
沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 海外語学研修
科目基礎情報
科目番号 2020-027 科目区分 一般 / 選択
授業形態 授業 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 集中 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 全教員 （海外研修）
到達目標
１．異なる文化や価値観を理解し、広い視野を持つことができる。
２．現地で関わる人々と英語などを用いてコミュニケーションができる。
３．海外での研修への参加を通じて、教養をより高めるための取り組みができる。
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

１．異なる文化や価値観を理解し
、広い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を深く理解し
、より広い視野を持つことができ
る。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができない。

２．現地で関わる人々と英語など
を用いてコミュニケーションがで
きる。

現地で関わる人々と英語などを用
いて積極的にコミュニケーション
を取ることができる。

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができる
。

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができな
い。

３．海外での研修への参加を通じ
て、教養をより高めるための取り
組みができる。

海外での研修への参加を通じて、
教養をより高めるため自ら積極的
に取り組むことができる。

海外での研修への参加を通じて、
教養をより高めるための取り組み
ができる。

海外での研修への参加を通じて、
教養をより高めるための取り組み
ができない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 4
教育方法等

概要
本科目の目的は、海外での研修体験を通じて、多面的に物事を考える能力やコミュニケーション能力を身につけること
である。研修日数は5日間以上とし、事前指導や事後報告会等の活動時間に加え、報告書作成等の自己学習時間も含めて
、45時間以上の実活動時間を必要とする。参加する研修の妥当性は教務委員会にて判断する。

授業の進め方と授業内
容・方法

研修の実施に当たっては、学級担任または指導教員と緊密に連絡を取り合い、研修期間中は研修生として相応しい態度
で取り組む必要がある。

注意点
1.試験や課題レポート等は、JABEE 、大学評価・学位授与機構、文部科学省の教育実施検査に使用することがあります
。
2.授業参観される教員は当該授業が行われる少なくとも1週間前に教科目担当教員へ連絡してください。

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・研修の概要把握、事前調査等
2週 以下、研修・作業等
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
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 以上、研修・作業等
15週 研修報告・研修報告書の提出または研修報告会の実施



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 0 100 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 100 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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 選択外国語（英会話）
科目基礎情報
科目番号 2020-025 科目区分 一般 / 選択
授業形態 授業 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 Icon Intro & 1, D. Freeman, K. Craves, & L. Lee, McGraw-Hill ELT
担当教員 （英語科 非常勤講師）,増山 エリック栄一
到達目標
1)英会話プラクティスを続けることで、英会話能力をつけ、英語を話すことに自信を持ち、楽しむことができる　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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 口語英語を積極的に使い続け、英
語を話すことを十分に楽しめる。

口語英語を使うことで、英語を話
すことを楽しめる。

口語英語を十分使い続けられず、
英語を話すのを楽しめない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 4
教育方法等

概要
基本的に教科書を学習媒体として利用する。まず第一に、各々のレッスンのベーシックを理解し、そこのエクササイズ
を口頭で行い、完璧にそのレッスンのキーポイント表現をマスターした後に、今度はインストラクターが考案した様々
な応用レベルの教材を利用して練習することで、「基礎」から「応用」への以降を可能にして、様々な状況でキーポイ
ント表現を使った口語英語が使えるようにする。

授業の進め方と授業内
容・方法

上記のように、「基礎」から「応用」に移行する中で、多くの練習を行い各々のレッスンで紹介された口語英語を自分
のものにしていく。そのためには、学生たちは練習を何度も何度も行うことを要求される。"Rome was never built in
one day"という諺があるように、英語習得は容易なことではない。練習によって素晴らしいイングリッシュスピーカー
となることを目指す。

注意点
評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがある。中間・期末
テストはかなり大きな評価ポイントとなるが、それらはあくまで、練習の結果のチェックであって、毎日の積み重ね練
習に評価点の重きが置かれる。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 Unit1: Is Korean Food Spicy? /Practice speaking about
food/Listening Test

To get used to talking about food in many dialogues in
class. Always,基礎から応用へ

2週 Unit 2: Where is Vollyball Popular?/Practice speaking
about sports/Listening Test

To get used to talking about sports in many dialogues
in class. Always,基礎から応用へ

3週 Unit 3: The Nightlife Is Great/Practice speaking about
places/Listening Test

To get used to talking about places in many dialogues
in class. Always,基礎から応用へ

4週 Unit 4: It's Terrific Dance Music/Practice speaking
about music/Listening Test

To get used to talking about music in many dialogues
in class. Always,基礎から応用へ

5週 Unut 5: I Don't Like Horror Movies/Practice speaking
about movies/Listening Test

To get used to talking about movies in many
dialogues in class. Always,基礎から応用へ

6週 Unit 6: Do You Like to Eat Out?/Practice speaking
about fun things to do/Listening Test

To get used to talking about fun things to do in many
dialogues in class. Always,基礎から応用へ

7週 Review Review Unit 1 to Unit 6/Make sure you are able to use
what we have learned in Unit1-6.

8週 Review
Mid-term Speaking Exam (中間口頭テスト)

9週 Unit 7: When Do You Have Lunch?/Practice speaking
about routines/Listening Test

To get used to talking about routines in many
dialogues in class. Always,基礎から応用へ

10週 Unit 8: I Never Get Enough Sleep/Practice Speaking
about habits/Listening Test

To get used to talking about habits in many dialogues
in class. Always,基礎から応用へ

11週 Unit 9: Did You Go to the Gym?/Practice speaking
about a weekend/Listening

To get used to talking about a weekend in many
dialogues in class. Always,基礎から応用へ

12週 Unit 10: Is There an ATM around Here?/Practice
speaking about neighborhood/Listening Practice

To get used to talking about neighborhood in many
dialogues in class. Always,基礎から応用へ

13週 Unit 11: I Want to Buy a CD/Practice speaking about
things to buy/Listening Test

To get used to talking about things to buy in many
dialogues in class. Always,基礎から応用へ

14週 Unit 12: That's a Nice Jacket/Practice speaking about
clothing/Listening Test

To get used to talking about clothing in many
dialogues in class. Always,基礎から応用へ

15週 Review Review Unit 7 to Unit 10/Make sure you are able to
use what we have learned in Unit 7-10

16週 Review Review Unit 11 to Unit 12/Make sure you are able to
use what we have learned in Unit 11-12

後期

1週 Unit 1: You Always Forget!/Practice speaking about
classroom habits/Listening Test

To get used to talking about classroom habits in many
dialogues in class. Always,基礎から応用へ

2週 Unit 2: I Never Watch Soap Operas/Practice speaking
TV shows/Listening Test

To get used to talking about TV shows in many
dialogues in class. Always,基礎から応用へ

3週 Unit 3: We're Going to Take a Day Trip/Practice
speaking about vacations/Listening Test

To get used to talking about vacations in many
dialogues in class. Always,基礎から応用へ

4週 Unit 4: I Can't Take Your Call…/Practice speaking
about information/Listening Test

To get used to talking about information in many
dialogues in class. Always,基礎から応用へ



5週 Unit 5: I Have a Great Boss/Practice speaking about
jobs/Listening Test

To get used to talking about jobs in many dialogues in
class. Always,基礎から応用へ

6週 Unit 6: She Is Really Outgoing!/Practice speaking
about personalities/Listening Test

To get used to talking about personalities in many
dialogues in class. Always,基礎から応用へ

7週 Review Review Unit 1 to Unit 6/Make sure you are able to use
what we have learned in Unit 1-6.

8週 Review
Mid-term Exam (中間テスト)

9週 Unit 7: I'm Really Swamped/Practice speaking about
school/Listening Test

To get used to talking about school in many dialogues
in class. Always,基礎から応用へ

10週 Unit 8: It's Easy Come, Easy Go/Practice speaking
about spending habits/Listening Test

To get used to talking about spending habits in many
dialogues in class. Always,基礎から応用へ

11週 Unit 9: Did You Hit It off?/Practice speaking about
personalities/Listening Test

To get used to talking about personalities in many
dialogues in class. Always,基礎から応用へ

12週 Unit 10: I'd Rather Rough It/Practice speaking about
traveling/Listening Test

To get used to talking about traveling in many
dialogues in class. Always,基礎から応用へ

13週 Unit 11: Are You Stresses Out?Practice speaking
about stress/Listening Test

To get used to talking about stress in many dialogues
in class. Always,基礎から応用へ

14週 Unit 12: I've Never Heard of Her/Practice speaking
about jobs/Listening Test

To get used to talking about jobs in many dialogues in
class. Always,基礎から応用へ

15週 Review Review Unit 7 to Unit 12/Make sure you are able to
use what we have learned in Unit 7-12.

16週
評価割合

定期試験(中間/期末) クラスでの毎回練習 クラスペアプレゼン 英語を使おうとする姿
勢 合計

総合評価割合 100 40 40 20 200
総合評価割合 50 20 20 10 100
基礎的能力 50 20 20 10 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 学外実習Ⅳ
科目基礎情報
科目番号 2020-018 科目区分 専門 / 選択
授業形態 実験・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 5
開設期 集中 週時間数 4
教科書/教材 なし
担当教員 永禮 哲生
到達目標
１．実習をとおして学問の実際的意義を説明できる。
２．技術者としての労働観・職業観を説明できる。
３．実習の目的、実習の成果などを事前レポート・実施報告書・報告会をとおして説明できる。
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 実習をとおして学問の実践的意義
を具体的に説明できる．

実習をとおして学問の実践的意義
を説明できる．

実習をとおして学問の実践的意義
を説明できない．

評価項目2 技術者としての労働観・職業観を
具体的に説明できる．

技術者としての労働観・職業観を
説明できる．

技術者としての労働観・職業観を
説明できない．

評価項目3
実習の目的，実習の意義を，事前
レポート，実施報告書・報告会を
とおして具体的かつ明確に説明で
きる．

実習の目的，実習の意義を，事前
レポート，実施報告書・報告会を
とおして説明できる．

実習の目的，実習の意義を説明で
きない．

評価項目4
学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 5
教育方法等

概要

長期休業中（原則として夏期休業中）に，企業または研究機関等において実習を行い，生産現場または研究機関等にお
ける研究・開発・生産などの活動を体験する．企業や大学、研究機関等での実習を通じて、実習先の研究者等、先輩技
術者から指導を受け、これまでに学んだ知識を活かして実際の現場での技術を修得する。また、学外実習の経験を今後
の学習及び自身のキャリア育成に役立て、技術者としての意識を高揚させることを目的とする。工業技術の体得ととも
に，実務経験を通じて技術者としての労働観，職業観を育成する．実施期間は2週間（60時間）とする。

授業の進め方と授業内
容・方法 受入先機関における実習実施期間は2週間（60時間）程度とする。

注意点 1.試験や課題レポート等は、JABEE 、大学評価・学位授与機構、文部科学省の教育実施検査に使用することがあります
。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンスⅠ 教育目標・授業概要・評価方法等の説明
2週 ガイダンスⅡ 受入先機関選定の方法
3週 事前研修Ⅰ 応募書類の作成方法
4週 事前研修Ⅱ 事前レポートの作成
5週 事前研修Ⅲ 合同事前研修
6週 受入先機関での研修Ⅰ 内容は受入先機関との協議により決定
7週 受入先機関での研修Ⅱ 内容は受入先機関との協議により決定
8週 受入先機関での研修Ⅲ 内容は受入先機関との協議により決定
9週 受入先機関での研修Ⅳ 内容は受入先機関との協議により決定
10週 受入先機関での研修Ⅴ 内容は受入先機関との協議により決定
11週 事後研修Ⅰ 実施報告書作成
12週 事後研修Ⅱ 実施報告書作成
13週 事後研修Ⅲ プレゼンテーションの手法
14週 事後研修Ⅳ プレゼンテーション資料作成
15週 事後研修Ⅴ 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

評価割合
履歴書・エント
リーシート

事前学習レポー
ト 実施報告書 報告会 開始・終了報告 その他 合計

総合評価割合 10 25 25 30 10 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 10 25 25 30 10 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 生産システム
科目基礎情報
科目番号 2020-012 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 1
教科書/教材 　（入門編）生産システム工学　　人見勝人著　　共立出版
担当教員 永禮 哲生
到達目標
生産現場における
①物の流れ　　　②情報のながれ　　　③お金の流れ
を理解し、製造業の最重要項目の生産性（効率）向上の必要性と基礎的な改善手法を実例を通して学ぶことにより、もの作りの体系と技術者と
しての姿勢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

生産現場における
①物の流れ
②情報のながれ
③お金の流れ
を正確に理解し、製造業の最重要
項目の生産性（効率）向上の必要
性と基礎的な改善手法を実例を通
して学び、もの作りの体系と技術
者としての姿勢を身につけること
ができる。

生産現場における
①物の流れ
②情報のながれ
③お金の流れ
をほぼ正しく理解し、製造業の最
重要項目の生産性（効率）向上の
必要性と基礎的な改善手法を実例
を通して学び、もの作りの体系と
技術者としての姿勢を身につける
ことができる。

生産現場における
①物の流れ
②情報のながれ
③お金の流れ
を理解できず、製造業の最重要項
目の生産性（効率）向上の必要性
と基礎的な改善手法を実例を通し
て学ぶことができず、もの作りの
体系と技術者としての姿勢を身に
つけることができない。

評価項目2
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 3
教育方法等

概要
生産システム工学は、生産活動において原材料に処理を施して製品に変換するまでのプロセスを通して、各プロセスの
内容、分析・管理ツール、設備などの基礎を学習する。特に生産活動において重要な高品質な製品を低コストで、タイ
ミング良く製造するためには生産活動を科学的かつ組織的に進めなければならず、本講義では企業の中で実施されてい
る生産活動の基礎、実例、応用事例を紹介し簡単な実習を交えて生産プロセスを学習する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義形式．

注意点
1.試験や課題レポート等は、JABEE 、大学評価・学位授与機構、文部科学省の教育実施検査に使用することがあります
。
2.授業参観される教員は当該授業が行われる少なくとも1週間前に教科目担当教員へ連絡してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス 講義内容、授業概要・目標・スケジュール、評価方法など
の説明

2週 生産の基本 生産の歴史、生産分類、生産の価値要件について説明でき
る

3週 生産形態 生産組織と機能、生産方式（大量生産、多品種少量生産
）ついて説明できる

4週 生産工程 生産の流れと具体的な3つの生産機能ついて説明できる

5週 製品設計 製品計画（製品の寿命）、製品設計と検証、品質、信頼性
設計ついて説明できる

6週 工程計画 工程計画の基本、作業計画（作業時間、作業方法の改善事
例と改善実習）ついて説明できる

7週 工程設計 作業時間の区分け、生産方式設計、レイアウト設計ついて
説明できる

8週 生産コントロール 生産管理、品質管理、生産保全ついて説明できる
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

評価割合
後期中間試験 学年末試験 課題レポート 合計

総合評価割合 40 40 20 0 100
評価割合 40 40 20 0 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 （学際科目）機能材料
科目基礎情報
科目番号 2020-032 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 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 参考書：斎藤勝裕著 新素材を生み出す「機能性化学」がわかる  ベレ出版、高木克彦、高木慎介著　層状化合物　共立
出版

担当教員 大川 政志
到達目標
1　機能材料の基礎と特徴を理解する。
2．分子膜の基礎と特徴を理解する。
3．層状化合物の特徴を理解する。
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 機能材料の原理と応用が理解でき
その特徴を理解できる

機能材料の原理が理解できその特
徴を理解できる

機能材料の原理が理解できその特
徴を理解できない。

評価項目2 分子膜の基礎と特徴を理解し応用
について説明できる。

分子膜の基礎と特徴を理解できる
。

分子膜の基礎と特徴を理解できな
い。

評価項目3 層状化合物材料の基礎と特徴を理
解し応用について説明できる。

層状化合物材料の基礎と特徴を理
解できる。

層状化合物材料の基礎と特徴を理
解でない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 2
教育方法等

概要
金属、セラミックス、有機化合物からなる材料の機能性について概説する。この科目では、発光、色、生体材料、炭素
繊維、金属を取り上げ、それらの特徴と役割を理解することをねらいとする。また層状化合物を例にとり機能性発現の
化学的修飾方法について理解する。

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は講義形式で行う。教科書は指定しないが主に参考書として紹介した書籍を活用して講義を行う。
講義で得た知識を中間試験及び期末試験で評価する。機能性材料に関するレポート課題を冬休みに課す。
試験70％、冬休み課題30%で評価を行う

注意点 「評価については、評価割合に従って行います。ただし、 適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。」
「中間試験を授業時間内に実施することがあります。」

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス・化学の基礎 機能材料を学ぶための化学の基礎を説明できる
2週 機能性化学とは何か？ 機能性という言葉を説明できる
3週 発光材料 発光する材料について説明できる
4週 センサー材料と着色材料 センサーの仕組みと材料の着色について説明できる
5週 分子膜材料 分子膜とその機能について説明できる
6週 生体代替材料 生体代替材料について説明できる
7週 炭素繊維材料 炭素繊維材料について説明できる
8週 液晶材料の開発 液晶材料とモニター開発について説明できる
9週 超分子材料 超分子材料ついて説明できる
10週 金属材料 金属材料ついて説明できる
11週 環境浄化材料 環境浄化材料ついて説明できる
12週 エネルギー材料 エネルギー材料ついて説明できる
13週 層状化合物材料I 層状化合物の分類と構造について説明できる

14週 層状化合物材料II 層状化合物の変える、並べる、見分ける機能について説明
できる

15週 層状化合物材料III 層状化合物の隔てる、反応させる、応答する機能について
説明できる

16週
評価割合

試験 課題 合計
総合評価割合 50 50 100
基礎的能力 20 0 20
専門的能力 30 20 50
分野横断的能力 0 30 30



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 経済学
科目基礎情報
科目番号 2020-022 科目区分 一般 / 選択
授業形態 授業 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 教科書は用いず、プリントを配布する。参考図書：『伊藤元重のマーケティング・エコノミクス』（日本経済新聞社）
担当教員 （社会科 非常勤講師）,蓼沼 智行
到達目標
・経済学の基本的な考え方を理解した上で、実体経済について説明する能力を身につけている。
・経済学の基本的な考え方を理解した上で、実体経済について分析、検証する能力を身につけている。
・市場主義経済の利点と限界を理解し、現代経済の問題についてある程度の妥当性のある根拠に基づいて自らの判断を示すことができる。
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

評価項目1

□経済学の基本的な考え方を理解
した上で、マーケティングや消費
・流通の視点も取り入れながら、
実体経済について説明することが
できる。

□経済学の基本的な考え方を理解
した上で、実体経済について説明
する能力を身につけている。

□経済学の基本的な考え方を理解
した上で、実体経済について説明
する能力を身につけていない。

評価項目2

□経済学の基本的な考え方を理解
した上で、マーケティングや消費
・流通の視点も取り入れながら、
実体経済について分析、検証する
ことができる。

□経済学の基本的な考え方を理解
した上で、実体経済について分析
、検証する能力を身につけている
。

□経済学の基本的な考え方を理解
した上で、実体経済について分析
、検証する能力を身につけていな
い。

評価項目3

□市場主義経済の利点と限界を理
解し、現代経済の問題についてあ
る程度の妥当性のある根拠に基づ
いて自らの判断し、経済学の枠組
みに沿って体系的に説明できる。

□市場主義経済の利点と限界を理
解し、現代経済の問題についてあ
る程度の妥当性のある根拠に基づ
いて自らの判断を示すことができ
る。

□市場主義経済の利点と限界を理
解し、現代経済の問題についてあ
る程度の妥当性のある根拠に基づ
いて自らの判断を示すことができ
ない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 1
教育方法等

概要
本講義では、われわれが生活している社会の仕組みを経済学的視点から分析する方法を学ぶ。
経済学の基本的な考え方について概観した後、ミクロ経済学とマクロ経済学という経済学の二大分野の原理を学習する
。なお、本講義では、実体経済の理解を促すため、ミクロとマクロの両面からみた消費や流通の話題を盛込み、経済学
的視点からマーケティングや消費・流通について捉えられるようにする。

授業の進め方と授業内
容・方法

「15回分の授業＋授業15回分の自学自習」で単位認定。
授業時間分と、自学自習分両方で単位認定とする。
自学習課題20％、中間試験30％、期末試験50％。
自学習課題（授業中提出する宿題）
①配布プリントの次回の範囲を読んでくる。
②授業中出題される問題に回答する。
 A4レポート用紙（PC・ワープロ可）で提出。

注意点
この科目は学修単位科目であり、１単位あたり15時間の対面授業を実施します。併せて１単位あたり30時間の事前学習
・事後学習が必要となります。
評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 オリエンテーション 授業の進め方と経済学を学ぶ意味について理解できる。

