について、 ボード線図を用いて説明できる。
4.特性方程式を用いた安定判別法について説明できる。
5.各種の安定判別法について説明できる。
6.システムを状態方程式で表現できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 動的システムの表現に関する知識
を適切に理解できる。

動的システムの表現に関する知識
を理解できる。

動的システムの表現に関する知識
を理解できない。

評価項目2 制御システムの３大特性を適切に
理解し，詳しく説明できる。

制御システムの３大特性を理解し
，説明できる。

制御システムの３大特性を理解で
きない。

評価項目3 安定判別法を詳しく理解し，複数
の方法で実施できる．

安定判別法を理解し，実施できる
． 安定判別法を理解できない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SC)
教育方法等

概要
制御工学の技術が貢献した関連分野が急速に拡大し，工学分野としての機械，電気，化学だけでなく，管理工学，交通
・移動体工学，システム工学，生物・農業の分野，医学，社会学などにまで及び，最近では制御工学的な発想があらゆ
る分野に浸透してきている．そこで自動制御理論の基礎に裏打ちされた制御システムを作るためには，少なくともこれ
だけは知っておきたい事項を学ぶ．

授業の進め方と授業内
容・方法

講義及び演習を基本とする．必要により,小テストを実施する．
また，この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習としてレポート・課題等を実施する．

注意点
制御工学は多方面に展開する横断的な技術，工学ではあるが，制御でおこる現象をよく理解して学習していってくださ
い．予習・復習はしっかりして，また講義中に生じた分からないところは残しておいて次の講義へ望むようなことが無
いようにしてください．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 制御工学概論 伝達関数と状態フィードバック
2週 制御に用いる機器 制御系の基本構成
3週 モデリング ブロック線図
4週 制御系の解析 周波数応答
5週 制御系の解析 周波数応答
6週 制御系の解析 周波数応答
7週 制御系の解析 周波数応答
8週 中間試験
9週 答案返却・解答説明
10週 制御システムの特性 過渡応答
11週 制御システムの特性 定常応答
12週 制御システムの特性 安定性
13週 制御システムの特性 安定性
14週 制御システムの特性 安定性
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 授業参画 合計

総合評価割合 70 30 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 30 0 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 生命科学
科目基礎情報
科目番号 0105 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 及川 栄作
到達目標
生命科学の基本的な概念を理解するとともに、科学的な見方、考え方を身につける。目標とする到達の水準は、大学理工系基礎教養レベルとす
る。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
身の周りの化学物質や病原体とそ
の生体への影響を理解し、適格に
説明できる。

身の周りの化学物質や病原体とそ
の生体への影響を理解し、説明で
きる。

身の周りの化学物質や病原体とそ
の生体への影響を理解できず、説
明できない。

評価項目2 生活習慣病を理解し、適格に説明
できる。

生活習慣病を理解し、説明できる
。

生活習慣病を理解できず、説明で
きない

評価項目3 ガンについて的確に理解し、説明
できる。

ガンについて理解し、説明できる
。

ガンについて理解できず、説明で
きない。

評価項目4
生物のエネルギー獲得や変換の仕
組みを理解し、適格に説明できる
。

生物のエネルギー獲得や変換の仕
組みを理解し、説明できる。

生物のエネルギー獲得や変換の仕
組みを理解できず、説明できない
。

評価項目5 バイオテクノロジーの応用例を理
解し、適格に説明できる。

バイオテクノロジーの応用例を理
解し、説明できる。

バイオテクノロジーの応用例を理
解できず、説明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SB) , JABEE 環境都市（A）
教育方法等

概要
人間も自然環境の中にある生物圏の一員である。人間の生物として自然環境への適応の仕方やこれに応じて生み出され
るイノベーションやテクノロジーは、まず生物である人間がいかにして生命活動を営んでいるかを知る必要があり、こ
れを分子の世界から知ること。

授業の進め方と授業内
容・方法

・資料や関連の画像や映像を参考にしながら、講義により行う。各項目ごとに、ポイントを整理しながらまとめる学習
シートがあり、レポートとする。一部の講義はアクティブラーニングにより行う。また、後半の一部は、他高専の二人
の教員により、中継によって行われる予定である。
・本科目は学修単位科目であるため，事前・事後の学習としてレポートを課す。

注意点 各授業の項目ごとに、授業を聞きながら予め用意された学習シートに必要事項を記入してもらいます。この学習シート
は、レポートととして提出してもらいます。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 イントロダクション、現代の生命科学の発展と現状 現代の生命科学の発展と現状の概要を理解し、説明できる
。

2週 身の周りの化学物質や病原体と生体への影響 健康的な日常生活を送る上で生体へ影響を及ぼす化学物質
や病原体について理解し、説明できる。

3週 身の周りの化学物質や病原体と生体への影響
化学物質や病原体の存在するところ、生成機構、体に取り
込まれた場合にどのような影響があるか理解し、説明でき
る。

4週 生活習慣病と活性酸素および老化、生活習慣病の予防と食
事

高齢化社会を迎える中で、健康的な体や長寿を実現する上
で、影響する活性酸素の生成機構と老化の関係を理解し、
説明できる。

5週 遺伝病とガン、ガン遺伝子、
ガン発症の仕組みとアポトーシス

遺伝病の種類やガンの発症と遺伝の関係、ガン遺伝子、不
死化細胞と細胞死の違いを理解し、説明できる。

6週 ガンの予防とガン治療 がんの発症に関わる因子、予防の仕方、また、ガンに罹っ
た場合の最近の治療法について理解し、説明できる。

7週 ES細胞、iPS細胞、再生医療 ES細胞やiPS細胞および、これらの細胞を応用した再生医療
について理解し、説明できる。

8週 組換えDNA技術、ゲノム編集技術、次世代DNAシークエン
ス法、テーラーメード医療

最近のバイオテクノロジー技術について、これらの目指す
ことを理解し、説明できる。

9週  核酸、タンパク質、酵素、
化学触媒と酵素触媒

生体物質の種類とこの働きを知り、物理化学の分野の材料
と生体機能物質の相違を理解し、説明できる。

10週 細胞生物学（生物のエネルギー獲得メカニズム） 生体のエネルギー通貨と呼ばれるATPの生成機構を細胞レ
ベルで理解し、説明できる。

11週 食糧と環境問題の解決のためのバイオテクノロジー1
地球の人口増加に伴う食糧、生物資源、水資源確保、およ
び環境保全の必要性とバイオテクノロジーを理解し、説明
できる。

12週 食糧と環境問題の解決のためのバイオテクノロジー2 バイオテクノロジーを駆使した、食糧生産、水処理、環境
保全の具体例を理解し、説明できる。

13週 バイオマスエネルギーの種類と利用技術 持続可能な社会実現のための、バイオマスエネルギーの種
類と利用技術を理解し、説明できる。

14週 環境DNAと生物多様性、授業アンケート
地球に生息する生物の多様性を学び、地球温暖化などの環
境問題による絶滅種の保護や調査の最新技術を理解し、説
明できる。

15週 期　末　試　験

- 66-



16週
答案返却・解答解説
全体の学習事項のまとめ
授業アンケートの実施

試験問題の解説を通じて間違った箇所を理解できる。

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ レポート 合計

総合評価割合 80 0 0 0 0 20 100
基礎的能力 40 0 0 0 0 10 50
専門的能力 20 0 0 0 0 5 25
分野横断的能力 20 0 0 0 0 5 25
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 化学応用工学
科目基礎情報
科目番号 0106 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 使用しない。プリントを配布する。
担当教員 田中 慎一
到達目標
我々の周りにはガラスや金属などの無機材料からプラスチックや紙などの有機材料まで多種多様な材料が存在している。それらの材料がどのよ
うにして電気、磁気、光、弾性などの多様な物理的性質を発現しているのかを理解することはエンジニアにとって必要不可欠である。本講義で
は、これらの点を考慮して１）原子の構造と量子数、２）分子の構造及び混成軌道の理解、３）化学結合と分子軌道について理解しかつ分子構
造と物理的性質との相関性について学習する。

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 最低限の到達レベルの

目安（可）

評価項目1 講義で説明した物質の構造および
状態がすべて説明できる。

講義で説明した物質の構造および
状態が、２つ以上説明できる。

講義で説明した物質の構造および
状態が、いずれか1つ以上説明でき
る。

評価項目2
分子の構造と混成軌道についてす
べて説明ができ、いずれの計算問
題も１つ以上解答できる。

分子の構造と混成軌道についてす
べて説明ができ、計算問題がいず
れか１つ以上解答できる。

分子の構造と混成軌道についてす
べて説明ができる。

評価項目3
分子構造と物理的性質についてす
べて説明でき、いずれの計算問題
も1つ以上解答できる。

分子構造と物理的性質についてす
べて説明でき、計算問題がいずれ
か１つ以上解答できる。

分子構造と物理的性質についてす
べて説明できる。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SB) , JABEE 環境都市（A）
教育方法等

概要
　我々の周りにはガラスや金属などの無機材料からプラスチックや紙などの有機材料まで多種多様な材料が存在してい
る。それらの材料がどのようにして電気、磁気、光、弾性などの多様な物理的性質を発現しているのかを理解すること
はエンジニアにとって必要不可欠である。

授業の進め方と授業内
容・方法

本科で学習した化学の知識について再確認を行い、半期で大学一般教養程度の化学知識の習得を目的としている。さら
に、この科目は学修単位科目のため、事前・事後に演習問題やレポートにより反復することで、学習を深めてもらう。

注意点
化学は様々な分野で応用されており、今後のものづくりの複雑化を考慮に入れれば、化学を専門としない学生でも教養
程度の知識は必要である。化学とものづくり、産業との係わり合いについてトピックスを取り入れながら、講義を行う
。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 原子構造と周期律Ⅰ 原子の電子配置について説明できる。

2週 原子構造と周期律Ⅱ 主量子数、方位量子数、磁気量子数、スピン量子数につい
て説明できる。

3週 原子構造と周期律Ⅲ パウリの排他原理とフントの規則について説明が出来る。
4週 化学結合と混成軌道Ⅰ 混成軌道と電子軌道について説明できる。
5週 化学結合と混成軌道Ⅱ 共有結合とイオン結合について説明できる。
6週 化学結合と混成軌道Ⅲ 共鳴構造、分子軌道が書け、説明できる。

7週 化学結合と混成軌道Ⅳ 共鳴構造、分子軌道が説明でき、簡単な演習問題が解ける
。

8週 原子の発光スペクトルⅠ 発光スペクトルと電子スピンが説明できる。
9週 原子の発光スペクトルⅡ 発光スペクトルとレーザーの原理が説明できる。
10週 物質の磁気的性質 電子スピンと物質の磁気的性質が説明できる。
11週 原子・分子の吸収スペクトル 電子吸収スペクトルと分子軌道が説明できる。
12週 分子の発光スペクトルⅠ 共役二重結合と分子の発光スペクトルが説明できる。
13週 分子の発光スペクトルⅡ 蛍光と燐光が説明できる。

14週 演習 演習を行い、これまで学習した内容についての理解を深め
、理解を定着させる。

15週 期末テスト

16週
答案返却・解答解説
全体の学習事項のまとめ
授業改善アンケートの実施

試験問題の解説を通じて間違った箇所を理解できる。

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 80 0 0 0 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 量子力学
科目基礎情報
科目番号 0107 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 自作プリント
担当教員 深澤 謙次
到達目標
1．光電効果について説明できる。
2．アインシュタイン−ド・ブロイの関係式について説明できる。
3，シュレーディンガー方程式が書ける。
4．波動関数の確率解釈について説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
光電効果とアインシュタイン−ド・
ブロイの関係式について詳細に説
明できる

光電効果とアインシュタイン−ド・
ブロイの関係式について説明でき
る

光電効果とアインシュタイン−ド・
ブロイの関係式について説明でき
ない

評価項目2 シュレーディンガー方程式につい
て詳細に説明できる

シュレーディンガー方程式につい
て説明できる

シュレーディンガー方程式につい
て説明できない

評価項目3 波動関数の確率解釈について詳細
に説明できる

波動関数の確率解釈について説明
できる

波動関数の確率解釈について説明
できない

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SB) , JABEE 環境都市（A）
教育方法等

概要
　近代物理学の発展をたどり、量子力学の基礎を講義する。電子や原子のミクロな世界の物理現象を支配している基本
法則は量子力学である。この量子力学の成立過程を解説し、ミクロな世界の物理的考え方を養い、初等量子力学による
原子や個体の基礎を学ぶ。本授業は学力の向上に必要である。