2週 経済学の考え方（１） マクロ的な視点から市場や経済の動きを把握、理解するこ
とができる。

3週 経済学の考え方（２） ミクロ的な視点から市場や経済の動きを把握、理解するこ
とができる。

4週 マクロ経済学（１） マクロ経済学の基本的枠組みを理解することができる（国
民所得、生計費の測定について理解することができる）。

5週 マクロ経済学（２）
マクロ経済学の基本的枠組みを理解することができる（生
産と消費及び為替を含めた金融システムについて理解する
ことができる）。

6週 ミクロ経済学（１） 市場における需要と供給の作用を理解することができる。

7週 ミクロ経済学（２） 需要、供給及び政府・地方自治体の政策について経済学的
な枠組みを理解することができる。

8週 ミクロ経済学（３） 消費者、生産者、市場の効率性を理解することができる。

9週 マーケティング経済学（１） 消費変化とマーケティングの在り方についての相関関係に
ついて経済学的視点から捉えることができる。

10週 マーケティング経済学（２） 業界別特性に対応したマーケテインングについて経済学的
分析を用いて理解することができる。

11週 マーケティング経済学（３） 経済の発展と進展するマーケティングについて経済的視点
を用いて体系的に理解することができる。

12週 流通経済学（１） グローバル時代の流通構造変化について経済学的な枠組み
から理解することができる。

13週 流通経済学（２） 消費者ニーズの変化と小売りイノベーションとの相関関係
について理解することができる。

14週 流通経済学（３） 時間の経済学について分析、検証、考察し、そのメカニズ
ムについて理解することができる。



15週 経済学のまとめ 消費経済が人間社会にもたらすもの及び最新の現代経済の
問題について検討することができる。

16週
評価割合

試験 課題 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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 （学際科目）医用機器学
科目基礎情報
科目番号 2020-034 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 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
担当教員 横山 直幸
到達目標
１．一般的な治療機器の動作原理について、本科で修得した工学の知識を元に説明ができる
２．治療機器の適応について、生理学や病理学の知識を元に説明ができる
３．治療機器に設置された警告装置や、機器使用上の注意点について説明ができる
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1：一般的な治療機器の動
作原理について、本科で修得した
工学の知識を元に説明ができる

□機器を構成する電子回路図を描
くことができ、各電子素子の役割
を詳細に説明することができる

□機器を構成する電気素子の一部
を挙げて、治療機器の動作原理の
概要を説明できる

□電気電子工学の知識が不足して
おり、治療機器の説明を工学的に
行うことができない

評価項目2：治療機器の適応につい
て、生理学や病理学の知識を元に
説明ができる

□臓器や組織の電気的・機械的特
性を理解し、病気による特性変化
の治療方法について説明できる

□病気が原因で生じる、臓器や組
織の電気的・機械的特性変化につ
いて、簡単に説明できる

□生化学の知識や、講義で行われ
た病理解説に関する理解が不足し
ており、治療機器の適応について
説明ができない

評価項目3：治療機器に設置された
警告装置や、機器使用上の注意点
について説明ができる

□治療機器において、原理的に生
じるトラブルやそれを抑制するた
めの機構についての説明ができる

□治療機器に付随する警告装置を
知っており、対処方法を説明する
ことができる

□治療機器の動作原理についての
理解が不足しており、警告装置の
存在意義を説明できない

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 2
教育方法等

概要

現代医療において医用機器の存在は不可欠である。さらなる革新的医療は研究者による新規的医用機器の開発なくして
は実現できず、現行の医療水準を維持するためには医療機器に対する深い知識を有するフィールドエンジニアによる機
器メンテナンスが不可欠となる。本講義では、臨床工学分野における治療機器学と生体機能代行装置学を中心に、主に
治療を目的とした医療機器について原理・適用対象・種類・使用法・効果などを紹介することで、医工学研究開発者あ
るいは医療機器フィールドエンジニアとしての素養の習得を目指す。

授業の進め方と授業内
容・方法

毎回１～３種類の医療機器を挙げて、その機器の動作原理・適応（疾患や手術・手技の概要）・使用方法と注意事項な
どについて紹介する。治療機器学の範囲では特に、医療機器・人体と電磁気（電気回路）に重点を置いて説明を行う。
各回の理解度については、翌週の授業において行う小テストで評価・確認する。

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 ガイダンス
治療の原理

治療に用いるエネルギと治療効果・主作用・副作用などの
関係を図示して説明できる。
治療に用いられる主なエネルギについて治療機器の例を挙
げて説明できる。
医療機器の定義とリスクによる分類を説明できる。

2週 循環器系の機能と構造
電磁治療機器①：心臓ペースメーカー

血液循環の概略について説明ができ、心臓の各部名称と特
徴について説明できる。
刺激伝導系の概略について説明ができ、これの障害に起因
する病態について述べる事ができる。
心臓ペースメーカの種類と特徴、使用用途について説明す
ることができる。

3週 電磁治療機器②：除細動器
不整脈の種類と発生機序について簡単な説明ができる。
除細動器の使用目的と種類について説明ができる。
除細動器を構成する電気回路と放電波形について説明がで
きる。

4週 電磁治療機器③：電気メス

電気メスの構成と原理について簡単に説明ができる。
切開と凝固の出力波形の違いについて説明ができる。
電気メスの種類と特徴について説明ができる。
電気メス使用時のトラブルについて工学的な説明ができる
。

5週 電磁治療機器④：マイクロ波治療装置
光線治療器

マイクロ波手術装置の原理について説明ができる。
マイクロ波手術装置の特徴（電気メス

6週 内視鏡 内視鏡の種類について、その特徴と適応の説明ができる
内視鏡の構成について簡単に説明ができる

7週 麻酔と麻酔器

麻酔の種類について簡単に説明できる（局所麻酔、全身麻
酔）
麻酔の３要素（鎮静・鎮痛・筋弛緩）を挙げることができ
る
麻酔機器の概要について簡単に説明できる

8週 超音波治療機器
超音波振動子の種類と原理について説明ができる
超音波治療機器による吸引と切開の原理について説明がで
きる

9週 前半の復習演習と解説～治療の原理から超音波治療機器ま
で

10週
機械的治療器①：結石破砕装置
　結石とは～胆石・尿路結石
　体外衝撃波結石破砕装置

結石の種類と成分、生成場所について説明ができる
音響インピーダンスについて簡単な説明ができる
体外衝撃波結石破砕術（ESWL)について、衝撃波の発生方
式と衝撃波の集束方法の違いを説明できる



11週
機械的治療器②：輸液ポンプ
　輸液ポンプの目的
　輸液ポンプの送液・制御方式

輸液ポンプを使用する目的について簡単に説明ができる
ペリスタルティック方式の輸液ポンプについて、特徴と適
応、使用上の注意点を説明できる
ピストンシリンダ方式の輸液ポンプについて、特徴と適応
、使用上の注意点を説明できる

12週
カテーテル
　カテーテルの歴史、種類
　心血管インターベンション

カテーテルの種類と概要について簡単に説明ができる
心血管インターベンションの方法について、簡単に説明が
できる
カテーテルアブレーションの概略について、簡単に説明が
できる

13週
ガンの治療法
　局所療法と全身療法
　ハイパーサーミア

各種がん治療法について、その原理と特徴、適応を説明で
きる
ハイパーサーミアの原理と適応方法について説明ができる

14週 人工心肺総論
人工心肺を使う手術について例を挙げて説明できる
人工心肺を構成する機械について簡単に説明できる
人工心肺装置の課題について、例を挙げることができる

15週 血液浄化療法と人工腎臓（ダイアライザ）
腎臓の働きについて箇条書きで簡単に説明できる
ネフロンの構成と役割について簡単に説明できる
人工透析の概要について簡単に説明できる

16週 前期末試験
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（毎回
） 合計

総合評価割合 30 0 0 0 0 70 100
評価項目1：一般
的な治療機器の
動作原理につい
て、本科で修得
した工学の知識
を元に説明がで
きる

10 0 0 0 0 25 35

評価項目2：治療
機器の適応につ
いて、生理学や
病理学の知識を
元に説明ができ
る

10 0 0 0 0 20 30

評価項目3：治療
機器に設置され
た警告装置や、
機器使用上の注
意点について説
明ができる

10 0 0 0 0 25 35



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 オペレーションズリサーチ
科目基礎情報
科目番号 2020-010 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 1
教科書/教材 教科書は使用しない。適宜にプリントを配布する。
担当教員 村松 久巳,前田 篤志
到達目標
　（1）混合問題と割り当て問題に対する最適な解を図式解法で求めることができる。さらにMS-EXCELを用いて最適解を求めることができるこ
と。
　（2）単一窓口M/M/1の計算ができること。
　（3）アローダイヤグラムを作成し、最早・最遅結合点時刻を計算できること。さらにクリティカル・パスと総日数を求めることができること
。
　（4）モンテカルロシミュレーションに用いる乱数をMS-EXCELを用いて発生できること、乱数を用いて円周率と定積分の計算ができること。
　（5）NNの構造と原理を理解できること
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
LPの問題に対する最適な解を図式
解法でほぼ正しく求めることがで
き、MS-EXCELを用いて最適解を
正しく求めることができる。

LPの問題に対する最適な解を図式
解法で求める方法が理解でき、
MS-EXCELを用いて最適解を求め
る方法が理解できる。

LPの問題に対する最適な解を図式
解法で求めることができない、
MS-EXCELを用いて最適解を求め
ることができない。

評価項目2 単一窓口M/M/1の計算がほぼ正し
くできる。

単一窓口M/M/1の計算の方法が理
解できる。

単一窓口M/M/1の計算ができない
。

評価項目3

アローダイヤグラムを作成し、最
早・最遅結合点時刻を計算できる
。さらにクリティカル・パスと総
日数をほぼ正しく求めることがで
きる。

アローダイヤグラムを作成し、最
早・最遅結合点時刻の計算方法が
理解できる。さらにクリティカル
・パスと総日数を求める方法が理
解できる。

アローダイヤグラムを作成し、最
早・最遅結合点時刻を計算できな
い。さらにクリティカル・パスと
総日数を求めることができない。

評価項目4

モンテカルロシミュレーションに
用いる乱数を、MS-EXCELを用い
て発生でき、乱数を用いて円周率
と定積分のほぼ正しく計算ができ
る。

モンテカルロシミュレーションに
用いる乱数を、MS-EXCELを用い
て発生でき、乱数を用いて円周率
と定積分の計算方法が理解できる
。

モンテカルロシミュレーションに
用いる乱数を、MS-EXCELを用い
て発生できない、乱数を用いて円
周率と定積分の計算ができない。

評価項目5 NNの構造と原理をほぼ正しく答え
ることができる。 NNの構造と原理を理解できる。 NNの構造と原理を理解できない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 3
教育方法等

概要
オペレーションズ・リサーチは作戦の戦略のために考えられた方法である。その後、この考え方は社会現象の意思決定
において最善の解を見出すための科学的方法に基づき発展し、経営工学をはじめ多く の分野で用いられている。
　

授業の進め方と授業内
容・方法

本講義ではオペレーションズ・リサーチにおける代表的な手法である線形計画法、待ち行列、PERT、シミュレーション
、ゲームの理論およびニューラルネットワークについて学ぶ。

注意点
評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
この科目は学修単位科目であり、１単位あたり15（30）時間の対面授業を実施します。併せて１単位当たり30（15）時
間の事前学習・事後学習が必要となります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス・費用対効果
線形計画法

教育目標・授業概要・評価方法等の説明、ORについての概
略説明
混合問題を理解し解くことができる

2週 線形計画法 割り当て問を理解し解くことができる

3週 待ち行列 待ち行列のモデル化とケンドールの記号、単一窓口の解析
を理解し解くことができる

4週 待ち行列・PERT 待ち行列の複数窓口の解析を理解し解くことができる。ア
ローダイヤグラムを理解し作成することができる

5週 PERT 最早・最遅結合点時刻と総日数の計算、クリティカルパス
の決定を理解し解くことができる

6週 シミュレーション モンテカルロシミュレーションを理解し解くことができる
7週 シミュレーション ニューラルネットワークの考え方を理解できる
8週 ゲームの理論 ゼロ和２人ゲームを理解し解くことができる
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

評価割合
試験 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
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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 哲学
科目基礎情報
科目番号 2020-020 科目区分 一般 / 必修
授業形態 授業 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 中村雄二郎『哲学の現在』（岩波新書、1977年）を元に教員が作成したレジュメを配分する。テキストを購入する必要
はない。　

担当教員 （社会科 非常勤講師）,松野 智章
到達目標
１．感性とは何かを理解し、人と科学の関係を哲学的に考察できることができる。
２．芸術や建築、またサブカルチャーなどの文化と哲学の関係を理解し、哲学的な問題を自ら提起できる。
３．技術と自然や社会などとの関わり合いや技術の関わる社会問題に関する具体的な事例について、哲学的に考察し自らの意見を述べることが
できる。（A2-3）
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目１　哲学とは何かを理解
し、批判的な思考で考えることが
できる。また、科学とは何かを理
解し、理論的にものを捉えること
ができる。

批判的な思考で考えることができ
、かつ、理論を活用して小論文が
書けるようになる。

批判的な思考で考えることができ
、論理的に議論ができるようにな
る。

論理的な思考で考えることができ
ない。

評価項目２．芸術や建築、またサ
ブカルチャーなどの文化と哲学の
関係を理解し、哲学的な問題を自
ら提起できる。

映画・アニメ・マンガなどから哲
学的な問題を抽出し議論すること
ができる。

既存の有名な芸術作品や建築など
の思想的な潮流を理解することが
できる。

芸術や建築、またサブカルチャー
などの文化と哲学の関係を理解し
ていない。

評価項目３．技術と自然や社会な
どとの関わり合いや技術の関わる
社会問題に関する具体的な事例に
ついて、哲学的に考察し自らの意
見を述べることができる。（A2-
3）

心の哲学・認知科学・脳科学を通
して心身問題に対して哲学的な自
身の見解を述べることができる。

心の哲学・認知科学・脳科学を通
して心身問題に対して哲学的な理
解を深めることができる。

心身問題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
実践指針 （A2） 実践指針のレベル （A2-3） 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 1 【プログラム学習・教育目標 】 A
教育方法等

概要

哲学とは、何の制約もなく、あらゆる物事について自由に考察する営みのことである。そうだとすれば、哲学史は、い
わゆる哲学者と呼ばれる天才が考え抜いた思考の残骸に他ならない。哲学を学ぶことは、哲学者の思考をなぞることで
はなく、ましてや、哲学者の考えを自分の考えのように思いこむことでもない。人生や仕事で、大きな問題を抱えた時
、自分自身で考え抜くための方法論を学ぶことである。本講義では、論理的に考えるとは何かという問題と、想像する
とは、どういうことかという問題を哲学の立場から解説することに焦点をあてつつ、芸術や建築、政治哲学、脳科学、
サブカルチャーと多岐にわたる領域を縦横無尽に横断し哲学的思考を習得することを目指す。

授業の進め方と授業内
容・方法

本講義では、中村雄二郎『哲学の現在』（岩波新書、1977年）を元にレジュメを配布する。レジュメ・スライド（パワ
ーポイント使用）を使用し、講義形式で授業を進める。質問や意見はリアクションペーパーに記入してもらい翌週授業
で回答する。また、ディスカッションの機会を設け人前で意見を述べる訓練も行う。自学自習では、小論文の書き方を
教授するので最終目標として小論文が書けるようになることを目指し、レポート提出を行う。講義内容は、感性とは何
か、という問題を哲学的に解説する。授業態度４０％、後期期末試験５０％、ディスカッションへの参加１０％として
評定を行う。自学自習については随時レポートを提出する。合格基準について、授業目標3（A2-3）が標準基準（６割
）以上で、かつ科目全体で６０点以上の場合に合格とする。評価基準については、成績評価基準表による。

注意点
この科目は学修単位科目であり、１単位あたり15時間の対面授業を実施します。併せて１単位あたり30時間の事前学習
・事後学習が必要となります。
評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 講義の説明ならびに小論文の書き方。 小論本の書き方を理解することができる。

2週 考えるとは何か？ 「知ること」と「考えること」の違いを理解することがで
きる。

3週 生きることと考えること。 自由とは何か選択とは何かを理解し、考えることと「よく
生きる」ことの関係を理解することができる。

4週 批判的精神とは何か？ 批判的な心構え、権威を疑う精神を学び、さらに、自己に
対しての批判的精神を身に着けることができる。

5週 判断するために必要なこと。 事実と価値、「ある」と「べし」の違いを理解することが
できる。

6週 知識と知恵の分裂。 近代科学がもたらした「知識」と「知恵」の分裂を理解し
、主客二元論の問題を理解することができる。

7週 ことばの相のもとに。 言葉と世界の関係を理解し、専門用語と日常言語の違いを
理解することができる。

8週 感覚と知覚が開示するもの。 「感覚」「知覚」「判断」の関係を学び、「感性」の働き
を理解することができる。

9週 見る・聞く・さわる。 五感を統合させる共通感覚（コモンセンス）について理解
することができる。

10週 イメージと想像力。 クリエイティブな活動には想像力が必要であり、想像はど
のように為されるのかを理解することができる。

11週 芸術と哲学。 芸術史と哲学史は、相関関係があり、何が芸術の主題であ
ったかを哲学との関係で理解することができる。

12週 建築・服飾と哲学。 建築・服飾と近代的精神の関係を学び、政治・哲学がどの
ように反映しているかを理解することができる。



13週 心身二元論と物理主義。 AI・脳科学の発展を通して心とは何かを考察することがで
きる。

14週 ディスカッション 人前で論理的に意見を述べることができる。

15週 ディスカッションⅡ 考え方が如何に多様であるかを学び、複眼的視座に立つこ
とができる。

16週
評価割合

試験 態度 ディスカッションへの参加 合計
総合評価割合 50 40 10 100
基礎的能力 50 40 10 100
専門的能力 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 （学際科目）電気電子材料工
学

科目基礎情報
科目番号 2020-031 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 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 基本からわかる「電気電子材料」講義ノート　湯本雅恵　監修、青柳稔・鈴木薫・田中康寛・松本聡・湯本雅恵　共著
　オーム社

担当教員 遠山 和之
到達目標
物質中の電子のふるまいを「電子の性質」、「原子の構造」、「結晶の構造」、「エネルギーバンド構造」という観点から捉えることができる
。
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
５つの固体の結合力と電気的な性
質の関係、結晶構造、転位、不純
物や欠陥が電気的な性質に与える
影響などを説明できる。

５つの固体の結合力と電気的な性
質の関係について説明できる。

５つの固体の結合力を列挙できる
が、電気的な性質との関係は説明
できない。

評価項目2
導電材料の電気伝導、温度による
抵抗の変化等について式を用いて
、定量的に説明することができる
。

導電材料の電気伝導、温度による
抵抗の変化等について、定性的に
説明できる。

導電材料の電気抵抗が、温度によ
って変化することを知っている。

評価項目3

真性半導体や不純物半導体の電気
伝導について、フェルミ準位、価
電子帯、伝導帯、禁制帯、自由電
子、正孔等の用語を用いて説明す
ることができる。

真性半導体や不純物半導体の電気
伝導について、エネルギーバンド
構造から説明することができる。

真性半導体や不純物半導体を知っ
ている。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 3
教育方法等

概要
今日、電気エネルギーは、日常生活で欠かせないエネルギーであり、室内照明、テレビやDVDプレーヤー等のオーディ
オ機器、携帯電話等の通信機器、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器等の家電、自動車など、ありとあらゆる場面で電気エネルギ
ーの恩恵を受けている。この電気エネルギーを用いる際、個々の目的に適した材料を用いることが、感電や火災等に対
する安全性、耐久性、経済性等の観点から重要になる。

授業の進め方と授業内
容・方法

本講義では、電気電子工学のみならず、機械工学や物質工学等の様々な専門知識をもつ学生に対し、電気電子工学で扱
う「導体」、「半導体」の基礎を学習する。

注意点 1.評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
2.中間試験を授業時間内に実施することがあります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
ガイダンス
1章　電気電子材料とは
1－1　電気電子材料とは何だろう

物質の状態（気体・液体・固体）、原子の大きさ、原子間
の距離などのイメージをつかむことができる。

2週
1章　電気電子材料とは
1－2　さまざまな材料
1－3　電気電子材料のこれから
【課題１】

さまざまな材料の分類方法について学習するとともに電気
製品にどのような材料が用いられているのかを説明できる
。

3週
2章　電気電子材料の基礎
2－1　物質の構成と電子
【課題２】

原子レベルでの電子の状態や量子数、電子の軌道について
説明できる。

4週
2章　電気電子材料の基礎
2－2　化学結合とエネルギーバンド図
【課題３】

５つの固体の結合力と電気的な性質の関係について説明で
きる。

5週
3章　導電材料
3－1　電気伝導
3－2　温度による抵抗の変化
【課題４】

導体内での電子の振る舞いについて説明できる。
温度によって抵抗値が変化することを説明できる。
導電材料の電気伝導、温度による抵抗の変化等について、
定性的に説明できる。