授業の進め方と授業内
容・方法

　例題を解きながら講義を進めていき、適宜演習を行う。また、この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習とし
てレポートなどを実施する。

注意点
　量子力学は相対性理論と対比される、現代物理学を支える大きな支柱となっている。この学問はトランジスタ・集積
回路・レーザー・超伝導などの最新技術の基礎となるものであり、したがって工学においても重要な意味を持っている
。質問等が生じた場合には放課後やオフィスアワーを利用して担当教員の所に行けば、丁寧に答えるので相談すること
。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 量子力学の概要と光電効果 光電効果の特徴と光量子説が理解できる

2週 粒子性と波動性 電子のようなミクロな存在が粒子と波の両方の性質を持つ
ことが理解できる

3週 ブラッグ反射 X線を用いた結晶構造の解明について理解できる
4週 コンプトン効果(コンプトン散乱) コンプトン効果について理解できる
5週 原子模型 様々な原子模型について理解できる
6週 水素原子のスペクトル 水素原子から出てくる光の規則性について理解できる

7週 ボーア理論 水素原子の電子軌道についてのボーア理論について理解で
きる

8週 古典的な波動方程式 古典的な波動方程式について説明できる
9週 シュレーディンガー方程式 シュレーディンガー方程式の導出について理解できる
10週 波動関数の確率解釈 なぜ波動関数の確率解釈が必要かについて理解できる
11週 シュレーディンガー方程式の簡単な例 固い壁間の１次元粒子の問題を解ける
12週 　　　　〃 水素原子の基底状態の問題を解ける

13週 波動関数と物理量 波動関数から物理量をどのように計算するのかについて理
解できる

14週 　　　　〃 　　　　〃
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ

(レポート) その他 合計

総合評価割合 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 20 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 複合工学実験
科目基礎情報
科目番号 0108 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実験・実習 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 プロジェクトデザイン工学専攻 対象学年 専2
開設期 前期 週時間数 4
教科書/教材 自作テキスト
担当教員 中迫 正一,野村 高広,横沼 実雄,松野 一成,高田 一貴,木村 善一郎
到達目標
１．実験の意義を理解できる．
２．手法および技術を理解し，実施できる．
３．データ整理，考察ができる．
４．報告書など期限内に提出できる．
５．自分の専門分野と他分野の関係性を理解し，説明できる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1 実験の意義を適切に理解できる． 実験の意義を理解できる． 実験の意義を理解できない。

評価項目2 データ整理，考察が適切にできる
． データ整理，考察ができる． データ整理，考察ができない．

評価項目3 自分の専門分野と他分野の関係性
を適切に理解し，説明できる．

自分の専門分野と他分野の関係性
を理解し，説明できる．

自分の専門分野と他分野の関係性
を理解できない．

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 専攻科の学習・教育目標 (SD), JABEE 環境都市（H）
教育方法等

概要
機械工学・電気工学・土木工学・建築学に関する実験を通して，他分野の専門知識を広め，複合工学的能力を涵養する
．また，種々の機械，試験機および測定器の構造，ならびにその取扱い方法を学修し，実験における課題に対して主体
的・積極的に解決する能力を身に付ける．
本授業は就職や就職後の業務に関連する．【複数教員担当方式およびオムニバス方式】

授業の進め方と授業内
容・方法

実験を基本とする．
この科目は学修単位科目のため，事前・事後学習として実験レポートや実験に関する発表資料の作成が必要です．

注意点 分からないところや疑問点を残さないように実験中は言うに及ばず随時教員あるいは当該専門分野の学生に質問に行き
，分からないところや疑問点を無くして次の実験に望むこと．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 複合工学実験に関するガイダンス 複合工学実験の実施方法を理解できる．

2週 土木工学に関する実験 土木工学に関する実験（鉄筋コンクリート梁の破壊・環境
計測実験）を理解できる．

3週 土木工学に関する実験 土木工学に関する実験（鉄筋コンクリート梁の破壊・環境
計測実験）を理解できる．

4週 土木工学に関する実験 土木工学に関する実験（鉄筋コンクリート梁の破壊・環境
計測実験）を理解できる．

5週 建築学に関する実験 建築学に関する実験（鋼構造・木構造実験）を理解できる
．

6週 建築学に関する実験 建築学に関する実験（鋼構造・木構造実験）を理解できる
．

7週 建築学に関する実験 建築学に関する実験（鋼構造・木構造実験）を理解できる
．

8週 土木工学・建築学の実験に関する発表会 自分の専門分野と他分野の関係性を理解し，説明できる．

9週 機械工学に関する実験 機械工学に関する実験（金属材料・伝熱・流体実験）を理
解できる．

10週 機械工学に関する実験 機械工学に関する実験（金属材料・伝熱・流体実験）を理
解できる．

11週 機械工学に関する実験 機械工学に関する実験（金属材料・伝熱・流体実験）を理
解できる．

12週 電気工学に関する実験 電気工学に関する実験（太陽電池・マイコン・モーター制
御実験）を理解できる．

13週 電気工学に関する実験 電気工学に関する実験（太陽電池・マイコン・モーター制
御実験）を理解できる．

14週 電気工学に関する実験 電気工学に関する実験（太陽電池・マイコン・モーター制
御実験）を理解できる．

15週 機械工学・電気工学の実験に関する発表会 自分の専門分野と他分野の関係性を理解し，説明できる．
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 20 0 0 80 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 10 0 0 40 0 50
分野横断的能力 0 10 0 0 40 0 50
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 日本語・日本事情
科目基礎情報
科目番号 0013 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 4
開設学科 本科留学生科目 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 4
教科書/教材 日本語能力試験問題集，日本留学試験対策記述問題テーマ１００，留学生の日本語（論文読解編），日本を話そう他
担当教員 帖佐 幸樹
到達目標
１．日本語能力試験のN1～N2程度の能力（読む・書く・聞く・話す）を身につける
２．日本社会，文化，生活について，座学及びフィールドワークを通じて，理解を深める
３．専門科目にも応用できる幅広い視野，知識を持てるよう，日本語を通じて学習能力を高める。
４．一般的な小論文が書けるよう，作文能力を伸ばす。
５．文集「随想」の作成を通じて，正しく理論的な文章を書く力，編集能力を養う。
６．日本語能力試験受験を積極的に勧め，合格へ導く。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
日本社会，文化，生活について
，座学及びフィールドワークを通
じて，詳細に理解できる