6週
3章　導電材料
3－3　導電材料と電線・ケーブル
3－4　抵抗材料・抵抗器と発熱材料
【課題５】

どのような金属が電気製品のどの部分に用いられているの
か考えることができる。
抵抗材料の応用例について数例挙げることができる。

7週 章3章　導電材料
3－5　配線・接触・接合材料

プリント配線、薄膜の導電率、透明電極材料、導電性高分
子材料、接点材料、ブラシ材料など、様々な導電材料の応
用例について説明できる。

8週
章3章　導電材料
3－6　導体/半導体/絶縁物の界面現象
3－7　超電導材料

金属と絶縁体の界面や金属と半導体の界面で生じる物理現
象について説明できる。
導電材料の電気伝導、温度による抵抗の変化等について、
定性的に説明できる。

9週
4章　半導体材料
４－1　半導体とは
４－２　シリコンと真正半導体
【課題６】

半導体の性質、その歴史について概略を説明できる。
真性半導体について学ぶ。半導体材料として用いられるシ
リコンの単結晶を例にしてsp3混成軌道、ダイヤモンド構造
を説明できる。
価電子帯、伝導帯、禁止帯、フェルミ準位等の用語を用い
て、半導体の電気伝導を説明できる。
(評価項目3)真性半導体や不純物半導体の電気伝導について
、エネルギーバンド構造から説明することができる。



10週
4章　半導体材料
４－３　不純物半導体
【課題７】

真性半導体に３族や５族の不純物をドープすることにより
ｐ形やｎ形の半導体になることを説明できる。
ｐ型半導体では不純物準位が価電子帯付近に、ｎ型半導体
では伝導帯付近に形成されることを説明できる。
(評価項目3)真性半導体や不純物半導体の電気伝導について
、エネルギーバンド構造から説明することができる。

11週
4章　半導体材料
４－４　ダイオード
【課題８】

ｐｎ接合を理解し、ダイオードやトランジスタの動作を定
性的に説明できる。

12週
4章　半導体材料
４－５　トランジスタ
【課題９】

ｐｎ接合を理解し、ダイオードやトランジスタの動作を定
性的に説明できる。

13週
4章　半導体材料
４－６　化合物半導体
【課題１０】

化合物半導体による発光素子の動作原理を説明できる。

14週 4章　半導体材料
４－７　半導体の製造プロセスの概要

真性半導体の製造プロセス、集積回路の製造工程などを説
明できる。

15週 4章　半導体材料
４－８　CMOSの製造工程 CMOSの製造工程について説明できる。

16週 第1章～第4章の総括

原子レベルでの電子の状態や量子数、電子の軌道について
説明できる。５つの固体の結合力と電気的な性質の関係に
ついて説明できる。導体内での電子の振る舞いについて説
明できる。
温度によって抵抗値が変化することを説明できる。真性半
導体、不純物半導体、化合物半導体、集積回路、パワー半
導体について説明できる。

評価割合
課題 定期試験 合計

総合評価割合 50 50 100
専門的能力 50 50 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 法学
科目基礎情報
科目番号 2020-021 科目区分 一般 / 選択
授業形態 授業 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 山下友信ほか編『ポケット六法』有斐閣（最新版のものであれば他の六法でもよい）， 茂野隆晴編著『プライマリー法
学 日本法のシステム』芦書房（本書以外の法学入門書を参照してもよい）

担当教員 （社会科 非常勤講師）,森田 茂敬
到達目標
１．基本的な法学に関する知識を習得し、法の役割や意義について理解することができる。
２．法的観点から、現代社会における様々な社会問題を考察する素養を身につけている。
３．社会問題について考察した上で、客観的に問題の構造を検討し、それらを論理的に伝える能力を身につけている。
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
基本的な法学に関する知識を習得
し、法の役割や意義について理解
した上で、具体的な事例に適用し
、法的根拠を示すことができる。

基本的な法学に関する知識を習得
し、法の役割や意義について理解
することができる。

基本的な法学に関する知識および
法の役割や意義についての理解が
及んでいない。

評価項目2
法的観点から、現代社会における
様々な社会問題を考察する素養を
身につけ、具体的な検討を行うこ
とができる。

法的観点から、現代社会における
様々な社会問題を考察する素養が
身についている。

法的観点から、現代社会における
様々な社会問題を考察する素養が
身についていない。

評価項目3

社会問題について考察した上で、
客観的に問題の構造を検討し、そ
れらを論理的に伝える能力を身に
つけ、他者との有意義な討論がで
きる。

社会問題について考察した上で、
客観的に問題の構造を検討し、そ
れらを論理的に伝える能力が身に
ついている。

社会問題について考察した上で、
客観的に問題の構造を検討し、そ
れらを論理的に伝える能力が身に
ついていない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 1
教育方法等

概要
本授業は、人々が社会の中で活動するために守るべき「法」を考察する。それらの「法」の存在には、必ず理由があり
、違反する場合には制裁や法的責任を負うことになる。私たちにとって必要不可欠であり、重要な知識としての「法学
」を学ぶことにより、工業人としての自覚と優れた人間力を養う機会とする。また、自学自習課題として発表およびレ
ポートの提出を単位認定の条件とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

本授業は、基本的な法学の知識を習得すること（定期試験にて5割の素点配分とする）と並行して、課題発表（取組む課
題を選択し、複数人でグループを作り、講義内において25分程度の発表を行う／発表時の積極性を1割の素点配分とする
）およびレポート作成（法的論点に関する課題を1200文字程度でまとめたレポートを授業外にて作成する／レポートの
検討内容に従い3割の素点配分とする）を行う。また、授業においては、講師と受講生との双方向性を重視し、コミュニ
ケーションを通じて、論点の掘り下げ、理解度の向上を目指した内容を展開する（出席状況および積極性に従い1割の素
点配分とする）。
　　

注意点
この科目は学修単位科目であり、１単位あたり15時間の対面授業を実施します。併せて１単位あたり30時間の事前学習
・事後学習が必要となります。
評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーションおよびイントロダクション 授業概要およびシラバスを理解し、法学の概要について理
解できる。

2週 法とは何か① 法の支配の原理および法の本質論、法の分類について理解
できる。

3週 法とは何か② 法の目的およびその歴史、法の適用・解釈について理解で
きる。

4週 日本国憲法① 憲法（基本法）の考え方と現代的意義および「日本国憲法
」の基本原理について理解できる。

5週 日本国憲法② 人権思想の概要および「日本国憲法」における人権規定に
ついて理解できる。

6週 日本国憲法③ 国家統治の機構および「日本国憲法」における統治機構に
ついて理解できる。

7週 民事法① 市民法の概要および「民法」の基本原理について理解でき
る。

8週 民事法② 物権法および債権法の基本的な内容について理解できる。
9週 民事法③ 親族法および相続法の基本的な内容について理解できる。

10週 知的財産法 知的財産権の意義と特徴および知的財産権保護政策の概要
について理解できる。

11週 刑事法① 刑法の概要および刑法の目的と機能について理解できる。
12週 刑事法② 犯罪論および刑罰論の基本的な内容について理解できる。

13週 裁判員制度 裁判員裁判の意義と目的および裁判員制度の概要について
理解できる。

14週 環境法 環境法の意義と目的および環境保護政策について理解でき
る。

15週 まとめ 授業全体を振り返り、法の役割や意義について理解し、現
代社会の様々な社会問題を法的観点から考察できる。

16週



評価割合
試験 レポート 発表 態度 合計

総合評価割合 50 30 10 10 100
基礎的能力 50 30 10 10 100
専門的能力 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 計測工学
科目基礎情報
科目番号 2020-013 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 1
教科書/教材 はじめての計測工学（改訂第2版） 　南 茂夫・木村一郎・荒木 勉 共著　㈱講談社　2600円+税
担当教員 三谷 祐一朗,永禮 哲生,喜多 和
到達目標
以下に示す項目について習得する。
(1)　計測について基本事項が説明できる。
(2)　身近な計測機を正しく使用する方法を説明できる。
(3)　身近な計測機の測定原理を説明できる。
(4)　身近な計測機をより確度を高く使うための暗黙知を形式化し、説明できる。
(5)　OPアンプ回路を用いた計測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
OPアンプ回路を用いた計測につい
て説明できる。

OPアンプ回路の応用方法について
説明できる．

OPアンプ回路の基本動作について
説明できる。

OPアンプ回路の基本動作について
説明できない。

計測について説明できる。
身近な計測機を正しく使用するこ
とができ、その方法を正確に説明
できる。

身近な計測機を使用することがで
き、その方法を説明できる。

身近な計測機を正しく使用するこ
とができない。

身近な計測機の測定原理を説明で
きる。

身近な計測機の測定原理を正しく
説明できる。

身近な計測機の測定原理を説明で
きる。

身近な計測機の測定原理を説明で
きない。

身近な計測機をより確度を高く使
うための暗黙知を形式化し、説明
できる。　

身近な計測機をより確度を高く使
うための暗黙知を形式化し、正し
く説明できる。　

身近な計測機をより確度を高く使
うための暗黙知を形式化し、説明
できる。　

身近な計測機をより確度を高く使
うための暗黙知を形式化し、説明
できない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 2
教育方法等

概要

産業の発展は使用される機械の機能・性能の向上によって成される部分が大きい。計測技術の向上は機械の高精度化に
繋がる。
そこでは測定対象物の物理量を正確に測定する方法を確立し、測定結果を分析して測定物の特徴を明らかにすることが
要求される。
本講義では、計測工学の基本を学び応用できるようにする。
特に卒業研究で使うような実験装置を多角的な視点から調べ、理解し、説明することで、応用力を身につけるようにす
る。
また、シーケンス等について理解を深める。

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は講義とグループワークの双方にて実施する。講義中は集中して聴講し、グループワークにおいては積極的に議論
に参加し、成果をまとめ上げることを期待する。適宜課題を課すので、指定された期日までに完成し、指定された方法
で提出すること。

注意点
評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
この科目は学修単位科目であり、１単位あたり15時間の対面授業を実施します。併せて１単位あたり30時間の事前学習
・事後学習が必要となります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週
後期オリエンテーション
OPアンプとは，反転増幅回路，非反転増幅回路，ボルテー
ジフォロワ，加算回路

本教科にて習得すべき事項が理解できる。
OPアンプを用いた基本的な演算回路の仕組みを説明できる

2週 減算回路，積分回路，微分回路，実用積分・微分回路 OPアンプを用いた応用回路の仕組みを説明できる
3週 計測の基礎１ 計測について説明できる。
4週 計測の基礎２ 計測について説明できる。

5週 身近な計測機器（1） 身の回りにある計測機について、使用方法、原理を調べま
とめられる。グループでディスカッションができる。

6週 身近な計測機器（2） 身の回りにある計測機について、原理、測定方法等を発表
できる。

7週 身近な計測機器（3） 身近な計測機をより確度を高く使うための暗黙知を形式化
し、まとめられる。

8週 身近な計測機器（4） 身近な計測機をより確度を高く使うための暗黙知を形式化
したものをディスカッションできる。

9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

評価割合
試験 レポート 授業態度 課題 合計

総合評価割合 15 20 45 20 100



OPアンプ回路を用いた
計測について説明でき
るを正しく使用する方
法を説明できる。

15 10 5 0 30

計測の基礎 0 10 20 0 30
身近な計測機をより確
度を高く使うための暗
黙知を形式化し、説明
できる。

0 0 20 20 40

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 システム制御工学基礎
科目基礎情報
科目番号 2020-014 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 1
教科書/教材 JSMEテキストシリーズ　制御工学　日本機械学会(著)
担当教員 三谷 祐一朗
到達目標
１．状態方程式を立てることができる．
２．状態フィードバック制御系が設計できる．
３．MATLAB/Simulinkを用いて状態フィードバック制御のシミュレーションを行い，その制御効果について評価することができる．
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
１．状態方程式を立てることがで
きる．

□多入出力系の微分方程式から状
態方程式を導くことができる．

□微分方程式から状態方程式を導
くことができる．

□微分方程式から状態方程式を導
くことができない．

２．状態フィードバック制御系が
設計できる．

□MATLABのコマンドを用いて
，多入出力系における状態フィー
ドバック制御系が設計できる．

□MATLABのコマンドを用いて状
態フィードバック制御系が設計で
きる．

□MATLABのコマンドを用いて状
態フィードバック制御系が設計で
きない．

３．MATLAB/Simulinkを用いて状
態フィードバック制御のシミュレ
ーションを行い，その制御効果に
ついて評価することができる．

□Simulinkを用いて状態フィード
バック制御のシミュレーションを
行い，その制御効果について評価
することができる．

□Simulinkを用いて状態フィード
バック制御のシミュレーションを
行うことができる．

□Simulinkを用いて状態フィード
バック制御のシミュレーションを
行うことができない．

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 2
教育方法等
概要 製造現場では技術者が不足しており，自動化が急速に進んでいる．それに伴い，高機能な制御システムが求められてい

る．ここではその技術者を養成することを主眼に，現代制御理論の設計およびシミュレーション方法を習得する．
授業の進め方と授業内
容・方法

単振子の制振制御をテーマに，Matlab / Simulinkを活用した制御系の設計およびシミュレーションを行う．適宜課題を
与え，学習内容の理解を促す．

注意点
1.評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
2.この科目は学修単位科目であり、１単位あたり15時間の対面授業を実施します。併せて１単位あたり30時間の事前学
習・事後学習が必要となります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週

１）Teamsによる出欠確認テスト
２）シラバス説明
３）Moodleの内容紹介
４）到達目標，授業の概要
５）テキストの内容

システム制御工学の概要が説明できる．

2週
１）レポートNo.2（MATLAB/Simulinkを用いたRC回路に
おけるPID制御シミュレーション）の解説
２）単振子における運動方程式の導出

１）MATLAB/Simulinkを用いた基本的な制御系の設計がで
きる．
２）多出力系の典型例である，単振子における運動方程式
が導出できる．

3週

１）単振子における運動方程式（復習）と角加速度フィー
ドバック制御
２）ばね－質点系を例にした状態方程式の作り方
３）レポートNo.3（MATLAB/Simulinkを用いた単振子に
おける制振制御シミュレーション）のヒント

１）単振子における制振制御の原理が説明できる．
２）状態方程式の概要が説明できる．

4週

１）１自由度・２自由度振動系における状態方程式（復習
）
２）単振子の状態方程式
３）レポートNo.3の解説
４）状態フィードバック制御とその安定性

１）多入出力系における状態方程式を立てることができる
．
２）単振子の状態方程式を立てることができる．

5週
１）状態フィードバック制御とその安定性（復習）
２）最適レギュレータ（制御例，評価関数の最小化，安定
性）

１）状態フィードバックにおける安定性について説明でき
る．
２）最適レギュレータの概要を説明できる．

6週

１）現代制御理論の概要，状態フィードバック制御・最適
レギュレータ（復習）
２）Simulinkを用いたシミュレーション結果のExcelファイ
ルへの出力方法
３）オブザーバ

１）Simulinkを用いたシミュレーション結果をExcelを用い
てまとめ，考察することができる．
２）オブザーバについて概要を説明できる．

7週

１）最適レギュレータの設計方法と制御効果（レポート
No.4のヒント）
２）オブザーバの概要（復習）
３）オブザーバの設計スクリプトとシミュレーション結果
例の紹介

１）最適レギュレータにおける設計パラメータについて説
明できる．
２）MATLAB/Simulinkを用いてオブザーバを利用した状態
フィードバック制御のシミュレーションができる．

8週
１）オブザーバの概要（復習）
２）２自由度振動系におけるオブザーバの設計
３）エンコーダのしくみとSimulinkブロックへの組み込み
方

１）多入出力系におけるオブザーバの設計について説明で
きる．
２）エンコーダをシミュレーション要素として組み込むこ
とができる．

9週
10週
11週
12週
13週



14週
15週
16週

評価割合
小テスト 前期末試験 レポート 態度 合計

総合評価割合 20 40 30 10 100
１．状態方程式を立て
ることができる． 8 15 5 3 31

２．状態フィードバッ
ク制御系が設計できる
．

8 15 5 3 31

３．MATLAB/Simulin
kを用いて状態フィー
ドバック制御のシミュ
レーションを行い，そ
の制御効果について評
価することができる．

4 10 20 4 38



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 選択外国語（Practical
English）

科目基礎情報
科目番号 2020-024 科目区分 一般 / 選択
授業形態 授業 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 Successful Keys To The Toeic Listening And Reading Test, Goal 600, 4th Edition
担当教員 成田 智子
到達目標
大学編入後や社会に出てから使用する英語の基盤である英文法の知識を確かなものとして実用レベルまで高めることができる。プレゼンテーシ
ョンの準備段階で深く学び、クラスメートに伝えることでより深く学習する。その知識を用いて正確なリスニングと読解ができる。
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
実際の研究現場や社会で英語を使
うための文法の重要事項を概ね理
解して文法問題を８割以上解ける
。

実際の研究現場や社会で英語を使
うための文法の重要事項を概ね理
解して文法問題を6割以上解ける。

実際の研究現場や社会で英語を使
うための文法の重要事項を理解で
きないため文法問題が解けない。

評価項目2
実際の研究現場や社会で英語を使
うための文法の重要事項を理解し
て、正確に文の内容を読みとれる
。

実際の研究現場や社会で英語を使
うための文法の重要事項を理解し
て、文の内容をおおむね読みとれ
る。

実際の研究現場や社会で英語を使
うための文法の重要事項を理解し
ていないため文を読みとることが
できない。

評価項目3
実際の研究現場や社会で英語を使
えるほど十分に英語を聴くことが
できる。

実際の研究現場や社会で英語を使
うことができる程度に英語を概ね
聴くことができる。

英語を聴く力がないため実際の研
究現場や社会で英語を使うことが
できない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 4
教育方法等

概要
卒業後に大学や職場において英語によるコミュニケーションを行う基礎となる英語力をつけることを目標とする。これ
まで学習してきた文法を実用レベルまで上げるために自律的な学びあい活動を行う。また言語活動の入口であるべきリ
スニング力養成に授業だけでなく授業外でも取り組む。ビジネスに使われる表現も学んで文書から正確な情報を得るこ
とができるようにする。

授業の進め方と授業内
容・方法

学生各々がペアで文法事項を1つずつ担当して、伝達方法を工夫してクラスメートに対してプレゼンテーションを行い、
質疑応答などを行った後、ピア評価を行う。リスニングとリーディングのTOEICテキストを用いて自分の力で正解を導
く努力を重ねながらリスニング力とリーディング力を養成する。さらに教室外でリスニングの課題を行うことで十分な
学習時間を確保する。

注意点
・評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
オリエンテーション
英語の特性
教員によるプレゼンテーション