日本社会，文化，生活について
，座学及びフィールドワークを通
じて，理解できる

日本社会，文化，生活について
，座学及びフィールドワークを通
じて，理解できない

評価項目2
専門科目にも応用できる幅広い視
野，知識を持てるよう，日本語を
通じて学習能力をより高めること
ができる。

専門科目にも応用できる幅広い視
野，知識を持てるよう，日本語を
通じて学習能力を高めることがで
きる

専門科目にも応用できる幅広い視
野，知識を持てるよう，日本語を
通じて学習能力を高めることがで
きない

評価項目3 正しく理論的な文章を書く力，編
集能力を身につけることができる

正しく理論的な文章を書く力，編
集能力がある程度身につけること
ができる

正しく理論的な文章を書く力，編
集能力を身につけることができる
ない

学科の到達目標項目との関係
本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 一般的な日本語運用能力の習得，向上，更に専門科目を学習するために必要なより高度な読む・書く・聞く・話すの総

合的な力を養う。特に大学進学，就職に必須な論文作成能力を養う。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義，レポート，作文，現地訪問

注意点 特になし
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 問題集例題を解く 日本語能力試験問題集，漢字・語彙・読解
2週 問題集例題を解く 日本語能力試験問題集，漢字・語彙・読解
3週 問題集例題を解く 日本語能力試験問題集，漢字・語彙・読解
4週 問題集例題を解く 日本語能力試験問題集，漢字・語彙・読解
5週 問題集例題を解く 日本語能力試験問題集，漢字・語彙・読解
6週 問題集例題を解く 日本語能力試験問題集，漢字・語彙・読解
7週 中間試験
8週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／過去の試験問題
9週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／過去の試験問題
10週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／過去の試験問題
11週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／過去の試験問題
12週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／公式問題集
13週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／公式問題集
14週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／模擬試験問題
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 小論文を読んでみる／漢字・文法／随想作文 日本留学試験対策記述問題テーマ１００／漢字・文法練習
問題／作文

2週 小論文を読んでみる／漢字・文法／随想作文 テーマ　学校・教育
3週 小論文を読んでみる／漢字・文法／随想作文 テーマ　学校・教育
4週 小論文を読んでみる／漢字・文法／随想作文 テーマ　くらし・生き方
5週 小論文を読んでみる／漢字・文法／随想作文 テーマ　くらし・生き方
6週 小論文を読んでみる／漢字・文法／随想作文 テーマ　文化・異文化・国際化
7週 小論文を読んでみる／漢字・文法／随想作文 テーマ　文化・異文化・国際化
8週 中間試験
9週 文集「随想」作成 作文を書く／漢字・読解練習問題
10週 文集「随想」作成 作文を書く／漢字・読解練習問題
11週 文集「随想」作成 作文を書く／漢字・読解練習問題
12週 文集「随想」作成 作文を書く／漢字・読解練習問題
13週 文集「随想」作成 ワードを使ってレイアウトする／漢字・読解練習問題
14週 文集「随想」作成 ワードを使ってレイアウトする／漢字・読解練習問題
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15週 学年末試験
16週 答案返却，解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 機械工学演習
科目基礎情報
科目番号 0014 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 本科留学生科目 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 プリント等配布
担当教員 上寺 哲也
到達目標
機械工学（物理学，化学，材料学，工業力学，機械設計製図，機構学，ものづくり，電気工学）に関する基礎演習を含めて基礎事項を理解し
，説明することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
機械工学の基礎事項について説明
することができ，関連した応用計
算ができること．

機械工学の基礎事項について説明
することができ，関連した計算が
できること．

機械工学の基礎事項について説明
することができない．

学科の到達目標項目との関係
本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 機械工学分野に所属する全教員が，機械工学（物理学，化学，材料学，工業力学，機械設計製図，機構学，ものづくり

，電気工学）に関する基礎演習を含めて基礎事項を学ぶ．
授業の進め方と授業内
容・方法 配布プリントに従い授業を進める．適宜，計算問題や製作などの演習を含める．

注意点 レポート，課題計算を課せられた場合は，指示に従い期限までに提出すること．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 機械工学（物理学，化学，材料学，工業力学，機械設計製
図，機構学，ものづくり，電気工学）に関する基礎演習

機械工学（物理学，化学，材料学，工業力学，機械設計製
図，機構学，ものづくり，電気工学）に関する基礎演習を
実践し，理解する．

2週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
3週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
4週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
5週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
6週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
7週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
8週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
9週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
10週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
11週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
12週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
13週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
14週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
15週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
16週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃

評価割合
演習・レポート課題評価 合計

総合評価割合 100 100
基礎的能力 100 100
専門的能力 0 0
分野横断的能力 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気工学演習
科目基礎情報
科目番号 0012 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 本科留学生科目 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 横瀬 義雄
到達目標
１．電気に関する数値表記、単位表記につて用法を理解する
２．直流回路網の計算方法を理解する
３．交流回路の計算方法を理解する
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 電気に関する指数表記の計算と単
位を説明できる

電気に関する指数表記の計算と単
位を理解している

電気に関する指数表記の計算と単
位を理解していない

評価項目2 直流回路網に関する応用的計算が
できる 直流回路網に関する計算ができる 直流回路網に関する計算ができな

い

評価項目3 交流回路網の諸定理を用いて交流
回路の計算が適切にできる

交流回路網の諸定理を用いて交流
回路の計算ができる

交流回路網の諸定理を用いて交流
回路の計算ができない

学科の到達目標項目との関係
本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等

概要
 呉高専 電気情報工学科3年生に編入する外国人留学生に対して行う科目である。通常の学生が本科１～２年で学んだ専
門基礎科目の内で編入した留学生の学習が十分でない科目を補う形で行う。実施内容は情報処理、電気基礎、電気回路
を中心に行う。

授業の進め方と授業内
容・方法

ガイダンス中に入学前の状況を判断し、重点課題を見つけ学習の重みづけを行う。学習は情報処理、電気基礎、電気回
路を中心に本科３年生以上の科目を受講するために必要な基礎知識を身につける。

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 情報処理、電気基礎、電気回路の学習状況を判断する
2週 情報処理、電気基礎、電気回路の基礎学習 電気・情報工学の基礎を身につける
3週 情報処理、電気基礎、電気回路の基礎学習 電気・情報工学の基礎を身につける
4週 情報処理、電気基礎、電気回路の基礎学習 電気・情報工学の基礎を身につける
5週 情報処理、電気基礎、電気回路の基礎学習 電気・情報工学の基礎を身につける
6週 情報処理、電気基礎、電気回路の基礎学習 電気・情報工学の基礎を身につける
7週 情報処理、電気基礎、電気回路の基礎学習 電気・情報工学の基礎を身につける
8週 情報処理、電気基礎、電気回路の基礎学習 電気・情報工学の基礎を身につける
9週 情報処理、電気基礎、電気回路の基礎学習 電気・情報工学の基礎を身につける
10週 情報処理、電気基礎、電気回路の基礎学習 電気・情報工学の基礎を身につける
11週 情報処理、電気基礎、電気回路の基礎学習 電気・情報工学の基礎を身につける
12週 情報処理、電気基礎、電気回路の基礎学習 電気・情報工学の基礎を身につける
13週 情報処理、電気基礎、電気回路の基礎学習 電気・情報工学の基礎を身につける
14週 情報処理、電気基礎、電気回路の基礎学習 電気・情報工学の基礎を身につける
15週 情報処理、電気基礎、電気回路の基礎学習 電気・情報工学の基礎を身につける
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 70 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 50 20 0 70
専門的能力 0 0 0 20 10 0 30
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 環境工学演習
科目基礎情報
科目番号 0011 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 本科留学生科目 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 プリント等配布
担当教員 堀口 至
到達目標
環境都市工学に関する基礎科目（本科1，2年で学習する内容を含む）の基礎事項を理解し，説明することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
環境都市工学の基礎事項について
説明することができ，関連した応
用計算ができること．

環境都市工学の基礎事項について
説明することができ，関連した計
算ができること．

環境都市工学の基礎事項について
説明することができない．

学科の到達目標項目との関係
本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 環境都市工学の基礎科目（本科1，2年で学習する内容を含む）の基礎事項を演習形式で学ぶ．
授業の進め方と授業内
容・方法 配布プリントに従い授業を進める．適宜，計算問題や製作などの演習を含める．

注意点 レポート，課題計算を課せられた場合は，指示に従い期限までに提出すること．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 環境都市工学の基礎科目に関する演習 環境都市工学の基礎科目の演習を行い，理解する．
2週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
3週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
4週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
5週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
6週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
7週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
8週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
9週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
10週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
11週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
12週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
13週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
14週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
15週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
16週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃

評価割合
演習・レポート課題評価 合計

総合評価割合 100 100
基礎的能力 100 100
専門的能力 0 0
分野横断的能力 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 建築学演習
科目基礎情報
科目番号 0010 科目区分 専門 / 選択必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 本科留学生科目 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 プリント等配布
担当教員 仁保 裕
到達目標
建築学に関する基礎科目（本科1，2年で学習する内容を含む）の基礎事項を理解し，説明することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
建築学の基礎事項について説明す
ることができ，関連した応用計算
ができること．

建築学の基礎事項について説明す
ることができ，関連した計算がで
きること．

建築学の基礎事項について説明す
ることができない．

学科の到達目標項目との関係
本科の学習・教育目標 (HC)
教育方法等
概要 建築学の基礎科目（本科1，2年で学習する内容を含む）の基礎事項を演習形式で学ぶ．
授業の進め方と授業内
容・方法 配布プリントに従い授業を進める．適宜，計算問題や製作などの演習を含める．

注意点 レポート，課題計算を課せられた場合は，指示に従い期限までに提出すること．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 建築学の基礎科目に関する演習 建築学の基礎科目の演習を行い，理解する．
2週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
3週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
4週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
5週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
6週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
7週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
8週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
9週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
10週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
11週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
12週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
13週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
14週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
15週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃
16週 　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　〃

評価割合
演習・レポート課題評価 合計

総合評価割合 100 100
基礎的能力 100 100
専門的能力 0 0
分野横断的能力 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 日本語・日本事情
科目基礎情報
科目番号 0010 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 本科留学生科目 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 日本語能力試験問題集，日本留学試験対策記述問題テーマ１００，留学生の日本語（論文読解編），日本を話そう他
担当教員 帖佐 幸樹
到達目標
１．日本語能力試験のN1～N2程度の能力（読む・書く・聞く・話す）を身につける
２．日本社会，文化，生活について，座学及びフィールドワークを通じて，理解を深める
３．専門科目にも応用できる幅広い視野，知識を持てるよう，日本語を通じて学習能力を高める。
４．一般的な小論文が書けるよう，作文能力を伸ばす。
５．文集「随想」の作成を通じて，正しく理論的な文章を書く力，編集能力を養う。
６．日本語能力試験受験を積極的に勧め，合格へ導く。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
日本社会，文化，生活について
，座学及びフィールドワークを通
じて，詳細に理解できる

日本社会，文化，生活について
，座学及びフィールドワークを通
じて，理解できる

日本社会，文化，生活について
，座学及びフィールドワークを通
じて，理解できない

評価項目2
専門科目にも応用できる幅広い視
野，知識を持てるよう，日本語を
通じて学習能力をより高めること
ができる。

専門科目にも応用できる幅広い視
野，知識を持てるよう，日本語を
通じて学習能力を高めることがで
きる

専門科目にも応用できる幅広い視
野，知識を持てるよう，日本語を
通じて学習能力を高めることがで
きない

評価項目3 正しく理論的な文章を書く力，編
集能力を身につけることができる

正しく理論的な文章を書く力，編
集能力がある程度身につけること
ができる

正しく理論的な文章を書く力，編
集能力を身につけることができる
ない

学科の到達目標項目との関係
本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 一般的な日本語運用能力の習得，向上，更に専門科目を学習するために必要なより高度な読む・書く・聞く・話すの総