英語の効果的学習法を知ることができる。英語と日本語の
違いを理解できる。教員によるプレゼンテーションを見て
、プレゼンテーションの手法を知る。

2週 プレゼンテーション準備作業 プレゼンテーション資料を共同して作成することができる
。

3週 プレゼンテーション準備作業 プレゼンテーション資料を共同して作成することができる
。

4週 プレゼンテーション準備作業 プレゼンテーション資料を共同して作成することができる
。

5週 プレゼンテーション準備作業 プレゼンテーション資料を共同して作成することができる
。

6週 プレゼンテーション第1回
該当の文法事項を担当者として理解して人に伝達できる。
プレゼンを通して文法の理解をふかめ、問題を解くことが
できる。

7週 テキスト演習－１ トピックに関する語彙・表現を学び、リスニングとリーデ
ィングの力をつけることができる。

8週 プレゼンテーション第2回
該当の文法事項を担当者として理解して人に伝達できる。
プレゼンを通して文法の理解をふかめ、問題を解くことが
できる。

9週 テキスト演習－２ トピックに関する語彙・表現を学び、リスニングとリーデ
ィングの力をつけることができる。

10週 プレゼンテーション第3回
該当の文法事項を担当者として理解して人に伝達できる。
プレゼンを通して文法の理解をふかめ、問題を解くことが
できる。

11週 テキスト演習－３ トピックに関する語彙・表現を学び、リスニングとリーデ
ィングの力をつけることができる。

12週 プレゼンテーション第4回
該当の文法事項を担当者として理解して人に伝達できる。
プレゼンを通して文法の理解をふかめ、問題を解くことが
できる。

13週 テキスト演習－４ トピックに関する語彙・表現を学び、リスニングとリーデ
ィングの力をつけることができる。

14週 プレゼンテーション第5回
該当の文法事項を担当者として理解して人に伝達できる。
プレゼンを通して文法の理解をふかめ、問題を解くことが
できる。



15週 テキスト演習－５ トピックに関する語彙・表現を学び、リスニングとリーデ
ィングの力をつけることができる。

16週

後期

1週 テキスト演習－6 トピックに関する語彙・表現を学び、リスニングとリーデ
ィングの力をつけることができる。

2週 プレゼンテーション第6回
該当の文法事項を担当者として理解して人に伝達できる。
プレゼンを通して文法の理解をふかめ、問題を解くことが
できる。

3週 テキスト演習－7 トピックに関する語彙・表現を学び、リスニングとリーデ
ィングの力をつけることができる。

4週 プレゼンテーション第7回
該当の文法事項を担当者として理解して人に伝達できる。
プレゼンを通して文法の理解をふかめ、問題を解くことが
できる。

5週 テキスト演習－8
該当の文法事項を担当者として理解して人に伝達できる。
プレゼンを通して文法の理解をふかめ、問題を解くことが
できる。

6週 プレゼンテーション第8回
該当の文法事項を担当者として理解して人に伝達できる。
プレゼンを通して文法の理解をふかめ、問題を解くことが
できる。

7週 テキスト演習ー9 トピックに関する語彙・表現を学び、リスニングとリーデ
ィングの力をつけることができる。

8週 プレゼンテーション第9回
該当の文法事項を担当者として理解して人に伝達できる。
プレゼンを通して文法の理解をふかめ、問題を解くことが
できる。

9週 テキスト演習ー10 トピックに関する語彙・表現を学び、リスニングとリーデ
ィングの力をつけることができる。

10週 プレゼンテーション第10回
該当の文法事項を担当者として理解して人に伝達できる。
プレゼンを通して文法の理解をふかめ、問題を解くことが
できる。

11週 テキスト演習ー11 トピックに関する語彙・表現を学び、リスニングとリーデ
ィングの力をつけることができる。

12週 プレゼンテーション第1１回
該当の文法事項を担当者として理解して人に伝達できる。
プレゼンを通して文法の理解をふかめ、問題を解くことが
できる。

13週 テキスト演習ー12 トピックに関する語彙・表現を学び、リスニングとリーデ
ィングの力をつけることができる。

14週 プレゼンテーション第1２回
該当の文法事項を担当者として理解して人に伝達できる。
プレゼンを通して文法の理解をふかめ、問題を解くことが
できる。

15週 テキスト演習ー13 トピックに関する語彙・表現を学び、リスニングとリーデ
ィングの力をつけることができる。

16週
評価割合

プレゼンテーシ
ョン 小テスト 課題 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 60 20 20 0 0 0 100
基礎的能力 60 20 20 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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 特別活動Ⅴ
科目基礎情報
科目番号 0118 科目区分 一般 / 必修
授業形態 単位の種別と単位数 履修単位: 0
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 0
教科書/教材
担当教員 クラス担任
到達目標
1.　技術と自然や社会との関りや技術が関わる社会問題に関する具体的事例について，技術者の社会的責任を工学倫理の原則に基づき説明でき
る能力を養う．
2.　工学技術に関する具体的課題にチームで取り組む際，チームでの自分の役割を把握して行動し，活動の進捗状況をメンバーに報告できる能
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
技術と自然や社会との関りや技術
が関わる社会問題に関する具体的
事例について，技術者の社会的責
任を工学倫理の原則に基づき説明
できる．

技術と自然や社会との関りや技術
が関わる社会問題に関する具体的
事例について，技術者の社会的責
任を工学倫理の原則に基づき説明
できる．

技術と自然や社会との関りや技術
が関わる社会問題に関する具体的
事例について挙げることができる
．

技術と自然や社会との関りや技術
が関わる社会問題に関する具体的
事例について挙げることができな
い．

工学技術に関する具体的課題にチ
ームで取り組む際，チームでの自
分の役割を把握して行動し，活動
の進捗状況をメンバーに報告でき
る．

工学技術に関する具体的課題にチ
ームで取り組む際，チームでの自
分の役割を把握して行動し，活動
の進捗状況をメンバーに報告でき
る．

工学技術に関する具体的課題にチ
ームで取り組む際，チームでの自
分の役割を把握して行動できる．

工学技術に関する具体的課題にチ
ームで取り組む際，チームでの自
分の役割を把握して行動できない
．

学科の到達目標項目との関係
教育方法等

概要
本校の教育目的は，１．豊かな人間性を備え，２．社会の要請に応じて工学技術の専門性を創造的に活用できる技術者
の育成を行い，３．もって地域の文化と産業の進展に寄与することである．この目的を実現するために，授業計画に示
す活動を通して技術者の社会的役割と責任を自覚する態度と実践的技術者として計画的に自己研鑽を継続する姿勢を身
につける．

授業の進め方と授業内
容・方法

授業内容：学級担任が定めた特別活動計画に従う．
実施場所：ホームルーム（HR）を原則とする．授業内容により実施場所がHRでない場合，学級担任の指示に従う．
評価方法：特別活動への参加（出席）の条件を満たすことにより合格とする．

注意点 授業内容・方法のカッコ内の数字は時間数をしめす．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 答案返却（前期末）（1） 目標の実現に向けて計画ができる。
目標の実現に向けて自らを律して行動できる。

2週 課外教育特別講演　（2）
メンタルヘルス「高専を巣立つ君たちへ」

目標の実現に向けて計画ができる。
目標の実現に向けて自らを律して行動できる。
日常の生活における時間管理、健康管理、金銭管理などが
できる。

3週 学生生活支援室アンケート（1） 日常の生活における時間管理、健康管理、金銭管理などが
できる。

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 答案返却（学年末）（1） 目標の実現に向けて計画ができる。
目標の実現に向けて自らを律して行動できる。

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
試験 発表 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 0 0 0
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 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 先端機械材料
科目基礎情報
科目番号 2020-008 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 1
教科書/教材 プリント
担当教員 金 顯凡
到達目標
1．金属材料や非金属材料の性質と用途について説明ができる．
2．セラミックス，複合材料の性質と用途について説明ができる．
3．複合材料の簡単な強度などについて説明ができる．
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
金属材料や非金属材料の性質と用
途についてしっかり説明ができる
．

金属材料や非金属材料の性質と用
途について説明ができる．

金属材料や非金属材料の性質と用
途について説明ができない．

評価項目２
セラミックス，複合材料の性質と
用途について詳しく説明ができる
．

セラミックス，複合材料の性質と
用途について説明ができる．

セラミックス，複合材料の性質と
用途について説明ができない．

評価項目３ 複複合材料の簡単な強度などにつ
いてしっかり説明ができる．

複複合材料の簡単な強度などにつ
いて説明ができる．

複複合材料の簡単な強度などにつ
いて説明ができない．

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 2
教育方法等

概要

この科目は企業で新規材料の開発を担当していた教員が，その経験を活かし，構造物用の材料について講義形式で授業
を行うものである．金属，非金属，複合材料は用途に応じて様々な機械構造部材として適用されており，近年の産業の
環境を築いている．その一方で，材料の取り扱い方を間違えた事故も相次いで発生しており，安全性を確保することは
必須である．材料の機械的特性を知り，どのように扱えばよいのかを知ることは良品な機械構造部材を製作するだけで
なく，使用時の安全性を確保するためにも重要である．本講においては，アルミニウム，チタン，マグネシウム，プラ
スチック，セラミックス，複合材料を取り上げ，その性質と用途について講義する．

授業の進め方と授業内
容・方法 配布資料（PPT)および板書を基に講義する．また，製品の具体例を示す．

注意点
1．評価については，評価割合に従って行います．ただし，適宜再試や追加課題を課し，加点することがあります．
2．この科目は学修単位科目であり，１単位あたり15（30）時間の対面授業を実施します．併せて１単位あたり
30（15）時間の事前学習・事後学習が必要となります．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス，金属系先端機械材料
授業内容，評価方法の説明．
アルミ，チタン，マグネシウムとその合金について説明が
できる．

2週 セラミックスⅠ セラミックスの定義と機械的性質について説明ができる．
3週 セラミックスⅡ セラミックスの歴史と用途について説明ができる．
4週 プラスチック プラスチックの用途と基本的性質について説明ができる．
5週 複合材料Ⅰ 複合材料の性質，製造方法，用途について説明ができる．

6週 複合材料Ⅱ 強度の複合則（並列，直列モデル）について説明ができる
．

7週 複合材料Ⅲ 繊維強化機構，強化形状による材料設計について説明がで
きる．

8週 複合材料Ⅳ 複合材料の簡単な強度などについて説明ができる．
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 課題 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 50 0 0 0 0 50 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 技術表現法
科目基礎情報
科目番号 2020-004 科目区分 専門 / 必修
授業形態 授業 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 なし
担当教員 鈴木 尚人,三谷 祐一朗
到達目標
科学技術文書：
(1)適切なタイトルを付けられる，(2)キーワードを適切に選定できる，(3)文書の構成を組み立てられる，(4)適切な表現を用いて文章が書ける
．
プレゼンテーション：
(1)発表順や内容を適切に作れる，(2)見やすく理解しやすい資料が作成できる，(3)分かりやすく発表できる．
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

科学技術文書作成において，適切
なタイトルを付け，適切なキーワ
ードが選定できる．

□科学技術文書作成において，適
切かつ魅力的なタイトルを付け
，適切なキーワードを３つ以上選
定できる．

□科学技術文書作成において，適
切なタイトルを付け，適切なキー
ワードを選定できる．

□科学技術文書作成において，適
切なタイトルを付け，適切なキー
ワードを選定できない．

科学技術文書作成において，文書
が組み立てられ，適切な表現を用
いて文章が書ける．

□科学技術文書作成において，明
確な文書が組み立てられ，適切な
表現を用いて理解しやすい文章が
書ける．

□科学技術文書作成において，文
書が組み立てられ，適切な表現を
用いて文章が書ける．

□科学技術文書作成において，文
書が組み立てられず，適切な表現
を用いて文章が書けない．

プレゼンテーションにおいて，発
表順や内容が適切に作れ，見やす
く理解しやすい資料を作ることが
できる．

□プレゼンテーションにおいて
，発表順や内容が適切かつ説得力
をもって作れ，見やすく理解しや
すい資料を作ることができる．

□プレゼンテーションにおいて
，発表順や内容が適切に作れ，見
やすい資料を作ることができる．

□プレゼンテーションにおいて
，発表順や内容が適切に作れず
，見やすい資料を作ることができ
ない．

プレゼンテーションにおいて，わ
かりやすく発表できる．

□プレゼンテーションにおいて
，わかりやすく発表し，質問に適
切に答えることができる．

□プレゼンテーションにおいて
，わかりやすく発表することがで
きる．

□プレゼンテーションにおいて
，わかりやすく発表することがで
きない．

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 4
教育方法等

概要
科学者または技術者として生きていくためには，専門知識やそれを駆使できる創造力だけではなく，熟達した科学技術
文章の作成能力と，正確に伝えるプレゼンテーション能力が要求される．この授業では，それらの基礎的な能力を養成
する．

授業の進め方と授業内
容・方法

1) 技術文書・プレゼン資料作成における注意点，作成方法に関する講義を実施．
2) 技術文書作成（キーワード・構成・タイトルの検討，文書作成，作成文書の修正）．
3) プレゼン資料作成およびプレゼン（キーワード・構成・タイトルの検討，プレゼン資料作成，プレゼン資料の修正
，プレゼン）．

注意点
1. 評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
2. この科目は学修単位科目であり、１単位あたり15時間の対面授業を実施します。併せて１単位あたり30時間の事前学
習・事後学習が必要となります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週
シラバス，moodleコンテンツ紹介，参考文献の紹介（２冊
），分かりやすい文章とは？（解説），練習問題（不適切
な箇所の指摘２０題），次週の文書作成テーマ・結論の提
示

分かりやすい文章とは何か，説明できる．

2週

以下をテーマ・結論とする，技術文書作成
テーマ１：地球温暖化における科学技術
結論：二酸化炭素排出量を削減できる
テーマ２：情報端末の今後
結論：より幅広い，多様な使われ方がなされる
テーマ３：少子高齢化社会における対策
結論：年配者が労働に従事できる社会を構築する
※ これらに近い内容の結論であれば良いとする．

緒言・本文・結言で構成する技術文書を作成できる．

3週

１）先週作成した文書における，キーワード，タイトル
（20問追加）の中で不適切なものを選ぶ問題．
２）作成文書の内容を確認．多くの学生に共通する修正点
．模範的文書３件の紹介．
３）文書作成の基本ルール１～２３
４）文書修正問題（２問）．

技術文書における，適切なキーワードやタイトルを選定で
きる．

4週
模範的文書の優れている点を指摘する問題（2問），接続詞
・文末表現・同一単語・主語の欠落の問題，文書修正問題
（２問）

接続詞・文末表現・同一単語・主語など，適切な技術文書
の構成や表現方法を説明できる．

5週
２週目と同一テーマで技術文書作成（２回目）：１回目の
文書の書き直し：
まず，文書の構成をメモし，その後，メモを元に文書作成
（Ａ４用紙２枚）

技術文書として守るべき点を把握し，それに従った技術文
書を作成できる．

6週

１）作成文書の主な修正箇所．
２）以下を，配布用紙に記入．
（１）赤ペンの入った箇所の修正理由．
（２）提出済の文書の自己評価点．
（３）提出済の文書の修正箇所に関する修正案．

技術文書の校正ができる．

7週 技術文書の評価集計結果，文書修正問題(25問)，知的なプ
レゼンテーション技術・プレゼンテーションのコツ

コミュニケーションの一手法としての，良いプレゼンテー
ションとはどのようなものか，説明できる．



8週

１） 卒研の内容について，以下の項目を配布用紙に書く
．ただし，修正はなるべく消しゴムを使わず，二重線など
で消して訂正する．
（１）タイトル
（２）キーワード（最低５語）
（３）発表の構成（メモ書きで良い）
（４）発表内容（箇条書きなど：話す内容をそのまま書く
のではない）
注意：
Ａ）意義・目的，結論（最も主張したいこと）をはっきり
示すこと．
Ｂ）タイトルは分かりやすく魅力的なものとする．
Ｃ）キーワードは，同じ分野の研究論文等が検索できるも
のを最低５語挙げる．
２）出席番号の若い方から順に２人ペアになって用紙を交
換し，最低５箇所，質問をする．質問された場所に自分で
印を付ける．
３）質問箇所に，補足・訂正等を書き加える．用紙回収．

テーマに沿ったプレゼンテーションを構成できる．

9週

１）先週の用紙に書いた「発表内容」を元に，6分間の発表
用スライドを手書きする．
注意：
（１）図や写真は，そのおおざっぱな絵を描くか，または
枠だけ描いてその中に何の図（写真）かを文字で示す．
（２）卒研はまだ途中だと思われるが，これから製作した
り実験したりするものを載せる場合は，予想図を示す．
（３）発表時間は6分なので，最大10ページ程度にする
．書き損じた場合は×印を付けて，新たなスライドスペー
スに書き直す．
（４）スライド番号を入れる．
（５）質問用スライドを，追加して書いても良い．
２）二人組になり，書いた発表資料を使って5分程度で発表
し合い，質問や修正・加筆等を最低5箇所指摘する．指摘さ
れたところには色ペンで印を付ける．
３）指摘を受けた箇所を，加筆・訂正する．

構成案を元に，プレゼンテーションのための資料を作成で
きる．

10週
前回の発表資料（手書き）を元に，プレゼン資料（パワー
ポイントファイル）作成，電子ファイル提出（17:00まで
）．

パワーポイントを用いて，プレゼン資料を作成できる．

11週 発表（５分／人）．質疑・応答無し（前半）．
評価シートに，評価点（１０点満点）・コメントを記入．

プレゼン資料を用いて，分かりやすく発表できる．また
，他の発表に対する意見を述べることができる．

12週 発表（５分／人）．質疑・応答無し（後半）．
評価シートに，評価点（１０点満点）・コメントを記入．

プレゼン資料を用いて，分かりやすく発表できる．また
，他の発表に対する意見を述べることができる．

13週
卒業研究を技術文書にまとめる．また，作成した文書にお
いて，技術表現演習にて学習したことをどのように活用し
たか，箇条書きにして電子ファイルで提出する（提出先は
moodle）．

作成した技術文書において，技術文書として守るべき項目
がどの部分に現れているか，示すことができる．

14週 １３週の続きを実施． 作成した技術文書において，技術文書として守るべき項目
がどの部分に現れているか，示すことができる．

15週 成績集計結果の提示とコメント，授業アンケート，総評 教員に対して，授業内容をフィードバックできる．
16週

評価割合
技術文書 プレゼンテーション 合計

総合評価割合 50 50 100
評価割合 50 50 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 油空圧工学
科目基礎情報
科目番号 2020-011 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 1
教科書/教材 油圧工学、市川・日比著、朝倉書店。空気圧の分野は適宜にプリントを配布する。
担当教員 村松 久巳
到達目標
　(1) 油と空気の特性と流れの現象に関する基礎的な計算ができること
　(2) 油圧ポンプと油圧モーターのトルク、動力、効率などの計算ができること
　(3) 油圧ポンプと油圧モーターの種類と構造を説明できること
　(4) 制御弁の構造と特性を説明できること
　(5) 油圧機器と空気圧機器を示す回路記号を適切に選び、それぞれの回路を記述することができること、さらにそれらの動きと
       回路内の流体の流れを説明できること
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
油と空気の特性と流れの現象に関
する基礎的な計算がほぼ正しくで
きる。

油と空気の特性と流れの現象に関
する基礎的な計算方法が理解でき
る。

油と空気の特性と流れの現象に関
する基礎的な計算ができない。

評価項目2
油圧ポンプと油圧モーターのトル
ク、動力、効率などの計算がほぼ
正しくできる。

油圧ポンプと油圧モーターのトル
ク、動力、効率などの計算方法が
理解できる。

油圧ポンプと油圧モーターのトル
ク、動力、効率などの計算ができ
ない。

評価項目3 油圧ポンプと油圧モーターの種類
と構造をほぼ正しく説明できる。

油圧ポンプと油圧モーターの種類
と構造を説明できる。

油圧ポンプと油圧モーターの種類
と構造を説明できない。

評価項目４ 制御弁の構造と特性をほぼ正しく
説明できる。

制御弁の構造と特性を説明できる
。

制御弁の構造と特性を説明できな
い。

評価項目５

油圧機器と空気圧機器を示す回路
記号を適切に選び、それぞれの回
路を記述し、それらの動きと回路
内の流体の流れをほぼ正しく説明
できる。

油圧機器と空気圧機器を示す回路
記号を選び、それぞれの回路を記
述し、それらの動きと回路内の流
体の流れを説明できる。

油圧機器と空気圧機器を示す回路
記号を選び、それぞれの回路を記
述できない、さらにそれらの動き
と回路内の流体の流れを説明でき
ない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 3
教育方法等

概要
　油圧と空気圧は高出力、自動化・省力化を目的として、建設機械、鉱山機械、産業用機械、FA用機器などに広く用い
られている。さらに電子技術を組み込み、医療や介護用機器、ロボッテクスに新たに応用したり、水圧技術を用いて環
境保全に貢献するなど、時代の要請に大きく貢献する工学分野である。

授業の進め方と授業内
容・方法

本講義では油空圧機器の基本的原理と構造を説明し、油空圧工学の基本を理解させる。併せて、実用面における現状の
諸問題及びその解決策について概説する。さらにこの授業では、油空圧回路とその動作を把握できるように進める。

注意点
評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
この科目は学修単位科目であり、１単位あたり15（30）時間の対面授業を実施します。併せて１単位当たり30（15）時
間の事前学習・事後学習が必要となります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 作動油
教育目標・授業概要・評価方法等の説明。油圧と空気圧の
歴史と特性比較、産業界で活躍する技術を理解できる
作動油の特性を理解し説明することができる

2週 油の流れ特性 絞り、平行面間のすきま流れ、流れの諸現象を理解し説明
することができる

3週 油圧システム構成機器 油圧ポンプと油圧アクチュエータを理解し説明することが
できる

4週 油圧システム構成機器 油圧アクチュエータと油圧制御弁を理解し説明することが
できる

5週 油圧回路 油圧制御弁、油圧回路および図記号を理解し説明すること
ができる

6週 空気圧 空気圧の利用技術、空気の特性と状態変化、空気の流れ特
性を理解し説明することができる

7週 空気圧システム構成機器 有効断面積、コンダクタンスおよび臨界圧力比を理解し説
明することができる

8週 空気圧回路 空気圧回路用の図記号を理解し説明することができる
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

評価割合
試験 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
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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 機械設計製図Ⅳ
科目基礎情報
科目番号 2020-001 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 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 配付資料　
担当教員 永禮 哲生,山中 仁,（Ｍ科 非常勤講師）,古屋 忠正
到達目標
１．与えられた課題の設計概念を理解して仕様書を作成し、設計条件を設定できる。
２．設計条件から設計書を作成できる。
３．設計書および組立図、部品図の作成に必要な計画図を作成することができる。
４．生産性・コストを視野に入れた、組立図および部品の製作図を作成できる。(C3-3)
５．交換検図において、他者の作成した図面の判読と的確に問題点が指摘できる。
ルーブリック