合的な力を養う。特に大学進学，就職に必須な論文作成能力を養う。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義，レポート，作文，現地訪問

注意点 特になし
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 問題集例題を解く 日本語能力試験問題集，漢字・語彙・読解
2週 問題集例題を解く 日本語能力試験問題集，漢字・語彙・読解
3週 問題集例題を解く 日本語能力試験問題集，漢字・語彙・読解
4週 問題集例題を解く 日本語能力試験問題集，漢字・語彙・読解
5週 問題集例題を解く 日本語能力試験問題集，漢字・語彙・読解
6週 問題集例題を解く 日本語能力試験問題集，漢字・語彙・読解
7週 中間試験
8週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／過去の試験問題
9週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／過去の試験問題
10週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／過去の試験問題
11週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／過去の試験問題
12週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／公式問題集
13週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／公式問題集
14週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／模擬試験問題
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

後期

1週 小論文を読んでみる／漢字・文法／随想作文 日本留学試験対策記述問題テーマ１００／漢字・文法練習
問題／作文

2週 小論文を読んでみる／漢字・文法／随想作文 テーマ　学校・教育
3週 小論文を読んでみる／漢字・文法／随想作文 テーマ　学校・教育
4週 小論文を読んでみる／漢字・文法／随想作文 テーマ　くらし・生き方
5週 小論文を読んでみる／漢字・文法／随想作文 テーマ　くらし・生き方
6週 小論文を読んでみる／漢字・文法／随想作文 テーマ　文化・異文化・国際化
7週 小論文を読んでみる／漢字・文法／随想作文 テーマ　文化・異文化・国際化
8週 中間試験
9週 文集「随想」作成 作文を書く／漢字・読解練習問題
10週 文集「随想」作成 作文を書く／漢字・読解練習問題
11週 文集「随想」作成 作文を書く／漢字・読解練習問題
12週 文集「随想」作成 作文を書く／漢字・読解練習問題
13週 文集「随想」作成 ワードを使ってレイアウトする／漢字・読解練習問題
14週 文集「随想」作成 ワードを使ってレイアウトする／漢字・読解練習問題
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15週 学年末試験
16週 答案返却，解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 日本語・日本事情
科目基礎情報
科目番号 0003 科目区分 一般 / 選択必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 本科留学生科目 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 日本語能力試験問題集，日本留学試験対策記述問題テーマ１００，留学生の日本語（論文読解編），日本を話そう他
担当教員 帖佐 幸樹
到達目標
１．日本語能力試験のN1～N2程度の能力（読む・書く・聞く・話す）を身につける
２．日本社会，文化，生活について，座学及びフィールドワークを通じて，理解を深める
３．専門科目にも応用できる幅広い視野，知識を持てるよう，日本語を通じて学習能力を高める。
４．一般的な小論文が書けるよう，作文能力を伸ばす。
５．文集「随想」の作成を通じて，正しく理論的な文章を書く力，編集能力を養う。
６．日本語能力試験受験を積極的に勧め，合格へ導く。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
日本社会，文化，生活について
，座学及びフィールドワークを通
じて，詳細に理解できる

日本社会，文化，生活について
，座学及びフィールドワークを通
じて，理解できる

日本社会，文化，生活について
，座学及びフィールドワークを通
じて，理解できない

評価項目2
専門科目にも応用できる幅広い視
野，知識を持てるよう，日本語を
通じて学習能力をより高めること
ができる。

専門科目にも応用できる幅広い視
野，知識を持てるよう，日本語を
通じて学習能力を高めることがで
きる

専門科目にも応用できる幅広い視
野，知識を持てるよう，日本語を
通じて学習能力を高めることがで
きない

評価項目3 正しく理論的な文章を書く力，編
集能力を身につけることができる

正しく理論的な文章を書く力，編
集能力がある程度身につけること
ができる

正しく理論的な文章を書く力，編
集能力を身につけることができる
ない

学科の到達目標項目との関係
本科の学習・教育目標 (HA)
教育方法等
概要 一般的な日本語運用能力の習得，向上，更に専門科目を学習するために必要なより高度な読む・書く・聞く・話すの総

合的な力を養う。特に大学進学，就職に必須な論文作成能力を養う。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義，レポート，作文，現地訪問

注意点 特になし
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 問題集例題を解く 日本語能力試験問題集，漢字・語彙・読解
2週 問題集例題を解く 日本語能力試験問題集，漢字・語彙・読解
3週 問題集例題を解く 日本語能力試験問題集，漢字・語彙・読解
4週 問題集例題を解く 日本語能力試験問題集，漢字・語彙・読解
5週 問題集例題を解く 日本語能力試験問題集，漢字・語彙・読解
6週 問題集例題を解く 日本語能力試験問題集，漢字・語彙・読解
7週 中間試験
8週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／過去の試験問題
9週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／過去の試験問題
10週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／過去の試験問題
11週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／過去の試験問題
12週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／公式問題集
13週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／公式問題集
14週 問題集例題を解く，過去の試験問題を解く 日本語能力試験問題集，文法・聴解／模擬試験問題
15週 期末試験
16週 答案返却・解答説明

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 30 0 100
基礎的能力 70 0 0 0 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 特別一般講義（災害ボランテ
ィア）

科目基礎情報
科目番号 0001 科目区分 一般 / 選択
授業形態 実習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 特別一般講義・特別専門講義 対象学年 1
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材 災害ボランティアハンドブック、広島市・社会福祉法人広島市社会福祉協議会
担当教員 笠井 聖二,河村 進一
到達目標
１．災害復旧現場を経験し，ボランティアの必要性と自身の活動内容の関連を理解できる。
２．関係者と円滑なコミュニケーションをとりながら主体的に行動できる。
３．災害ボランティアの活動内容とそこから学んだことについて報告できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安(優) 標準的な到達レベルの目安(良) 未到達レベルの目安(不可)