未到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 理想的な到達レベルの目安

評価項目１．与えられた課題の設
計概念を理解して仕様書を作成し
、設計条件を設定できる。

□構想設計から生産設計に至る基
本的な概念を理解できない。
□工作機械設計の基本的な内容を
理解できない。
□与えられた設計条件から仕様書
を作成できない。

□構想設計から生産設計に至る基
本的なほぼ正しく概念を理解でき
る。
□工作機械設計の基本的な内容を
ほぼ正しく理解できる。
□与えられた設計条件から仕様書
をほぼ正しく作成できる。

□構想設計から生産設計に至る基
本的な概念を理解でき、かつ国際
規格、社会適用についても理解で
きる。
□工作機械設計の基本的な内容を
正しく理解できる。
□与えられた設計条件から仕様書
を正しく作成できる。

評価項目２．設計条件から設計書
を作成できる。

□指定された期限内に適切なボー
ルねじ、軸受けが選択できない。
□指定された期限内に歯車の設計
および適切なサーボモータの選択
ができない。
□課題の最終提出において、各部
の強度、各部品の重量計算ができ
ない。

□指定された期限内に適切なボー
ルねじ、軸受けを選択できる。
□指定された期限内に歯車の設計
およおび適切なサーボモータの選
択ができる。
□課題の最終提出において、各部
の強度、各部品の重量計算ができ
る。

□指定された期限より早く適切な
ボールねじ、軸受けが選択できる
。
□指定された期限より早く歯車の
設計およおび適切なサーボモータ
の選択ができる。
□課題の最終提出において、各部
の強度、各部品の重量計算ができ
、かつ剛性についても検討できる
。

評価項目３．設計書および組立図
、部品図の作成に必要な計画図を
作成することができる。

□指定された期限内に設計の各段
階に必要な計画図を作成できない
。

□指定された期限内に設計の各段
階に必要な計画図を作成できる。

□指定された期限内に設計の各段
階に必要な計画図を作成できる。
さらに、設計に必要な、諸計算、
規格を計画図に指示できる。

評価項目４．生産性・コストを視
野に入れた、組立図および部品の
製作図を作成できる。(C3-3)

□指定された期限内に生産性およ
び製造コストを考慮した、組立図
、部品図が作成できない。

□指定された期限内に生産性およ
び製造コストを考慮した、組立図
、部品図が作成できる。

□指定された期限内に生産性およ
び製造コストを考慮した、組立図
、部品図が作成でき、かつ、幾何
公差、寸法公差、加工基準、加工
法を適切に指示できる。

評価項目５．交換検図において、
他者の作成した図面の判読と的確
に問題点が指摘できる。

□組立図および部品図の形状、寸
法、組み立て性の誤りを指示でき
ない。

□組立図および部品図の形状、寸
法、組み立て性の誤りを指示でき
る。

□組立図および部品図の形状、寸
法、組み立て性の誤りを指示でき
、かつ寸法公差、幾何公差、製造
法のについて適切な指示ができる
。

学科の到達目標項目との関係
実践指針 （C3） 実践指針のレベル （C3-3） 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 1 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 2 【本校学習・教
育目標（本科のみ）】 3 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 4 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 5 【プログラム学習・教育目標 】 C
教育方法等

概要

ＮＣ工作機械の送り駆動系設計を課題として、これまでに学習してきた金属材料学、材料力学、機構学、機械設計法、
機械工作法、機械工作実習など知識と経験を統合的に活用し設計課題に取り組む。各部品の材質、強度、剛性、機械要
素の寿命といった条件を満たす実務的なレベルでの設計の到達を目指す。また、この科目は企業での機械設計の具体的
経験を有する教員が，その経験を活かし，ねじ機構や歯車機構，構造設計などを扱う本課題について演習形式で授業を
行うものである．

授業の進め方と授業内
容・方法

受講者毎に与えられた設計仕様に対する基本性能計算書（技術文書）から、計画図（構想図）を製作し、正式手配図面
（組立図・部品図）の制作に至る一連の機械設計に関する演習作業を実社会で通用するレベルを目標に行う。仕様書、
計算書の説明は講義形式で授業を行う。
各設計段階において教員が進捗と設計（計算書及び図面）の可否をチェックし、誤りがあれば修正した上で次のステッ
プに進むことで理解度の向上を測る対話形式の形態を取る。
機械要素の諸設計では、規格調査・カタログ収集・文献引用・経済性追求等も視野に入れた設計法を行う。
さらに２人一組での図面交換チェック実習を行い、設計に対する理解度を深める。

注意点 1.評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
2.中間試験を授業時間内に実施することがあります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 課題・機械設計の基本について理解し仕様書が作成できる
．

2週 講義１ 課題理解：機械系の設計方法　基本構造・送り機構につい
て説明できる

3週 設計１　ボールネジの選択 軸の種類と用途を理解し、適用できる。

4週 計画図作成(1)　ベアリング・ボールネジ部 滑り軸受の構造と種類を説明できる。転がり軸受の構造、
種類、寿命を説明できる。

5週 歯車の設計・サーボモータの選択 標準平歯車について、歯の曲げ強さおよび歯面強さを計算
できる。



6週 計画図作成(2)　歯車・ギヤ箱
軸の種類と用途を理解し、適用できる。軸の強度、変形、
危険速度を計算できる。キーの強度を計算できる。軸継手
の種類と用途を理解し、適用できる。

7週 計画図作成(3)　計画図の完成
ねじ、ボルト・ナットの種類、特徴、用途、規格を理解し
、適用できる。ボルト・ナット結合における締め付けトル
クを計算できる。ボルトに作用するせん断応力、接触面圧
を計算できる。

8週 作図4 ボルト・ナット、軸継手、軸受、歯車などの機械要素の図
面を作成できる。

9週 作図5 製作図の書き方を理解し、製作図を作成することができる
。

10週 作図6 公差と表面性状の意味を理解し、図示することができる。
11週 作図7 部品のスケッチ図を書くことができる。
12週 作図8 物体の投影図を正確にかくことができる。
13週 交換検図 検図・設計書の確認ができる．

14週 図面・設計書の修正
歯車減速装置、手巻きウインチ、渦巻きポンプ、ねじジャ
ッキなどを題材に、その主要部の設計および製図ができる
。

15週 図面・設計書の修正
課題の提出

歯車減速装置、手巻きウインチ、渦巻きポンプ、ねじジャ
ッキなどを題材に、その主要部の設計および製図ができる
。

16週
評価割合

仕様書 設計書/課題提出 計画図 組図・部品図 交換検図 合計
総合評価割合 5 35 10 40 10 100
基礎的能力 0 5 0 0 0 5
専門的能力 5 15 10 20 5 55
分野横断的能力 0 15 0 20 5 40



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 メカトロニクス
科目基礎情報
科目番号 2020-015 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 1
教科書/教材 JSMEテキストシリーズ　制御工学　日本機械学会(著)
担当教員 三谷 祐一朗
到達目標
１．状態フィードバック制御系が設計できる．
２．PLCに制御系が実装できる．
３．制御系を評価できる．
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

１．状態フィードバック制御系が
設計できる．

□MATLAB/Simulinkを用いて，状
態フィードバック制御系が設計で
き，その安定性について説明でき
る．

□MATLAB/Simulinkを用いて，状
態フィードバック制御系が設計で
きる．

□MATLAB/Simulinkを用いて，状
態フィードバック制御系が設計で
きない．

２．PLCに制御系が実装できる．
□MATLAB/Simulinkを用いて，オ
ブザーバを併用した制御系をPLCに
実装できる．

□MATLAB/Simulinkを用いて設計
した制御系をPLCに実装できる．

□MATLAB/Simulinkを用いて設計
した制御系をPLCに実装できない．

３．制御系を評価できる． □実験結果を分析し，制御系を評
価して改善できる．

□実験結果を分析し，制御系を評
価できる．

□実験結果を分析し，制御系を評
価できない．

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 2
教育方法等

概要
製造現場では技術者が不足しており，自動化が急速に進んでいる．PLC (Programmable Logic Controller) は，その手
段として重要な制御機器である．国際標準規格 IEC61131-3に準拠した新しいタイプのPLCの技術は産業界から強く求
められており，ここではその技術者を養成することを主眼に，PLC，サーボモータ，タッチパネルの統合的なプログラム
手法を学び，現代制御理論の実装方法を習得する．

授業の進め方と授業内
容・方法

反転授業および，PBL形式のアクティブラーニング (AL) を実施する．Matlab / Simulinkを活用した制御系のシミュレ
ーション，およびPLCとサーボモータを活用したフィードバック制御システムの制御を行う．到達目標（課題）を設定し
，グループ内で調査・ディスカッションすることで，目標達成を試みる．重要な点は，目標を達成することよりむしろ
，複数の学生がコミュニケーションを通じて，自ら専門知識を学習し活用できる能力を獲得することである．

注意点
1.評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
2.この科目は学修単位科目であり、１単位あたり15時間の対面授業を実施します。併せて１単位あたり30時間の事前学
習・事後学習が必要となります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週

１）シラバス説明，moodleのコンテンツ紹介，授業概要・
方法（反転授業，PBL，アクティブラーニング）
２）アクティブラーニングの実践（問題提起）：「状態フ
ィードバック制御系設計問題」
３）グループワーク（題に対して実現する方法（手順）を
ディスカッション）

アクティブラーニング形式の学習が実施でき，能動的な専
門知識の学び方を実践することができる．
状態フィードバック制御が説明できる．

2週
１）前回提示した課題：「状態フィードバック制御系設計
問題」の再確認．
２）PLCにおけるラダープログラミング
３）MATLAB/Simulinkによるシミュレーションの基礎

１）基本的なシーケンス制御のラダー図を描くことができ
る．
２）MATLAB/Simulinkを用いた基本的な制御系の設計がで
きる．

3週 １）PLCにおけるモーション制御
２）Simulink制御ブロックのPLCへの実装

１）PLCを用いたモーション制御ができる．
２）Simulink制御ブロックのPLCへの実装ができる．

4週 １）PLCにおける制御系の実装（１）
２）MATLAB/Simulinkによる制御系の設計（１）

１）PLCにおける制御系の実装ができる．
２）MATLAB/Simulinkによる制御系の設計ができる．

5週 １）PLCにおける制御系の実装（２）
２）MATLAB/Simulinkによる制御系の設計（２）

１）PLCにおける制御系の実装ができる．
２）MATLAB/Simulinkによる制御系の設計ができる．

6週 制御性能の評価と改善（１） 実装した制御系の評価および改善ができる．
7週 制御性能の評価と改善（２） 実装した制御系の評価および改善ができる．
8週 まとめ，レポート作成 制御実験データをまとめ，報告書が作成できる．
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

評価割合
小テスト 学年末試験 レポート 態度 合計

総合評価割合 15 40 30 15 100
１．状態フィードバッ
ク制御系が設計できる
．

5 15 10 5 35



２．PLCに制御系が実
装できる． 5 15 10 5 35

３．制御系を評価でき
る． 5 10 10 5 30



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 日本語
科目基礎情報
科目番号 2020-028 科目区分 一般 / 選択
授業形態 授業 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 通年 週時間数 1
教科書/教材 大学・大学院留学生の日本語 ⑤漢字・語彙編、進学のための面接設問集、他
担当教員 （教養科 非常勤講師）,高澤 啓子
到達目標
講義や研究発表、学習活動に必要な日本語を聞いて正確に理解し、聞いたことをまとめ、適切な対応が出来る。
知識として得た日本語を実際に使用してレポートを書いたり、コミュニケーションが出来る。　　
理系の教科書の読解、講義の聴講、実験・実習を円滑に行うことが出来る。理系の分野の論理的で明快な科学技術日本語と、アカデミックな日
本語、日常生活の中で使われる日本語の違いを理解出来る。
「日本(人・社会)」という異文化を理解しカルチャーショックを克服出来る。
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 日本語を聞いて、適切な対応がで
きる 日本語を聞いて対応ができる 日本語を聞いて対応ができない

評価項目2
日本語を使用して、しっかりとし
たレポート作成やコミュニケーシ
ョンがとれる

日本語を使用して、レポート作成
やコミュニケーションがとれる

日本語を使用して、レポート作成
やコミュニケーションがとれない

評価項目3
専門分野に関する日本語をしっか
りと理解し、文化的な相違をしっ
かりと理解できる

専門分野に関する日本語を理解し
、文化的な相違を理解できる

専門分野に関する日本語を理解で
きず、文化的な相違も理解できな
い

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 4
教育方法等

概要
日本での留学生活を送る上で必要なコミュニケーション能力と、日本の高等教育機関で学習研究活動を行うために必要
な日本語能力を養う。日本語で表現されていることを理解し、情報同士の関係を理解し、理解した情報を活用して論理
的に妥当な解釈を導く能力を養う。基本的に日本語能力試験N1レベルの日本語(および一部英語)で授業を実施する。

授業の進め方と授業内
容・方法 授業計画に従い対面授業を実施します。少人数クラスのメリットを生かし個々の学生と対話しながら授業を進めます。

注意点 評価については、評価割合に従って行います。但し、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション、面接 進学・就職・奨学金応募のための面接の質問に的確に答え
られる。

2週 面接 進学・就職・奨学金応募のための面接の質問に的確に答え
られる。

3週 面接 進学・就職・奨学金応募のための面接の質問に的確に答え
られる。

4週 面接 進学・就職・奨学金応募のための面接の質問に的確に答え
られる。

5週 面接 進学・就職・奨学金応募のための面接の質問に的確に答え
られる。

6週 漢字・語彙29課 実験・観察に関わる漢字を読める。
7週 文字・表記１ 同音異義語の中から正しい漢字を選ぶことができる。
8週 漢字・語彙３０課 調査に関する語彙の漢字が読める。
9週 文字・表記２ カタカナ語を正しく使うことができる。
10週 漢字・語彙３１課 数値に関する漢字を読むことができる。
11週 文字・表記３ 読点を適切に使うことができる。
12週 漢字・語彙３２課 図表に関する漢字を読める。
13週 語彙・意味１ 書きことばと話ことばを使い分けることができる。
14週 スピーチ 自分の意見・主張を明確に話すことができる。
15週 スピーチ 自分の意見・主張を明確に話すことができる。

16週 語彙・意味２ 似ている語彙や表現の中から適当なものを選択することが
できる。

後期

1週 漢字・語彙３３課 論文の結果の部分で用いられる語彙が理解できる。
2週 語彙・意味３ 専門用語の特徴を理解し適切に使用することができる。

3週 口頭発表 高専祭に参加する。高専祭に来場した日本人に、母国につ
いて流暢な日本語で出来る。

4週 口頭発表 高専祭に参加する。高専祭に来場した日本人に、母国につ
いて流暢な日本語で出来る。

5週 漢字・語彙３４課 論文の考察の記述に用いられる語彙が分かる。
6週 文章・談話１ 読みやすい長さの文が書ける。
7週 漢字・語彙３５課 論文の中で用いられる修飾語がわかる。
8週 文章・談話２ 指示詞を正しく使うことができる。
9週 漢字・語彙３６課 対義語とその漢字がわかる。
10週 文章・談話３ 接続詞を正しく使うことができる。



11週 漢字・語彙３７課 形容詞の対義語がわかる。

12週 文章・談話４ 読み手に配慮して、読み手が読みやすい文を書くことがで
きる。

13週 漢字・語彙３８課 同訓語が理解できる。
14週 漢字・語彙３９課 形成文字、同音異義語が理解できる。
15週 漢字・語彙４０課 和語と漢語の違いがわかる。
16週

評価割合
試験 課題・提出物 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 30 30 0 20 0 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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 （学際科目）エネルギー応用
Ⅱ

科目基礎情報
科目番号 2020-030 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 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
担当教員 新冨 雅仁
到達目標
１．熱効率について理解し、カルノーサイクルを含む各種熱機関の熱効率などが計算できる。
２．エクセルギーについて理解し、その値などが計算できる。
３．ヒートポンプについて理解し、成績係数やエクセルギー効率などが計算できる。
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

１．熱効率について理解し、カル
ノーサイクルを含む各種熱機関の
熱効率などが計算できる。

熱効率についての全般を理解して
おり、カルノーサイクルを含む各
種熱機関の熱効率などをほぼ正し
く計算できる。

熱効率についての基本を理解して
おり、カルノーサイクルを含む各
種熱機関の熱効率などを大きな誤
りなく計算できる。

熱効率について理解しておらず、
カルノーサイクルを含む各種熱機
関の熱効率などを計算できない。

２．エクセルギーについて理解し
、その値などが計算できる。

エクセルギーについての全般を理
解しており、その値などをほぼ正
しく計算できる。

エクセルギーについての基本を理
解しており、その値などを大きな
誤りなく計算できる。

エクセルギーについて理解してお
らず、その値などを計算できない
。

３．ヒートポンプについて理解し
、成績係数やエクセルギー効率な
どが計算できる。

ヒートポンプについての全般を理
解しており、成績係数やエクセル
ギー効率などをほぼ正しく計算で
きる。

ヒートポンプについての基本を理
解しており、成績係数やエクセル
ギー効率などを大きな誤りなく計
算できる。

ヒートポンプについて理解してお
らず、成績係数やエクセルギー効
率などを計算できない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 3
教育方法等

概要
環境と調和し持続的な社会の発展に貢献するために必要な環境・エネルギーに関連する知識を習得することは重要であ
る。本講義では、主に熱エネルギーを利用する機器について学ぶこととするが、エネルギーの価値や質を示す指標とし
て用いられる「エクセルギー」を導入し、エネルギーの有効利用について考えるものとする。

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は講義を中心に、演習を混ぜつつ行う。
適宜レポート課題を課すので、期限を守って提出すること。

注意点 1. 評価については、評価割合に沿って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス
エネルギー問題 環境とエネルギーの問題について説明できる。

2週 熱力学の基本法則 熱力学の第一法則と第二法則について説明できる。
3週 熱機関１ 熱機関と熱効率、冷凍機と成績係数について説明できる。
4週 熱機関２ カルノーサイクルの熱効率などを計算できる。
5週 熱機関３ 各種ガスサイクルの熱効率などを計算できる。

6週 エクセルギー1 エネルギーの価値について理解し、エクセルギーの定義に
ついて説明できる。

7週 エクセルギー2 有効エネルギーと無効エネルギーを計算できる。
8週 エクセルギー3 エクセルギー率およびエクセルギー効率を計算できる。
9週 エクセルギー4 化学反応とエクセルギーの関係について説明できる。
10週 ヒートポンプ1 ヒートポンプのシステムについて説明できる。

11週 ヒートポンプ2 蒸気圧縮式ヒートポンプの成績係数、エクセルギー効率な
どを計算できる。

12週 ヒートポンプ3 吸収式冷凍機のシステムについて説明でき、成績係数を計
算できる。

13週 有効活用技術1 コジェネレーションのシステム構成について説明できる。

14週 有効活用技術2 コージェネレーションシステムのエネルギー収支およびエ
クセルギー収支の計算ができる。

15週 有効活用技術3 燃料電池、熱電変換素子について説明できる。
16週

評価割合
試験 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 50 50 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 50 50 0 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 選択外国語（国際理解）
科目基礎情報
科目番号 2020-023 科目区分 一般 / 選択
授業形態 授業 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 『Stories from Around the World』(Nan'un-do)
担当教員 村上 真理
到達目標
1. 教材を読んで内容を把握して、それらに関する問いに解答できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2. 異文化を理解し受容する姿勢、国際人としての視野を培うことができる。
3. 与えられたテーマについて400 words 以上の明瞭な英文を作成できる。
4. 英語文書を他者に伝わるように口頭で発表することと他者の発表を聞き取り、評価することができる。　　　　
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安(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
基本的語彙、語法、文構造を習得
して、英語文書を正確に理解でき
、質問に正しく答えることができ
る。

基本的語彙、語法、文構造を習得
して、英語文書を概ね理解でき、
質問に答えることができる。

基本的語彙、語法、文構造を習得
できず、英語文書を理解すること
ができず、質問に答えることがで
きない。

評価項目2
物語などの論理展開を正確に理解
した上で、概要等を英語で400語
以上で適切に書ける。

物語などの論理展開を概ね理解し
た上で、概要等を英語で400語以
上で書ける。

物語などの論理展開を理解できず
、概要等を英語で400語以上で書
くことができない。

評価項目3
作成した英文エッセイ等を他者に
正確に伝わるように口頭で発表す
ることと他者の発表を正確に聞き
取ることができる。

作成した英文エッセイ等を他者に
伝わるように口頭で発表すること
と他者の発表を聞き取ることが概
ねできる。

作成した英文エッセイ等を他者に
伝わるように口頭で発表すること
や他者の発表を聞き取ることがで
きない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 4
教育方法等

概要
本科目はアジア・ヨーロッパ・アフリカ・アメリカの４カテゴリーの文化の紹介や文化的ストーリーを演習形式で読み
取ることで、世界の文化・社会的側面に目を向けて異文化および国際理解に対する意識を高めるものとなっている。ま
たコミュニケーション能力・発信力の養成として、エッセイライティングとその発表や読みがたりといった活動を行う
。

授業の進め方と授業内
容・方法

教科書を用いて精読、音読、聴き取り演習を行う。英文エッセイの作成と発表や読み語りや活動の相互評価などを適宜
行う。教材が扱う語法・文法・表現法の確認、それらの定着を適宜テストなどで図る。教材が扱う文化のテーマに沿っ
て意見交換を行う。

注意点 ・評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
・試験を授業時間内に実施することがあります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 Guidance、Reading Exercise 学習内容や目標を把握できる。テーマに沿って自分の考え
を英語で表現することができる。

2週 Unit 1 テーマに沿って英語で意見交換ができる。

3週 Unit 2 英文の内容を理解でき、かつディクテーションができる。
Unit が扱う国について知識を深めることができる。

4週 復習、Writing Activity テーマに沿って書いた英文を発表することができる。

5週 Unit 3 英文の内容を理解できる。Unit が扱う国について知識を深
め、質問に解答できる。

6週 Unit 4 英文の内容を理解できる。Unit が扱う国について知識を深
め、質問に解答できる。

7週 Reading Activity on Middle East 英文の内容を理解できる。資料から知識を深め、質問に解
答できる。

8週 Reading Acticity on Japanese custom 資料から知識を深め、筆者の見解に対する自身の意見を表
現できる。

9週 Unit 5 英文の内容を理解でき、かつディクテーションができる。
語彙の確認や指示された英作文ができる。

10週 Unit 6 英文の内容を理解でき、かつディクテーションができる。
語彙の確認や指示された英作文ができる。

11週 復習、Writing Activity 学習した内容を復習し、テーマに沿って英文が書ける。

12週 Unit 7 英文の内容を理解でき、かつディクテーションができる。
語彙の確認や指示された英作文ができる。

13週 Read Aloud Presentation 与えられた英文で読み語りができる。

14週 Unit 8 学習した内容を復習し、テーマに沿って英文を書いて発表
することができる。

15週 Reading Activity on Halloween 英文の内容を理解できる。資料から知識を深め、質問に解
答できる。

16週 課題演習と作成中の課題の状況を報告 作成中の課題の状況を報告することができる。表現するこ
とができる。

後期
1週 Unit 9 英文の内容を理解でき、かつディクテーションができる。

語彙の確認や指示された英作文ができる。

2週 Unit 10 英文の内容を理解でき、かつディクテーションができる。
語彙の確認や指示された英作文ができる。



3週 Unit 11 英文の内容を理解でき、かつディクテーションができる。
語彙の確認や指示された英作文ができる。

4週 アメリカについての学びのまとめ、Writing &Presetation
Activity

学習した内容を復習し、テーマに沿って英文を書いて発表
することができる。

5週 Presetation Activity テーマに沿った課題の発表をすることができる。

6週 Unit 12 英文の内容を理解でき、かつディクテーションができる。
語彙の確認や指示された英作文ができる。

7週 Unit 13 英文の内容を理解でき、かつディクテーションができる。
語彙の確認や指示された英作文ができる。

8週 Presetation Activity 与えられた英文で語り読みができる。

9週 Unit 14 英文の内容を理解でき、かつディクテーションができる。
語彙の確認や指示された英作文ができる。

10週 Unit 15 英文の内容を理解でき、かつディクテーションができる。
語彙の確認や指示された英作文ができる。

11週 アフリカについての学びのまとめ、Writing &Presetation
Activity 与えられたテーマに沿って自分の考えを表現できる。

12週 Presetation Activity テーマに沿った課題の発表をすることができる。他者の発
表を評価することができる。

13週 Presetation Activity テーマに沿った課題の発表をすることができる。他者の発
表を評価することができる。

14週 Presetation Activity テーマに沿った課題の発表をすることができる。他者の発
表を評価することができる。

15週 総復習 培った能力を生かして積極的に様々な活動ができる。
16週

評価割合
課題小テスト 課題と発表 意欲と感心 合計

総合評価割合 40 50 10 100
基礎的能力 40 50 10 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 学外実習Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 2020-017 科目区分 専門 / 選択
授業形態 実験・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 5
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 永禮 哲生
到達目標
１．実習をとおして学問の実際的意義を説明できる。
２．技術者としての労働観・職業観を説明できる。
３．実習の目的、実習の成果などを事前レポート・実施報告書・報告会をとおして説明できる。
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
実習をとおして学問の実際的意義
を説明できる。

□実習をとおして学問の実践的意
義を具体的に説明できる．

□実習をとおして学問の実践的意
義を説明できる．

□実習をとおして学問の実践的意
義を説明できない．

技術者としての労働観・職業観を
説明できる。

□技術者としての労働観・職業観
を具体的に説明できる．

□技術者としての労働観・職業観
を説明できる．

□技術者としての労働観・職業観
を説明できない．

実習の目的、実習の成果などを事
前レポート・実施報告書・報告会
をとおして説明できる。

□実習の目的，実習の意義を，事
前レポート，実施報告書・報告会
をとおして具体的かつ明確に説明
できる．

□実習の目的，実習の意義を，事
前レポート，実施報告書・報告会
をとおして説明できる．

□実習の目的，実習の意義を説明
できない．

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 5
教育方法等

概要
長期休業中に、企業または研究機関等の受入先機関において実習を行い、生産現場や研究機関等における研究・開発・
生産などの活動を体験し、授業で修得した知識や技術がどのように利用・実用化されているかなどを理解する。また、
実務経験を通じて技術者としての労働観・職業観を育成する。

授業の進め方と授業内
容・方法 受入先機関における実習実施期間は1週間（30時間）程度とする。

注意点 評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
中間試験を授業時間内に実施することがあります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス(1) 教育目標・授業概要・評価方法等の説明
2週 ガイダンス(2) 受入先機関選定の方法
3週 事前研修(1) 応募書類の作成方法
4週 事前研修(2) 事前レポートの作成
5週 事前研修(3) 合同事前研修
6週 受入先機関での研修(1) 内容は受入先機関との協議により決定
7週 受入先機関での研修(2) 内容は受入先機関との協議により決定
8週 受入先機関での研修(3) 内容は受入先機関との協議により決定
9週 受入先機関での研修(4) 内容は受入先機関との協議により決定
10週 受入先機関での研修(5) 内容は受入先機関との協議により決定
11週 事後研修(1) 実施報告書作成
12週 事後研修(2) 実施報告書作成
13週 事後研修(3) プレゼンテーションの手法
14週 事後研修(4) プレゼンテーション資料作成
15週 事後研修(5) 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



評価割合
履歴書・エントリ
ーシート 事前レポート 開始・終了報告 報告書 報告会 合計

総合評価割合 10 25 10 25 30 100
評価割合 10 25 10 25 30 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 弾塑性力学
科目基礎情報
科目番号 2020-007 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 1
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 1
教科書/教材 プリントを配布する。　参考書：弾塑性力学の基礎　吉田総仁著　共立出版
担当教員 小林 隆志
到達目標
１．二次元物体内の応力とひずみの関係式を示し、その間に成り立つ関係や法則を説明できる。
２．数値解法である有限要素法の概略を説明できる。
３．材料の弾塑性特性と降伏条件を説明できる。
４．平行平板の圧縮を説明できる。
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
弾性体内部の応力，ひずみ及び変
位の間の関係について説明でき
，関係式を記述できる。

弾性体内部の応力，ひずみ及び変
位の間の関係について説明できる
。

弾性体内部の応力，ひずみ及び変
位の間の関係について説明できな
い。

評価項目2 弾性体の有限要素解析の特徴を詳
細に説明できる。

弾性体の有限要素解析の特徴を説
明できる。

弾性体の有限要素解析を説明でき
ない。

評価項目3
材料の弾塑性特性について説明で
き，降伏条件を適用して材料の降
伏を判断できる。剛塑性体の圧縮
解析方法を具体的に説明できる。

材料の弾塑性特性，降伏条件につ
いて説明できる。剛塑性体の圧縮
解析の考え方を説明できる。

材料の弾塑性特性，降伏条件につ
いて説明できない。剛塑性体の圧
縮解析を説明できない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 3
教育方法等

概要

機械や構造物を適切に設計するためには，想定される外力に対して十分な強さを有しているか，あるいは変形が許容量
以下であるかなどについて，あらかじめ推定できなくてはならない。弾性力学では，すでに学んだ材料力学を基礎とし
て，さらに物体内部の詳細な応力，ひずみ，変位に関する基礎式を学ぶ。安全な機械や構造物の設計の考え方・方法を
身につける。塑性力学では材料の弾塑性特性を理解し，材料が降伏するとき降伏条件，降伏時の構造物の挙動を理解す
る。

授業の進め方と授業内
容・方法

この科目は学修単位であるので，各週の授業範囲の予習により授業範囲の概略を理解し，授業における解説により理解
を深める。さらに，課題レポートにより理解をさらに深める。

注意点

１．この科目は学修単位であり，1単位あたり15時間の対面授業を実施します。併せて1単位あたり30時間の事前学習・
事後学習が必要となります。
２．中間試験を授業時間内に実施することがあります。
３．評価については，評価割合に従って行います。ただし，適宜再試や追加課題を課し，加点することがあります。
４．期末試験50%，小テスト20%，課題レポート30%で評価する。60点以上を合格とします。
５．9月15日改訂

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 授業ガイダンス
授業概要，学習・教育目標，スケジュール，評価方法と基
準等を理解する。
弾塑性力学の目的とその応用分野  ，弾塑性体の変形挙動
を説明できる。

2週 弾性力学１ 弾性力学の基礎方程式，応力の平衡方程式，ひずみ－変位
関係を説明できる。

3週 弾性力学２ 弾性力学の基礎方程式，応力－ひずみ関係を説明できる。
平面応力，平面ひずみを説明できる。

4週 弾性力学３ (小テスト）弾性力学の基礎に関する内容
弾性解析における有限要素法を理解し，説明できる。

5週 塑性力学１
真応力，真ひずみの特徴について理解し，降伏，加工硬化
を説明できる。塑性体積一定条件を説明できる。塑性ひず
み曲線を表すモデルの例を説明できる。

6週 塑性力学２

組合せ応力条件下での降伏条件（ミーゼスの降伏条件，ト
レスカの降伏条件）を説明でき，相当応力を用いて，組合
せ応力状態の物体が降伏するか否かを判断できる。弾完全
塑性はりの曲げにおける全断面塑性モーメントを説明でき
る。

7週 塑性力学３
平行平板の平面ひずみ圧縮を初等解析法により解くことが
できる。
軸対称の圧縮を初等解析法により解くことができる。

8週 まとめ 弾塑性力学で学んだ範囲を振り返り，理解の不十分な点を
把握できる。

9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

評価割合



試験 小テスト 課題レポート その他 合計
総合評価割合 50 20 30 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0
専門的能力 50 20 30 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 卒業研究
科目基礎情報
科目番号 2020-005 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 履修単位: 8
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 8
教科書/教材 指導教員により示される。
担当教員 新冨 雅仁,機械工学科 全教員
到達目標
１．背景・目的を説明し、明確に記述できる。
２．理論、実験、シミュレーションいずれかの方法を用いて研究の遂行ができる。
３．科学的な方法・手段によってデータを収集し、整理できる。(C2-3)
４．論旨が明確な文章を用いて説明できる。
５．口頭発表で研究内容を説明できる。(D1-3)
６．文献調査を行い、卒業論文に記述できる。(E2-3）
７．研究題目、キーワード、図表のキャプションを英語で記述できる。　　
８．自主的・継続的に研究をすすめることができる。
ルーブリック

未到達レベルの目安 最低限の到達レベルの目安
(可) 標準的な到達レベルの目安 理想的な到達レベルの目安

１．背景・目的を説明し、
明確に記述できる。

背景ならびに目的が記述で
きない。 目的を記述できる。 背景と目的が明確に記述で

きる。
目的が背景と関連付けて明
確に記述できる。

２．理論、実験、シミュレ
ーションいずれかの方法を
用いて研究の遂行ができる
。

理論、実験、シミュレーシ
ョンのいずれの方法を用い
ても研究の遂行ができない
。

理論、実験、シミュレーシ
ョンいずれかの方法を用い
て研究の遂行ができる。

理論、実験、シミュレーシ
ョンいずれかの方法を用い
て研究の遂行ができ、研究
成果を得ることができる。

理論、実験、シミュレーシ
ョンいずれかの方法を用い
て研究が遂行でき、得られ
た研究成果に対する考察が
できる。

３．科学的な方法・手段に
よってデータを収集し、整
理できる。(C2-3)

科学的な方法・手段によっ
てデータを収集できない。

科学的な方法・手段によっ
てデータを収集できる。

科学的な方法・手段によっ
てデータを収集でき、得ら
れたデータを図表を用いて
整理できる。

科学的な方法・手段を説明
したうえでデータを収集で
き、得られたデータを明快
な図表を用いて整理できる
。

４．論旨が理解できる文章
を用いて説明できる。

研究目的から結論までを文
章により説明できない。

研究目的から結論までを文
章により説明できる。

研究目的から結論までを論
旨が理解できる文章を用い
て説明できる。

研究目的から結論までを論
旨が明確に理解でき，誤字
脱字がない文章を用いて説
明できる。

５．口頭発表で研究内容を
説明できる。(D1-3)

発表会において、規定に従
った報告ができない。

発表会において、規定に従
った報告ができる。

発表会において、規定に従
った報告ができ、研究内容
を伝え、質疑の内容を理解
することができる。

発表会において、規定に従
った報告ができ、研究内容
を正確かつ理解しやすく伝
え、質疑応答を行うことが
できる。

６．文献調査を行い、卒業
論文に記述できる。(E2-
3）

文献調査の結果が卒業論文
に記述できていない。

文献調査を行い、卒業論文
に記述できる。

学術論文を含む文献の調査
を行い、卒業論文に記述で
きる。

複数の学術論文を含む文献
の調査を行い、卒業論文に
記述できる。

７．研究題目、キーワード
および図表のキャプション
を英語で記述できる。

研究題目、キーワードおよ
び図表のキャプションを英
語で記述できない。

研究題目、キーワードおよ
び図表のキャプションを英
語で記述できる。

誤字や脱字がなく、研究題
目、キーワードおよび図表
のキャプションを英語で記
述できる。

誤字や脱字がなく、適切な
専門用語を用いて研究題目
、キーワードおよび図表の
キャプションを英語で記述
できる。

８．自主的・継続的に研究
をすすめることができる。

報告書により、実施した内
容を報告できない。

報告書により、実施した内
容を報告できる。

報告書により、実施した内
容を報告でき、問題点など
を記述できる。

報告書により、実施した内
容を報告でき、問題点と次
回の予定等を記述できる。

学科の到達目標項目との関係
実践指針 （C2） 実践指針のレベル （C2-3） 実践指針 （D1） 実践指針のレベル （D1-3） 実践指針 （E2） 実践指針のレベル （E2-3） 【
本校学習・教育目標（本科のみ）】 1 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 2 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 3 【本校学習・教育目標
（本科のみ）】 4 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 5 【プログラム学習・教育目標 】 C 【プログラム学習・教育目標 】 D 【プログラム
学習・教育目標 】 E
教育方法等

概要

機械工学科5年間あるいは総合システム工学プログラム前半期における学習・教育のまとめとして、機械工学科の研究室
に所属して、担当教員の指導の下に研究に取り組む。研究テーマは、機械材料・材料力学、機械工作・生産工学、設計
工学・機械要素・トライボロジー、流体工学、熱工学、機械力学・制御、知能機械学・機械システムの分野から設定す
る。高専５年次までに修得する、あるいは総合システム工学プログラムが目標とする広範囲な知識と技術を基礎として
、新しい問題への取り組み方、自立的で継続的な問題解決の方法を修得するとともに、工学技術の社会的、産業的役割
を理解し、討論の方法を身に付け、成果について発表し、卒業論文としてまとめる。

授業の進め方と授業内
容・方法 各指導教員により，指示される．

注意点 1.評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス・研究室配属 シラバス、実施報告書の説明、機械工学科教員による研究
テーマ等の説明、研究室配属

2週 研究の背景・目的および意義の理解

論文検索システムの使用方法を学び，研究に関連する情報
を探し，獲得した情報を整理できる．
研究テーマに関連する幅広い知識を身に付けるとともに
，研究の背景・目的および社会的意義を把握することがで
きる．

3週 同上 同上
4週 同上 同上



5週 研究計画の立案および実施の準備

実験，理論計算，シミュレーションなどの計画・立案を行
うことができる．
教科書や論文などを調査し，解決手法を理解することがで
きる．
装置（ハードウェアおよびソフトウェア）の使用法を理解
し，安全かつ効率的な研究計画を立案できる．

6週 同上 同上
7週 同上 同上

8週 研究の実施および結果の整理

研究計画に基づき，実験・理論計算・シミュレーションな
どを実施できる．
結果を整理してまとめるとともに，異なった評価方法や他
者の研究によって得られた結果と比較し，新規性や整合性
を確認できる．

9週 同上 同上
10週 同上 同上
11週 同上 同上
12週 同上 同上
13週 同上 同上

14週 自律的・継続的な研究の遂行
修得した研究の方法論に則り，自立的かつ継続的に研究を
遂行できる．
成果の充実や問題点の解決，さらなる進展のための手段を
検討し，計画にフィードバックして研究を実施できる．

15週 同上 同上
16週

後期

1週 中間報告書の作成 指定された書式とページ数に従い，研究成果を整理して記
述できる．

2週 同上 同上
3週 中間報告書提出 中間報告書を完成させて提出できる．

4週 自律的・継続的な研究の遂行
修得した研究の方法論に則り，自立的かつ継続的に研究を
遂行できる．
成果の充実や問題点の解決，さらなる進展のための手段を
検討し，計画にフィードバックして研究を実施できる．

5週 同上 同上

6週 研究成果の見直しと考察

研究全体のまとめを検討しながら研究成果を見直し，必要
に応じてさらなる研究を実施できる．
成果に対する考察を行うことができる．
卒業論文の執筆要綱を読み，執筆の構想を行うことができ
る．

7週 同上 同上
8週 同上 同上
9週 同上 同上

10週 卒業論文の執筆およびプレゼンの準備
卒業論文の骨子を考え，論旨の組立てができる．図表とと
もに文章を作成できる．
研究成果発表のため，伝えるべき情報を精査し，プレゼン
テーション資料を準備できる．

11週 同上 同上
12週 同上 同上
13週 卒業論文提出 卒業論文を完成させて提出できる．
14週 卒業研究発表準備 プレゼンテーション資料作成と発表練習ができる．
15週 卒業研究発表会 発表規定に従い，研究内容を報告できる．
16週

評価割合
Ａ：中間報告書 Ｂ：卒業論文 C：卒業研究発表会 Ｄ：実施報告書 合計

総合評価割合 20 35 35 10 100
評価１． 5 5 0 0 10
評価２． 5 5 0 0 10
評価３． 5 10 0 0 15
評価４． 5 5 0 0 10
評価５． 0 0 35 0 35
評価６． 0 5 0 0 5
評価７． 0 5 0 0 5
評価８． 0 0 0 10 10



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 選択外国語（時事英語）
科目基礎情報
科目番号 2020-026 科目区分 一般 / 選択
授業形態 授業 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 John Urry and Jonas Larsen, The Tourist Gaze 3.0, Sage Publications, 2011.ジョン・アーリ／ヨーナス・ラース
ン（加太宏邦訳）『観光のまなざし〔増補改訂版〕』、法政大学出版局、2014年。担当者が用意するプリント資料。

担当教員 小田 昇平
到達目標
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んでいくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。
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
英語を文法的に正しく理解し、そ
の内容を把握して読んでいくこと
ができる。

英語を文法的にある程度理解し、
その内容を追いかけて読んでいく
ことができる。

英語を文法的に理解できず、その
内容もまた理解できない。

評価項目2 人文学・社会科学の学問手法をよ
く理解でき、実践できる。

人文学・社会科学の学問手法を理
解でき、実践できる。

人文学・社会科学の学問手法を理
解できず、また実践できない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 4
教育方法等

概要

時事英語：観光学演習

本科目は、英語テキストを演習形式で読み取っていく科目である。
英語の予習は当然として、その意味内容まで理解するための下調べが必須となる。
それなりの負荷があるかもしれないので、履修者はその覚悟を持って履修すること。