評価項目1
災害復旧現場を経験し，ボランテ
ィアの必要性と自身の活動内容の
関連をわかりやすく説明できる。

災害復旧現場を経験し，ボランテ
ィアの必要性と自身の活動内容の
関連を説明できる。

災害ボランティアの活動をしてい
ない。あるいは，活動内容につい
て説明できない。

評価項目2
関係者と円滑なコミュニケーショ
ンをとりながら主体的に行動でき
る。

関係者とコミュニケーションをと
りながら行動できる。

関係者とのトラブル等により活動
できない。

評価項目3
災害ボランティアの活動内容と自
身の成長について，具体的にわか
りやすく報告できる。

災害ボランティアの活動内容と自
身の成長についてある程度報告で
きる。

災害ボランティアの活動内容と自
身の成長について報告できない。

学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要 災害の復旧・復興に向き合い、他者と協働して活動する災害ボランティア活動の実践を通じて、主体性・責任感・チー

ムワーク力など技術者として求められる態度・志向性（人間力）の向上を目的とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

事前学習を行い，担任を通して活動計画を教務係に連絡する。
被災地に開設された災害ボランティアセンター等が募集している活動に5日間以上参加する。
活動終了後には、活動報告書の提出が必須である。

注意点

・被災地での災害ボランティア活動を対象とする。例えば、義援金、物資の送付、募金活動などのボランティア活動は
対象外とする。
・災害ボランティアセンター等が募集する活動を対象とし、知人の支援など個人的な活動については対象外とする。
・授業日に、授業を休んでの参加は原則として認めない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、事前に担任に相談
すること。
・活動に必要な服装、持ち物はボランティアセンターの情報を各自で確認し、安全には十分注意して活動を行うこと。
・ボランティア参加を証明する、ボランティア活動証明書をボランティアセンターで受け取ること。活動証明書が発行
されない場合は、直ちに担当教員に相談する。
・ボランティア保険に必ず加入すること。
・活動期間は連続して５日間ではなく、合計で５日間としてよい。
・１日の活動が６時間に満たない場合、例えば、急な天候不良による時間短縮があっても、１日とカウントする。
・書類や報告書などの提出が遅れた場合、単位認定を認めない場合があるため、速やかに行うこと。
・活動報告書には、単なる作業項目の羅列ではなく、自身の成長内容を踏まえて目的・活動内容・活動を通して得た成
果を分かりやすく示すこと。
・認定単位数は本科1～5年在学中に1単位を上限とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 災害ボランティアハンドブックによる事前学習 災害発生から復興までの過程，災害ボランティア活動の内
容，注意点などについて知る

2週 災害ボランティア活動計画 災害ボランティアの情報を収集し活動計画を立て，担任に
計画書を提出する

3週 災害ボランティア活動の準備 ボランティア保険加入，装備等の準備をする
4週 被災地でのボランティア活動1日目 ボランティア活動を実践する
5週 ボランティア活動の振り返り 活動日誌を記載し，1日の活動を振り返る
6週 被災地でのボランティア活動2日目 活動証明書を受け取る
7週 ボランティア活動の振り返り 活動日誌を記載し，1日の活動を振り返る
8週 被災地でのボランティア活動3日目 活動証明書を受け取る
9週 ボランティア活動の振り返り 活動日誌を記載し，1日の活動を振り返る
10週 被災地でのボランティア活動４日目 活動証明書を受け取る
11週 ボランティア活動の振り返り 活動日誌を記載し，1日の活動を振り返る
12週 被災地でのボランティア活動5日目 活動証明書を受け取る
13週 ボランティア活動の振り返り 活動日誌を記載し，1日の活動を振り返る

14週 ボランティア活動全体の振り返り ボランティア活動全体の振り返りを行い，提出書類等の整
理を行う

15週 活動報告書の作成 活動報告書を作成する
16週

後期

1週
2週
3週
4週
5週

- 1-



6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 0 100 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 100 0 100
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 特別一般講義（先端科学実習
Ⅰ）

科目基礎情報
科目番号 0002 科目区分 一般 / 選択
授業形態 実習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 特別一般講義・特別専門講義 対象学年 1
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 笠井 聖二
到達目標
選択した先端科学の概要を知り、それを説明できる。
選択した先端科学の内容に関しての実習ができる。
選択した先端科学に関する内容を、他の学生に説明・報告できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 受講するスクールの内容の調査・
選択が適切にできる。

受講するスクールの内容の調査・
選択ができる。

受講するスクールの内容の調査・
選択ができない。

評価項目2
受講するスクールの先端科学の実
習内容を理解し遂行することが適
切にできる。

受講するスクールの先端科学の実
習内容を理解し遂行することがで
きる。

受講するスクールの先端科学の実
習内容を理解し遂行することがで
きない。

評価項目3
受講したスクールの先端科学の内
容に関する実習内容を適切に報告
・発表できる。

受講したスクールの先端科学の内
容に関する実習内容を報告・発表
できる。

受講したスクールの先端科学の内
容に関する実習内容を適切に報告
・発表できない。

学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要 先端科学の概要を知り、その理解を深めるとともに、先端科学と社会や専門分野との関係を考え、広い視野で自主的に

活動できるようになる能力を育成する。

授業の進め方と授業内
容・方法

・先端科学関連の研究所等が実施するスクールに参加する。期間は、4日程度（17時間程度の実習・レクチャーなど）を
基本とする。
・物理チャレンジ2次合宿のような、科学に対する秀でた才能を伸ばす合宿も含む

注意点

・対象学年は1年から3年とし，この間に1単位のみを認める。
・単位認定に該当するスクールかどうかを、事前に担当教員に確認すること
　　※参考　KEKウィンター・サイエンスキャンプ 2018
　　　　　（https://www.kek.jp/ja/Education/HighSchool/ScienceCamp/）
・1つのスクールで授業時間が不足する場合には、スクール前の準備学習やスクール後の報告などの時間を増やすことで
対応できる場合があるので、担当教員に事前に相談すること。また、複数のスクールで授業時間を確保することも認め
る。
・安全に留意し学生としての自覚をもった行動をすること。受け入れ機関の指導に従うこと。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 スクールの選定 スクール及びその内容を調べる