授業の進め方と授業内
容・方法

観光学における主要テキストである、
John Urry and Jonas Larsen, The Tourist Gaze 3.0, Sage Publications, 2011.
(ジョン・アーリ／ヨーナス・ラースン（加太宏邦訳）『観光のまなざし〔増補改訂版〕』、法政大学出版局、2014年。
)を輪読する。
観光学を研究するということは、人文社会科学系統の学際領域に足を踏み入れることに他ならない。
したがって、未だに触れたことのない考え方や、概念、人物等に出会うことになる。
労を厭わず未知のものを調べ、一歩一歩着実に理解を深めていく。

注意点

いわゆる「文系」の大学・大学院におけるゼミナール形式にて展開する。
したがって、積極的な参与が求められる。
わからないことをわからないままにせず、いろんな文献にあたること。
なお、受講生の興味関心に応じて、進度や内容が変更されることがある。

【履修を推奨できない方】
以下の方々は、評価外となります。
該当される方は、この講義を履修しないことを、強くお勧めいたします。

予習復習を含む勉強を「やらない」方（勉強が「できない」方では決してない）、
発言しない方、疑いを持たない方、考えない方、など。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス等　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

2週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

3週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

4週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

5週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

6週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

7週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

8週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

9週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

10週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。



11週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

12週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

13週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

14週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

15週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

16週 これまでのまとめ それまでの内容を理解できる。

後期

1週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

2週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

3週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

4週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

5週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

6週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

7週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

8週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

9週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

10週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

11週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

12週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

13週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

14週 講読
英語を文法的に正しく理解し、その内容を把握して読んで
いくことができる。
人文学・社会科学の学問手法を理解でき、実践できる。

15週 これまでのまとめ それまでの内容を理解できる。
16週

評価割合
意欲・関心 レポート試験 合計

総合評価割合 50 50 100
基礎的能力 50 50 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 現代物理学
科目基礎情報
科目番号 2020-016 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 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 プリント配布，参考書を初回に提示
担当教員 駒 佳明,住吉 光介,設楽 恭平
到達目標
相対性理論，量子力学など現代物理学の中心テーマの基礎を理解し，基礎的な物理量を計算できる。原子核と放射線に関する物理量を計算でき
る。自然に対する理解を深めるとともに現代物理学の工学的応用例を挙げることができる。
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
相対性理論と量子力学の基礎を理
解し，基礎的な物理量を計算でき
る。

相対性理論と量子力学の基礎を理
解している。

相対性理論と量子力学の基礎を理
解していない。

評価項目2 原子核と放射線に関する物理量を
計算できる。

原子核と放射線に関する物理量を
知っている。

原子核と放射線に関する物理量を
知らない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 2
教育方法等
概要 20世紀の科学，相対性理論と量子力学の基礎および原子核と放射線に対する理解を養う。
授業の進め方と授業内
容・方法 各回の講義のあとに内容をより理解するための課題を出す。

注意点 到達度確認テストと課題で評価し，評価点が60点に達した者を合格とする。評価については，評価割合に従って行う。
ただし，適宜再試や追加課題を課し，加点することがある。

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
2週 相対性理論 慣性系，光速度不変の原理を説明できる
3週 相対性理論 ローレンツ変換ができる
4週 相対性理論 質量とエネルギーの等価性について説明できる
5週 前期量子論 光の粒子性に基づく計算ができる（１）
6週 前期量子論 光の粒子性に基づく計算ができる（２）
7週 前期量子論 水素原子の計算ができる
8週 前期量子論 物質の波動性に基づく計算ができる

9週 量子力学 シュレーディンガー方程式と波動関数，確率解釈を説明で
きる

10週 量子力学 束縛問題，井戸型ポテンシャルの計算ができる
11週 量子力学 束縛問題，水素原子の計算ができる
12週 原子核と放射線 種類と性質，半減期の説明ができる
13週 原子核と放射線 核分裂，核融合の計算ができる
14週 演習（１） さまざまな計算ができる
15週 演習（２） さまざまな計算ができる
16週 到達度確認テスト

評価割合
到達度確認テスト
１ 課題 合計

総合評価割合 80 20 0 0 0 100
基礎的能力 80 20 0 0 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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 海外技術研修
科目基礎情報
科目番号 2020-019 科目区分 専門 / 選択
授業形態 実験・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 5
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 全教員 （海外研修）
到達目標
１．異なる文化や価値観を理解し、広い視野を持つことができる。
２．現地で関わる人々と英語などを用いてコミュニケーションができる。
３．海外での研修への参加を通じて、技術や知識をより高めるための取り組みができる。
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

１．異なる文化や価値観を理解し
、広い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を深く理解し
、より広い視野を持つことができ
る。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができない。

２．現地で関わる人々と英語など
を用いてコミュニケーションがで
きる。

現地で関わる人々と英語などを用
いて積極的にコミュニケーション
を取ることができる。

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができる
。

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができな
い。

３．海外での研修への参加を通じ
て、技術や知識をより高めるため
の取り組みができる。

海外での研修への参加を通じて、
技術や知識をより高めるため自ら
積極的に取り組むことができる。

海外での研修への参加を通じて、
技術や知識をより高めるための取
り組みができる。

海外での研修への参加を通じて、
技術や知識をより高めるための取
り組みができない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 4
教育方法等

概要
本科目の目的は、海外での研修体験を通じて、多面的に物事を考える能力やコミュニケーション能力を身につけること
である。研修日数は5日間以上とし、事前指導や事後報告会等の活動時間に加え、報告書作成等の自己学習時間も含めて
、45時間以上の実活動時間を必要とする。参加する研修の妥当性は教務委員会にて判断する。

授業の進め方と授業内
容・方法

研修の実施に当たっては、学級担任または指導教員と緊密に連絡を取り合い、研修期間中は研修生として相応しい態度
で取り組む必要がある。

注意点
1.試験や課題レポート等は、JABEE 、大学評価・学位授与機構、文部科学省の教育実施検査に使用することがあります
。
2.授業参観される教員は当該授業が行われる少なくとも1週間前に教科目担当教員へ連絡してください。

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・研修の概要把握、事前調査等
2週 以下、研修・作業等
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
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 以上、研修・作業等
15週 研修報告・研修報告書の提出または研修報告会の実施



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 0 100 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 100 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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 伝熱工学
科目基礎情報
科目番号 2020-009 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 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 伝熱学の基礎，吉田駿 著，理工学社
担当教員 新冨 雅仁
到達目標
1. 熱移動の三形態について理解し、説明できる。
2. 定常一次元の熱伝導について理解し、伝熱量などが計算できる。
3. 強制対流・自然対流熱伝達について理解し、伝熱量などが計算できる。
4. 放射伝熱について理解し、伝熱量などが計算できる。
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

１．熱移動の三形態について理解
し、説明できる。

□熱移動の三形態についての全般
を理解しており、ほぼ正しく説明
できる。

□熱移動の三形態についての基本
を理解しており、大きな誤りなく
説明できる。

□熱移動の三形態について理解し
ておらず、説明できない。

２．定常一次元の熱伝導について
理解し、伝熱量などが計算できる
。

□定常一次元の熱伝導についての
全般を理解しており、伝熱量など
をほぼ正しく計算できる。

□定常一次元の熱伝導についての
基本を理解しており、伝熱量など
を大きな誤りなく計算できる。

□定常一次元の熱伝導について理
解しておらず、伝熱量などが計算
できない。

３．強制対流・自然対流熱伝達に
ついて理解し、伝熱量などが計算
できる。

□強制対流・自然対流熱伝達につ
いての全般を理解しており、伝熱
量などをほぼ正しく計算できる。

□強制対流・自然対流熱伝達につ
いての基本を理解しており、伝熱
量などを大きな誤りなく計算でき
る。

□強制対流・自然対流熱伝達につ
いて理解しておらず、伝熱量など
が計算できない。

４．放射伝熱について理解し、伝
熱量などが計算できる。

□放射伝熱についての全般を理解
しており、伝熱量などをほぼ正し
く計算できる。

□放射伝熱についての基本を理解
しており、伝熱量などを大きな誤
りなく計算できる。

□放射伝熱について理解しておら
ず、伝熱量などが計算できない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 3
教育方法等

概要

伝熱工学は、熱移動の形態と移動速度を考えるもので、4年生で学んだ熱力学とともに、熱工学上の重要な分野である。
伝熱工学の歴史は比較的古く、19世紀初頭にフーリエにより熱伝導の研究が開始された。伝熱工学は、コンピュータ内
部のCPU冷却など非常に小さな部品の放熱の問題から地球温暖化という地球もしくは宇宙の規模に広がる問題まで、伝
熱工学がかかわる事象は多岐にわたっており、重要な役割を担っている。本講義では、熱伝導、対流熱伝達、放射伝熱
の熱移動の三形態について基本的な事項を学ぶ。

授業の進め方と授業内
容・方法 授業は講義を中心に、演習を混ぜつつ行う。適宜レポート課題を課すので、期限を守って提出すること。

注意点
1. 評価については，評価割合に沿って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
2. この科目は学修単位科目であり、1単位あたり15時間の対面授業を実施します。併せて1単位あたり30時間の事前学
習・事後学修が必要となります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス、熱移動の基本 熱移動の基本形態について説明できる。
2週 熱伝導（1） 熱伝導方程式について説明できる。

3週 熱伝導（2） 一次元定常熱伝導について理解し、フーリエの式を用いた
計算ができる。

4週 熱通過 熱通過について理解し、伝熱量などを計算できる。

5週 フィンの伝熱 フィンの効果について理解し、フィン効率や伝熱量などを
計算できる。

6週 対流熱伝達（1） 熱伝達率について理解し、これを支配する要因について説
明できる。

7週 対流熱伝達（2） 対流熱伝達の理論を理解し、関連する無次元数について説
明できる。

8週 対流熱伝達（3） 物体まわりの強制対流熱伝達における伝熱量などを計算で
きる。

9週 対流熱伝達（4） 管内強制対流熱伝達における伝熱量などを計算できる。
10週 対流熱伝達（5） 自然対流熱伝達における伝熱量などを計算できる。
11週 放射伝熱（1） プランクの法則とウィーンの変位則について説明できる。

12週 放射伝熱（2） ステファンボルツマンの法則を理解し、黒体面からの全放
射能を計算できる。

13週 放射伝熱（3） 灰色面について理解し、放射率・単色放射能・放射強度に
ついて説明できる。

14週 放射伝熱（4） 黒体面間の放射伝熱量を計算できる。
15週 放射伝熱（5） 灰色面間の放射伝熱量を計算できる。
16週

評価割合
試験 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 50 50 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 50 50 0 0 0 0 100



分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 振動工学
科目基礎情報
科目番号 2020-006 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 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
担当教員 村松 久巳
到達目標
　(1)１自由度系と２自由度系の振動では、ニュートンの運動の法則により運動方程式を立て、固有振動数を求めることができること
　(2)運動方程式を解き、得られた解から振動数応答曲線を描き、振動の状態を説明できること
  (3)エネルギーの観点から運動を解くことができ、特に多自由度系の振動では、 ラグランジュの方程式により、運動方程式を導くことができる
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
１自由度系と２自由度系の振動で
は、ニュートンの運動の法則によ
り運動方程式を立て、固有振動数
を求めることができる。

１自由度系と２自由度系の振動で
は、大きな誤りがなく、ニュート
ンの運動の法則により運動方程式
を立てることが理解できており、
固有振動数を求める方法が理解で
きる。

１自由度系と２自由度系の振動で
は、ニュートンの運動の法則によ
り運動方程式を立てることが理解
できない、固有振動数を求める方
法が理解できない。

評価項目2
運動方程式を解き、得られた解か
ら振動数応答曲線を描き、振動の
状態を説明できる。

運動方程式を解く方法が理解でき
、得られた解から大きな誤りがな
く、振動数応答曲線を描き、振動
の状態を説明できる。

運動方程式を解く方法が理解でき
ない、解から振動数応答曲線を描
き、振動の状態を説明できない。

評価項目3

エネルギーの観点から運動を解く
ことができ、特に多自由度系の振
動では、 ラグランジュの方程式に
より、運動方程式を導くことがで
きる。

エネルギーの観点から運動を解く
方法が理解でき、特に多自由度系
の振動では、 大きな誤りがなく、
ラグランジュの方程式により、運
動方程式を導く方法が理解できる
。

エネルギーの観点から運動を解く
方法が理解できない、特に多自由
度系の振動では、 ラグランジュの
方程式により、運動方程式を導く
方法が理解できない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 2
教育方法等

概要
　機械や構造物から生じる機械的な振動、流体関連振動、騒音などエンジニアが取り組む諸問題は多く存在する。
安全性の確保や公害の防止のために振動工学の理論と現象を正しく理解することにより、適切な対策の方法が得られる
。

授業の進め方と授業内
容・方法

　本講義は機械振動に関する基礎事項を学習する。１自由度系、２自由度系および多自由度系を、質量･ばね･減衰器に
よりモデル化してこれらの運動方程式を導く。この運動方程式を解くことにより、振動特性を理解する。

注意点
評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
この科目は学修単位科目であり、１単位あたり15（30）時間の対面授業を実施します。併せて１単位当たり30（15）時
間の事前学習・事後学習が必要となります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 教育目標・授業概要・評価方法等の説明、振動とその性質

2週 １自由度系の自由振動 減衰のない場合の自由振動、ばね定数を理解し解くことが
できる

3週 １自由度系の自由振動 振子の自由振動、エネルギー法を理解し解くことができる
　

4週 １自由度系の自由振動 減衰力、粘性減衰のある場合の自由振動を理解し解くこと
ができる　

5週 １自由度系の自由振動 粘性減衰のある場合の自由振動を理解し解くことができる
　

6週 １自由度系の自由振動 粘性減衰のある場合の自由振動　を理解し解くことができ
る

7週 １自由度系の強制振動 減衰のない場合の強制振動を理解し解くことができる
8週 １自由度系の強制振動 減衰のある場合の強制振動を理解し解くことができる　
9週 １自由度系の強制振動 減衰のある場合の強制振動を理解し解くことができる　
10週 １自由度系の強制振動 振動のエネルギーを理解し解くことができる
11週 １自由度系の強制振動 変位による強制振動を理解し解くことができる
12週 ２自由度系の振動 ２自由度系の自由振動を理解し解くことができる　

13週 ２自由度系の振動 ２自由度系の強制振動、動吸振器を理解し解くことができ
る

14週 多自由度系の振動 ラグランジュの方程式を理解し解くことができる　
15週 多自由度系の振動 ラグランジュの方程式を理解し解くことができる　
16週

評価割合
試験 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
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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 機械工学実験Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2020-002 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 履修単位: 3
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 テーマ毎の指導書をガイダンスで各自製本する．テーマ毎の実験装置を使用する．
担当教員 小林 隆志,村松 久巳,三谷 祐一朗,新冨 雅仁,前田 篤志,鈴木 尚人
到達目標
１．実験の成果を報告書としてまとめることができる．
２．ワープロ，表計算ソフト等を活用して資料を処理することができる．
３．実験を通して自然現象を観測し，現象の法則性を抽出することができる．
４．工学の基礎的な知識・技術を駆使して実験結果を解析し，目的に関連づけて工学的に考察することができる．
５．技術上の課題に対して有効な手法を提案できる．
６．実験の内容や結果について議論することができる．
７．工学技術に関する具体的な課題にチームで取り組む際，チーム内の自分の役割を把握して行動し，担当業務の進捗状況をメンバーに報告で
きる．(E1-3)
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

１．実験の成果を報告書としてま
とめることができる．

□報告書に目的，方法，結果，考
察，参考文献など必要な内容が十
分に網羅されており，期限内に提
出することができる．

□報告書に目的，方法，結果，考
察，参考文献など必要な内容が記
述されており，期限内に提出する
ことができる．

□報告書に目的，方法，結果，考
察，参考文献など必要な内容が記
述されていない．または期限内に
提出できない．

２．ワープロ，表計算ソフト等を
活用して資料を処理することがで
きる．

□ワープロ，表計算ソフト等を活
用して資料を正確に処理し，明快
な図表によって報告することがで
きる．

□ワープロ，表計算ソフト等を活
用して資料を処理し，図表によっ
て報告することができる．

□ワープロ，表計算ソフト等を活
用して資料を処理できない．

３．実験を通して自然現象を観測
し，現象の法則性を抽出すること
ができる．

□実験を通して自然現象を観測し
，現象の法則性を正確かつ詳細に
抽出することができる．

□実験を通して自然現象を観測し
，現象の法則性を抽出することが
できる．

□実験を通して自然現象を観測し
，現象の法則性を抽出することが
できない．

４．工学の基礎的な知識・技術を
駆使して実験結果を解析し，目的
に関連づけて工学的に考察するこ
とができる．

□工学の基礎的な知識・技術を駆
使して実験結果を正確に解析し
，目的と関連付けて工学的に考察
することができる．

□工学の基礎的な知識・技術を駆
使して実験結果を解析し，目的と
関連付けて工学的に考察すること
ができる．

□工学の基礎的な知識・技術を駆
使して実験結果を解析できず，目
的と関連付けて工学的に考察する
ことができない．

５．技術上の課題に対して有効な
手法を提案できる．

□技術上の課題に対して有効な手
法を具体的かつ詳細に提案できる
．

□技術上の課題に対して有効な手
法を具体的に提案できる．

□技術上の課題に対して有効な手
法を提案できない．

６．実験の内容や結果について議
論することができる．

□実験の内容について深く理解し
ており，メンバー全員で結果につ
いて定量的に議論することができ
る．

□実験の内容について理解してお
り，メンバー全員で結果について
定性的に議論することができる．

□実験の内容について理解してお
らず，議論することができない．

７．工学技術に関する具体的な課
題にチームで取り組む際、チーム
内の自分の役割を把握して行動し
、担当業務の進捗状況をメンバー
に報告できる。(E1-3)

□チーム内の自分の役割を把握し
て，積極的に行動できる．
□担当業務の進捗状況をメンバー
に報告でき，全体の進捗状況も把
握してチームとして行動できる．

□チーム内の自分の役割を把握し
て，行動できる．
□担当業務の進捗状況をメンバー
に報告できる．

□チーム内の自分の役割を把握で
きず，行動できない．
□担当業務の進捗状況をメンバー
に報告できない．

学科の到達目標項目との関係
実践指針 （E1） 実践指針のレベル （E1-3） 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 1 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 2 【本校学習・教
育目標（本科のみ）】 3 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 4 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 5 【プログラム学習・教育目標 】 E
教育方法等
概要 機械工学実験Ⅱは，学生自ら実験することにより，機械工学に関する基礎的な現象または諸特性を理解すること，加え

て実験技術や測定器の取り扱い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

本実験はクラスをグループに分け，複数の実験テーマを順に実施することにより，体験を通じて講義の内容をより深く
理解できる．コンピュータ解析，開発時の試作機の試験，実機の試験など，工学技術上，重要なデータ収集・分析技術
，技術的解決方法などを身につける．

注意点
1. 評価については、評価割合に沿って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
2. 振動工学，メカトロニクス，熱工学，計算力学のレポートおよびグループディスカッションで評価する．授業目標
７（E1-3）が標準基準（６割）以上で，かつ科目全体で６０点以上の場合に合格とする．評価基準については，成績評
価基準表による．

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
実験日程，班分け，実験場所等の連絡，注意事項，指導書
配布，実験報告書の書き方指導（グラフや図，表等）・安
全教育（安全性や禁止事項）