2週 活動準備 スクールで活発に活動できるように、先端科学・スクール
の内容を調べ準備する

3週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
4週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
5週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
6週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
7週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
8週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
9週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
10週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
11週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
12週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
13週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
14週 報告書作成 報告書の作成・報告発表の準備をおこなう
15週 報告 報告発表をおこない、報告書を提出する
16週

後期

1週
2週
3週
4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
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13週
14週
15週
16週

評価割合
スクールでの評価 報告書 発表 合計

総合評価割合 60 20 20 100
実習全体 60 20 20 100

- 4-



呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 特別一般講義（先端科学実習
Ⅱ）

科目基礎情報
科目番号 0002 科目区分 一般 / 選択
授業形態 実習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 特別一般講義・特別専門講義 対象学年 4
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 笠井 聖二
到達目標
選択した先端科学の概要を知り、それを説明できる。
選択した先端科学の内容に関しての実習ができる。
選択した先端科学に関する内容を、他の学生に説明・報告できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 受講するスクールの内容の調査・
選択が適切にできる。

受講するスクールの内容の調査・
選択ができる。

受講するスクールの内容の調査・
選択ができない。

評価項目2
受講するスクールの先端科学の実
習内容を理解し遂行することが適
切にできる。

受講するスクールの先端科学の実
習内容を理解し遂行することがで
きる。

受講するスクールの先端科学の実
習内容を理解し遂行することがで
きない。

評価項目3
受講したスクールの先端科学の内
容に関する実習内容を適切に報告
・発表できる。

受講したスクールの先端科学の内
容に関する実習内容を報告・発表
できる。

受講したスクールの先端科学の内
容に関する実習内容を適切に報告
・発表できない。

学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要 先端科学の概要を知り、その理解を深めるとともに、先端科学と社会や専門分野との関係を考え、広い視野で自主的に

活動できるようになる能力を育成する。
授業の進め方と授業内
容・方法

・先端科学関連の研究所等が実施するスクールに参加する。期間は、4日程度（17時間程度の実習・レクチャーなど）を
基本とする。

注意点

・対象学年は4年から5年とし，この間に1単位のみを認める。
・単位認定に該当するスクールかどうかを、事前に担当教員に確認すること
・1つのスクールで授業時間が不足する場合には、スクール前の準備学習やスクール後の報告などの時間を増やすことで
対応できる場合があるので、担当教員に事前に相談すること。また、複数のスクールで授業時間を確保することも認め
る。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 スクールの選定 スクール及びその内容を調べる

2週 活動準備 スクールで活発に活動できるように、先端科学・スクール
の内容を調べ準備する

3週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
4週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
5週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
6週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
7週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
8週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
9週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
10週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
11週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
12週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
13週 スクールでの実習 スクールに参加し、実習をおこなう
14週 報告書作成 報告書の作成・報告発表の準備をおこなう
15週 報告 報告発表をおこない、報告書を提出する
16週

後期

1週
2週
3週
4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週
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15週
16週

評価割合
スクールでの評価 報告書 発表 合計

総合評価割合 60 20 20 100
実習全体 60 20 20 100
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呉工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目
特別専門講義（3DCADの習
得と超小型機器ケースの試作
）

科目基礎情報
科目番号 0001 科目区分 専門 / 選択
授業形態 実習 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 特別一般講義・特別専門講義 対象学年 4
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材 配布する
担当教員 山脇 正雄
到達目標
人体の一部に装着可能な，電子部品を実装した電子基板を収納するケースを3DCADで設計し、3Dプリンタで造形ができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 3DCADの操作方法を理解し、複雑
な3次元モデルの設計ができる

3DCADの操作方法を理解し、基本
的な3次元モデルの設計ができる

3DCADの操作方法を理解できて　
おらず、3次元モデルの設計ができ
ない

評価項目2 3DCADで複雑な電子部品の組み立
てができる

3DCADで電子部品の組み立てがで
きる

3DCADで電子部品の組み立てがで
きない

評価項目3 ３Dプリンタで複雑なケースの造形
ができる

３Dプリンタで簡単なケースの造形
ができる

３Dプリンタでケースの造形ができ
ない

学科の到達目標項目との関係
教育方法等

概要
３DCADの操作方法と３Dプリンタの使用方法を実習を通じて習得する。人間が身につけて使用する小型の電子機器の外
装を設計し，３Dプリンタで試作する。
電気情報工学科，4年，5年を履修対象とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

実習を繰り返しながら操作方法などを学び，更に実際の電子部品を基にしてケースの設計と試作を行う。夏季休業中に
４日間で開講の予定（１日で４週分のカリキュラムを進める）。

注意点 電子部品を取り扱うため、事前に電子回路について復習しておくことが望ましい。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
2週
3週
4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

後期

1週 3CADの基本 ３DCADの基本的な機能を理解する

2週 プリミティブとブール演算 プリミティブによる基本形状モデリング，ブーリアン演算
について理解する

3週 モデリング手法 フィーチャベース及びダイレクトモデリング手法について
理解する

4週 スケッチと拘束条件 平面スケッチ，スケッチの拘束について理解する
5週 パラメトリックモデリング パラメータ変数について理解する
6週 スカルプトモデリング スカルプトモデリングについて理解する

7週 コンポーネントとアセンブリ コンポーネントとアセンブリの概念，ボディとコンポーネ
ントの考え方，ジョイント，干渉について理解する

8週 2次元図面の作成 3次元モデルを基に、2次元図面を作成する方法について理
解する

9週 ３Dプリンタの基礎 加工方法の分類，造形方式，3Dプリンタの材料について理
解する

10週 ３Dプリンタの利用方法 3Dプリンタの機構，3Dプリンタの制御方法，スライスにつ
いて理解する

11週 ３Dプリンタの利用方法 スライスソフト，制御ソフトの利用方法の習得
12週 製品設計実習 部品の採寸と基本設計
13週 製品設計実習 ３DCADによる詳細設計
14週 製品設計実習 ３DCADによる詳細設計
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15週 製品設計実習 ３Dプリンタによる試作
16週 製品設計実習 仕上げ加工

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 0 0 30 60 10 100
基礎的能力 0 0 0 0 30 10 40
専門的能力 0 0 0 30 30 0 60
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0
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