2週 医療福祉工学(1) 内視鏡の原理，ＲＧＢ色情報，画像解析の実験を行い，実
験準備，実験装置の操作が出来る．

3週 医療福祉工学(2) 内視鏡に関する調査を行い，硬性鏡と現代の内視鏡とを比
較して説明出来る．

4週 医療福祉工学(3)
カラーカメラ，ＲＧＢ３色のフィルターを用いた撮影，画
像合成及び画像処理の実験を行い，実験準備，実験装置の
操作が出来る．

5週 医療福祉工学(4) 色情報，画像合成及び画像処理に関する調査を行い，色の
３属性や画像処理方法について説明出来る．

6週 医療福祉工学(5) 実験報告書の作成ができる．
7週 医療福祉工学(6) 提出した実験報告書の指導を受け，不備を修正できる．

8週 医療福祉工学(7) グループディスカッションを行い，実験に関する専門的な
事柄について討論できる．



9週 メカトロニクス(1) 片持梁における振動の能動制御実験を行い，周波数特性デ
ータを取得して考察することができる．

10週 メカトロニクス(2) RC回路におけるPID制御実験を行い，時間応答のデータを
取得して考察することができる．

11週 メカトロニクス(3) 油空圧工学基礎実験を行い，実験準備，実験装置の操作が
できる．

12週 メカトロニクス(4) 渦巻きポンプの性能試験実験を行い，実験準備，実験装置
の操作ができる．

13週 メカトロニクス(5) 提出した実験報告書の指導を受け，不備を修正できる．
14週 メカトロニクス(6) 実験報告書の作成ができる．

15週 メカトロニクス(7) グループディスカッションを行い，実験に関する専門的な
事柄について討論できる．

16週

後期

1週 熱工学(1) 二重管式熱交換器の設計および性能試験（熱交換器の基礎
）を行い，実験準備，実験装置の操作ができる．

2週 熱工学(2) 二重管式熱交換器の設計および性能試験（並流式熱交換器
の性能）を行い，実験準備，実験装置の操作ができる．

3週 熱工学(3) 二重管式熱交換器の設計および性能試験（向流式熱交換器
の性能）を行い，実験準備，実験装置の操作ができる．

4週 熱工学(4) 二重管式熱交換器の設計および性能試験（熱交換器の設計
）を行い，実験準備，実験装置の操作ができる．

5週 熱工学(5) 実験報告書の作成ができる．
6週 熱工学(6) 提出した実験報告書の指導を受け，不備を修正できる．

7週 熱工学(7) グループディスカッションを行い，実験に関する専門的な
事柄について討論できる．

8週 計算力学(1) 有限要素解析（両端支持はりの解析）を行い，解析ソフト
ウェアを用いた解析ができる．

9週 計算力学(2) 有限要素解析（光弾性実験による結果との比較）を行い
，解析結果の評価ができる．

10週 計算力学(3) ３次元ＣＡＤ演習（各種形状部品の作図およびアセンブリ
）を行い，3D-CADソフトウェアの操作ができる．

11週 計算力学(4) ３次元有限要素解析（形状変更の影響の検討・考察）を行
い，解析ソフトウェアの応用ができる．

12週 計算力学(5) 実験報告書の作成ができる．
13週 計算力学(6) 提出した実験報告書の指導を受け，不備を修正できる．

14週 計算力学(7) グループディスカッションを行い，実験に関する専門的な
事柄について討論できる．

15週 まとめ 実験の総括を行う．
16週

評価割合
試験 課題レポート グループディス

カッション 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 90 10 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 90 10 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 （学際科目）医療計測学
科目基礎情報
科目番号 2020-033 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 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 ＭＥの基礎知識と安全管理　改訂第６版　日本生体医工学会ＭＥ技術教育委員会監修　南江堂
担当教員 鈴木 尚人
到達目標
１．生体計測の基礎を理解し，説明が出来る．
２．生体計測装置に用いられている計測手法・原理を理解し，説明出来る．主要な特性計算が出来る．
３．生体計測装置の操作方法，メンテナンス法を理解し，説明出来る．
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
１．生体計測の基礎を理解し，説
明が出来る．

生体計測の基礎を完全に理解し
，説明が出来る．

生体計測の基礎を理解し，説明が
出来る．

生体計測の基礎を理解し，説明が
出来ない．

２．生体計測装置に用いられてい
る計測手法・原理を理解し，説明
出来る．

生体計測装置に用いられている計
測手法・原理を完全に理解し，説
明出来る．

生体計測装置に用いられている計
測手法・原理を理解し，説明出来
る．

生体計測装置に用いられている計
測手法・原理を理解し，説明出来
ない．

３．生体計測装置の操作方法，メ
ンテナンス法を理解し，説明出来
る．

生体計測装置の操作方法，メンテ
ナンス法を完全に理解し，説明出
来る．

生体計測装置の操作方法，メンテ
ナンス法を理解し，説明出来る．

生体計測装置の操作方法，メンテ
ナンス法を理解し，説明出来ない
．

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 3
教育方法等

概要
生体情報の計測および解析に関する技術は，検査機器のみならず，治療機器，機能代行機器を運用する上でも基本とな
る．本講義は医用工学基礎Ⅰ及びⅡで概要を学習した生体計測装置をより深く理解させることを目的とする．また，生
体計測装置の適切な操作と保守管理が出来るように，生体計測の基礎，生体計測装置の構造および測定原理について学
習する．さらに，臨床工学技士の国家試験問題を使用し，演習を行う．

授業の進め方と授業内
容・方法

本講義は生体計測装置である血圧計，血流計，呼吸計測装置，心電図，脳波計，筋電計，超音波診断装置，画像診断機
器，内視鏡装置に用いられた原理，装置構成，操作方法，メンテナンス方法等を学習する．特に各生体計測装置の原理
に用いられている生体計測の手法を学習する．また，授業終了時に小テストを実施し，臨床工学技士の国家試験問題を
解き，生体計測装置を深く理解する．

注意点

１．試験や課題レポート等は，JABEE ，大学評価・学位授与機構，文部科学省の教育実施検査に使用することがありま
す．
２．授業参観される教員は当該授業が行われる少なくとも1週間前に教科目担当教員へ連絡してください．
３．中間・期末試験の平均を７０％，授業終了時の小テストを３０％の重みとして評価する．科目全体で６０点以上の
場合に合格とする．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 生体計測の基礎 生体計測の基礎を理解し，説明出来る．

2週
血圧計
①血圧測定の原理（直説法，間接法，コロトコフ音）
②観血式血圧計（装置構成，血圧トランスデューサの滅菌
，ドーム内の気泡抜き，保守点検）

血圧測定の原理，観血式血圧計を理解し，説明出来る．

3週 ③非観血式血圧計（装置構成，マノメータ，聴診法による
血圧測定法，聴診間隙，保守点検） 非観血式血圧計を理解し，説明出来る．

4週
血流計
①心拍出量計（指示薬希釈法，色素希釈法，熱希釈法
（BCO法），スワンガンツカテーテル，計測方法）

心拍出量計を理解し，説明出来る．

5週
①心拍出量計（熱希釈法(CCO法)，サーマルコイル，ラジ
オアイソトープ希釈法，超音波法）
②血流計（超音波，プローブ，超音波ドプラ，レーザード
プラ，電磁）

心拍出量計と血流計を理解し，説明出来る．

6週
呼吸計測装置
①呼吸計測装置（原理，肺気量，装置構成，気速計）
②呼気ガス分析装置（原理，装置構成）

呼吸計測装置，呼気ガス分析装置を理解し，説明出来る．

7週
③血液ガス測定装置（原理，pH電極，二酸化炭素電極，酸
素電極）
④パルスオキシメータ（原理，吸光度，酸素飽和度）

血液ガス測定装置，パルスオキシメータを理解し，説明出
来る．

8週

心電計
①心電計（双極肢誘導，単極肢誘導，単極胸部誘導，心電
図波形，装置性能）
②医用テレメータ（医用モニタ，送信器，ノイズ，周波数
）

心電計と医用テレメータを理解し，説明出来る．

9週 脳波計
（針電極，皿電極，波形の種類，脳波導出法） 脳波計を理解し，説明出来る．

10週
筋電計
（針電極，皿電極，随意筋と不随意筋，筋電図波形，装置
仕様）

筋電計を理解し，説明出来る．

11週
超音波診断装置
（音源，超音波特性，透過法，反射法，画像のモード
（A，B，M），プローブ形状，ドプラ法（連続波，パルス
，カラー））

超音波診断装置を理解し，説明出来る．



12週
画像診断機器
①X線CT（原理，CT値，スキャン方式（単一，ヘリカル
））
②SPECT（放射線（α，β，γ），原理，装置構成，画像）

X線CT，SPECTを理解し，説明出来る．

13週 ③ＭＲＩ（原理，装置構成，T1・T2強彫像）
④PET（原理，画像例） ＭＲＩ，PETを理解し，説明出来る．

14週
内視鏡装置
（原理，装置構成，胃炎，ピロリ菌，処置具，消毒・洗浄
方法）

内視鏡装置を理解し，説明出来る．

15週 まとめ まとめ，アンケート実施
16週

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 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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 学校行事Ⅴ
科目基礎情報
科目番号 0119 科目区分 一般 / 集中
授業形態 単位の種別と単位数 履修単位: 0
開設学科 機械工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 0
教科書/教材
担当教員 教務主事
到達目標
1.　技術と自然や社会との関りや技術が関わる社会問題に関する具体的事例について，技術者の社会的責任を工学倫理の原則に基づき説明でき
る能力を養う．
2.　工学技術に関する具体的課題にチームで取り組む際，チームでの自分の役割を把握して行動し，活動の進捗状況をメンバーに報告できる能
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
技術と自然や社会との関りや技術
が関わる社会問題に関する具体的
事例について，技術者の社会的責
任を工学倫理の原則に基づき説明
できる．

技術と自然や社会との関りや技術
が関わる社会問題に関する具体的
事例について，技術者の社会的責
任を工学倫理の原則に基づき説明
できる．

技術と自然や社会との関りや技術
が関わる社会問題に関する具体的
事例について挙げることができる
．

技術と自然や社会との関りや技術
が関わる社会問題に関する具体的
事例について挙げることができな
い．

工学技術に関する具体的課題にチ
ームで取り組む際，チームでの自
分の役割を把握して行動し，活動
の進捗状況をメンバーに報告でき
る．

工学技術に関する具体的課題にチ
ームで取り組む際，チームでの自
分の役割を把握して行動し，活動
の進捗状況をメンバーに報告でき
る．

工学技術に関する具体的課題にチ
ームで取り組む際，チームでの自
分の役割を把握して行動できる．

工学技術に関する具体的課題にチ
ームで取り組む際，チームでの自
分の役割を把握して行動できない
．

学科の到達目標項目との関係
教育方法等

概要
本校の教育目的は，１．豊かな人間性を備え，２．社会の要請に応じて工学技術の専門性を創造的に活用できる技術者
の育成を行い，３．もって地域の文化と産業の進展に寄与することである．この目的を実現するために，授業計画に示
す活動を通して技術者の社会的役割と責任を自覚する態度と実践的技術者として計画的に自己研鑽を継続する姿勢を身
につける．

授業の進め方と授業内
容・方法

授業内容：学校が定めた学校行事計画に従う．活動の指導及び出欠席の管理は原則担任とする．
実施場所：ホームルーム（HR）を原則とする．授業内容により実施場所がHRでない場合，学級担任の指示に従う．
評価方法：学校行事への参加（出席）の条件を満たすことにより合格とする．

注意点 授業内容・方法のカッコ内の数字は時間数を示す．
卒業式は卒業要件となる時間数にカウントしない．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 始業式・対面式（2）

周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとること
ができる。
チームで協調・共同することの意義・効果を認識している
。
チームで協調・共同するために自身の感情をコントロール
し、他者の意見を尊重するためのコミュニケーションをと
ることができる。
他者のおかれている状況に配慮した行動がとれる。

2週 防災訓練　（高専大会壮行会と併せて １） 説明責任、製造物責任、リスクマネジメントなど、技術者
の行動に関する基本的な責任事項を説明できる。

3週 高専大会壮行会
円滑なコミュニケーションのための態度をとることができ
る(相づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。
チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。

4週 スポーツ大会（4）

周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとること
ができる。
自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができ
る。
チームで協調・共同することの意義・効果を認識している
。
チームで協調・共同するために自身の感情をコントロール
し、他者の意見を尊重するためのコミュニケーションをと
ることができる。
当事者意識をもってチームでの作業・研究を進めることが
できる。
チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。
リーダーがとるべき行動や役割をあげることができる。
適切な方向性に沿った協調行動を促すことができる。
リーダーシップを発揮する(させる)ためには情報収集やチ
ーム内での相談が必要であることを知っている

5週 CBT
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 体育祭（7）

周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとること
ができる。
自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができ
る。
チームで協調・共同することの意義・効果を認識している
。
チームで協調・共同するために自身の感情をコントロール
し、他者の意見を尊重するためのコミュニケーションをと
ることができる。
当事者意識をもってチームでの作業・研究を進めることが
できる。
チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。
リーダーがとるべき行動や役割をあげることができる。
適切な方向性に沿った協調行動を促すことができる。
リーダーシップを発揮する(させる)ためには情報収集やチ
ーム内での相談が必要であることを知っている

2週 高専祭（21）

他者の意見を聞き合意形成することができる。
合意形成のために会話を成立させることができる。
周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとること
ができる。
自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができ
る。

3週 終業式（学年末）（1）

周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとること
ができる。
チームで協調・共同することの意義・効果を認識している
。
チームで協調・共同するために自身の感情をコントロール
し、他者の意見を尊重するためのコミュニケーションをと
ることができる。
他者のおかれている状況に配慮した行動がとれる。

4週 卒業式（0）
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 0 0 0
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 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 （学際科目）エネルギー応用
Ⅰ

科目基礎情報
科目番号 2020-029 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 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 電気応用（１）（新編　電気工学講座（２１）　深尾保、他、コロナ社
担当教員 高野 明夫
到達目標
１．照明の基礎事項について説明できる。
２．照明に関する計算（配光・光度及び光束、照度など）ができる。
３．電熱に関する一般事項が説明できる。
４．電熱に関する計算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
１．照明の基礎事項について説明
できる。

照明の基礎事項について分かり易
く説明できる。

照明の基礎事項について説明でき
る。

照明の基礎事項について説明でき
ない。

２．照明に関する計算（配光・光
度及び光束、照度など）ができる
。

照明に関する計算（配光・光度及
び光束、照度など）問題を８割以
上全て解くことができる。

照明に関する計算（配光・光度及
び光束、照度など）を６割以上解
くことができる。

照明に関する計算（配光・光度及
び光束、照度など）ができない。

３．電熱に関する一般事項が説明
できる。

電熱に関する一般事項を分かり易
く説明できる。

電熱に関する一般事項が説明でき
る。

電熱に関する一般事項が説明でき
ない。

４．電熱に関する計算問題を解く
ことができる。

電熱に関する計算問題を８割以上
解くことができる。

電熱に関する計算問題を６割以上
解くことができる。

電熱に関する計算問題を解くこと
ができない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 3
教育方法等

概要

電気エネルギーは我々の生活に欠かすことのできないエネルギー媒体である。かつて3種の神器と呼ばれたテレビ、冷蔵
庫、洗濯機は全て電気製品であり、近年にはこれにエアーコンディショナーが加わり、さらにはオール電化住宅まで登
場している。照明分野においても、人類は長い間火を利用してきたが、電気によるアーク灯、白熱電球、蛍光灯、
ＬＥＤへと進歩してきている。ＬＥＤの利用などは歴史的には最近の事であり、照明分野の進歩は極めて著しい。家庭
分野だけでなく産業分野においては、電気を応用した電気溶接は重要な位置を占めており、多くの工業製品の製造過程
に用いられている。本講義では、照明工学と電熱工学に範囲を絞り、これらの分野に電気エネルギーがどのような仕組
みで応用されているのかを学ぶ。

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は講義を中心に行うが、演習問題も実施する。適宜宿題を課すので、課された場合は指定期日までに提出すること
。

注意点 1.６０点以上の場合に合格とする。評価基準については、成績評価基準表（ルーブリック）による。
2.評価については,評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス、照明工学 教育目標・授業概要・評価方法等について知る。照明の基
礎事項を説明できる。

2週 照明工学 放射・視感度、温度放射、ルミネセンス、効率について説
明できる。

3週 照明工学 拘束、光度、照度、光束発散度、輝度、反射率・透過率・
吸収率について説明できる。

4週 照明工学 電球、放電灯について説明できる。
5週 照明工学 測光について説明できる。
6週 照明工学 配光、光度、光束および照度の計算ができる。
7週 照明工学 照度設計ができる。
8週 電熱工学 温度と熱量の単位について説明できる。
9週 電熱工学 熱の移動について説明できる。

10週 電熱工学 発熱体、耐火材料と保温材料、家庭電熱について説明でき
る。

11週 電熱工学 電気炉に関する計算ができる。
12週 電熱工学 電気乾燥機について説明できる。
13週 電熱工学 電気溶接について説明できる。
14週 電熱工学 電気冷凍について説明できる。
15週 電熱工学 電熱に関する計算問題が解ける。
16週

評価割合
学習シート 試験 合計

総合評価割合 40 60 100
１．照明の基礎事項について説明
できる。 10 15 25

２．照明に関する計算（配光・光
度及び光束、照度など）ができる
。

10 15 25

３．電熱に関する一般事項が説明
できる。 10 15 25



４．電熱に関する計算問題を解く
ことができる。 10 15 25



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 工業英語Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2020-003 科目区分 専門 / 必修
授業形態 授業 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 機械系の工業英語 (機械系教科書シリーズ)、牧野・生水著、コロナ社（工業英語Ⅰで使用したのもの）、あるいは各教
員から配布されるプリント

担当教員 鈴木 尚人,村松 久巳,井上 聡
到達目標
１．英語で記述されている複数の機械工学の文章を和訳できる。
２．機械工学に用いる専門用語をキーワードとして選ぶことができ、アブストラクトの重要性を理解することができる。
３．科学技術文献データベースから研究論文等を検索することができ、得られた情報を理解することができる。
４．海外で活躍する技術者の活動と異文化の理解ができる。
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
英語で記述されている複数の機械
工学の文章を和訳できる。

英語で記述されている複数の機械
工学の文章を正確に和訳できる。

英語で記述されている複数の機械
工学の文章を大きな誤りなく和訳
できる。

英語で記述されている機械工学の
文章を和訳できない。

評価項目2
機械工学に用いる専門用語をキー
ワードとして選ぶことができ、ア
ブストラクトの重要性を理解する
ことができる。

機械工学に用いる専門用語をキー
ワードとして正確に選ぶことがで
き、アブストラクトの重要性を理
解することができる。

機械工学に用いる専門用語をキー
ワードとして選ぶことができ、ア
ブストラクトの重要性を理解する
ことができる。

機械工学に用いる専門用語をキー
ワードとして選ぶことができず、
アブストラクトの重要性を理解す
ることができない。

評価項目3
科学技術文献データベースから研
究論文等を検索することができ、
得られた情報を理解することがで
きる。

科学技術文献データベースから研
究論文等を検索することができ、
得られた情報を正確に理解するこ
とができる。

科学技術文献データベースから研
究論文等を検索することができ、
得られた情報を理解することがで
きる。

科学技術文献データベースから研
究論文等を検索することができず
、得られた情報を理解することが
できない。

評価項目4
海外で活躍する技術者の活動と異
文化の理解ができる。

海外で活躍する技術者の活動と異
文化の理解が深くできる。

海外で活躍する技術者の活動と異
文化の理解ができる。

海外で活躍する技術者の活動と異
文化の理解ができない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 4
教育方法等

概要
近年、企業活動のグローバルな活動によって，技術者が海外で業務に従事することや，諸外国の技術者と共同で業務を
遂行することがある。このため技術系の英語力を身に付けて，英語文書の読解・作成の能力が技術者に求められている
。

授業の進め方と授業内
容・方法

本講義では，英語文書の読解能力を向上することを目標としている。具体的には機械工学分野の専門用語を修得して
，工学分野の英文テキストを読むことができること，また科学技術文献データベースを検索し，内容を理解できること
を目指す。

注意点 １．評価については、評価割合に従って行ないます。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス
海外で活躍する技術者

教育目標・授業概要・評価方法等の説明。
海外で活躍する技術者の活動を知り、異文化を理解するこ
とができる。

2週 金属材料学 教科書「機械系の工業英語」【34】鋼の製法を理解し説明
できる

3週 金属材料学 教科書「機械系の工業英語」【35】炭素鋼の平衡状態図を
理解し説明できる　

4週 金属材料学 Modern Materials Science（Mg合金）を理解しレポート
にまとめることができる

5週 金属材料学 Modern Materials Science（Mg合金）を理解しレポート
にまとめることができる

6週 文献・キーワード検索、執筆者要項
科学技術文献データベースの利用、論文題目とキーワード
、アブストラクト
教科書「機械系の工業英語」【68】執筆者要項を理解し説
明できる

7週 流体工学 教科書「機械系の工業英語」【45】ベルヌーイの定理を理
解し説明できる

8週 流体工学 教科書「機械系の工業英語」【46】レイノルズ数を理解し
説明できる

9週 機械力学 教科書「機械系の工業英語」【47】振動と自由度を理解し
説明できる

10週 CAD 教科書「機械系の工業英語」【32】コンピュータ支援設計
を理解し説明できる

11週 設計工学 教科書「機械系の工業英語」【52】機械と構造物用の継手
を理解し説明できる

12週 設計工学 教科書「機械系の工業英語」【53】軸継手を理解し説明で
きる

13週 計算力学 教科書「機械系の工業英語」【54】ＦＥＭ（有限要素法
）を理解し説明できる

14週 製図 教科書「機械系の工業英語」【31】製図の規則を理解し説
明できる



15週 医用工学 da Vinci（医療ロボット）に関する英語の文献を読み，内
容をレポートにまとめることが出来る

16週
評価割合

試験 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 54 46 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 54 46 0 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0


