
沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 海外語学研修
科目基礎情報
科目番号 2018-213 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 電気電子工学科 対象学年 3
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 平成30年度 (2018年度) 授業科目 総合英語ＡⅢ
科目基礎情報
科目番号 2018-211 科目区分 一般 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 4
教科書/教材 Science for Everyone，Engage
担当教員 西口 美津子
到達目標
教材の記事を読んで必要な情報を読み取ったり概要を把握でき、その内容を英語あるいは日本語で解説できる。YL1.5 程度までの難易度の教材
をWPH100以上の速度で読んで内容を７割以上理解できる。年間１０万語の多読を目標に自律的に英語を読む習慣を身につけることができる。
英語で書かれた本について300語程度の書評を書くことができ、それら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
できる。TOEIC350点以上を取る英語力を身につける。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　
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 基本的語彙、語法、文構造を習得
して、文章を正確に理解できる。

基本的語彙、語法、文構造を習得
して、文章を概ね理解できる。

基本的語彙、語法、文構造を習得
できず、文章を理解することがで
きない。

評価項目2
英語多読図書を英文の論理展開を
正確に理解した上で、書評を
300語程度の英語で書ける。

英語多読図書を英文の論理展開を
理解した上で、書評を300語程度
の英語で書ける。

英語多読図書を英文の論理展開を
理解できず、書評を300語程度の
英語で書くことができない。

評価項目3
書評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。

書評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。

書評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

2年次までに修得した知識や技術を土台に英文の読解力や文法力、作文力、発信力を高める。
英語のインプット量を増やすために、教科書教材に加え、週に１時限を目安に英語多読多聴活動を授業内に行うととも
に自律的な英語学習の姿勢を身につけるために、授業外の多読活動も適宜課していく。
蓄えたインプットを発信能力に繋げる活動として英語での書評活動を行う。活動には会話や発音練習等を定期的に取り
入れる。

授業の進め方と授業内
容・方法

教科書を用いて精読、音読、音読筆写を行う。
２年次までに学習した英語Wの復習に『Engage』を用いて定期的に小テストを実施する。
英文書評の原稿作成とその添削、音読練習などをグループ学習形態で行う。
教材で扱われた文法を使った英作文練習を適宜行う。

注意点
英語は知識の習得であり、また技能訓練が必要な科目であるので、授業ではペアやグループで英語を使う活動を取り入
れる。そこでは他者と協力して積極的に活動する姿勢が求められる。使用教材は同じであるが、授業担当者が複数名い
るため、状況（クラス毎の習熟度や、学習意欲・態度の差、授業担当者の授業方針等）によって進度やテスト範囲、課
題が異なる場合がある。各授業担当者から指示を受けること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
１回目 ガイダンス、課題試験、　　
２回目　Chapter 1　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

教材の論文記事の概要を把握して必要な情報を読み取るこ
とができる。

2週
１回目　Chapter 1　　　　　　　　　　　
２回目　Chapter 1、多読　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

Comprehension Check, Summary Writing, Grammar
Review & Exercises, Listening Practice ができる

3週
１回目　Chapter 2　　　　　　　　　　
２回目Chapter 2、多読　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

Comprehension Check, Summary Writing, Grammar
Review & Exercises, Listening Practice ができる

4週
１回目　Chapter 2　　　　　　　　　　
２回目　Chapter 3、多読　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

第３週の内容を確認することができる　　　　　　　
教材の論文記事を理解できる

5週
１回目　Chapter 3　　　　　　　　　　　
２回目　Chapter 3、多読　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

Comprehension Check, Summary Writing, Grammar
Review & Exercises, Listening Practice ができる

6週
１回目　Chapter ４　　　　　　　　　　　
２回目　Chapter ４、多読　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

Comprehension Check, Summary Writing, Grammar
Review & Exercises, Listening Practice ができる

7週
１回目　Chapter ４　　　　　　　　　　　
２回目　Chapter 5、多読　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

第６週の内容を確認することができる　　　　　　　
教材の論文記事を理解できる

8週
１回目　Chapter 5　　　　　　　　　　　
２回目　Chapter 5、多読　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

Comprehension Check, Summary Writing, Grammar
Review & Exercises, Listening Practice ができる

9週
１回目　Chapter ６　　　　　　　　　　　
２回目　Writing Activity、多読　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

教材の論文記事が理解できる　　
高等学校学習指導要領に準じた文法や文構造を習得したう
えでそれらを適切に運用してテーマに沿って英文が書ける
　　　　　　　

10週
１回目　Chapter ６　　　　　　　　　　　
２回目　Writing Activity、多読　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

第９週の内容を確認することができる　　　　　　
テーマに沿って英文が書ける　　　　　　

11週
１回目　Chapter ６　　　　　　　　　　　
２回目　Writing Activity、多読　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

Comprehension Check, Summary Writing, Grammar
Review & Exercises, Listening Practice ができる



12週
１回目　Chapter 7　　　　　　　　　　　
２回目　Writing Activity、多読　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

教材の論文記事を理解できる　　　　　　　　　　　
テーマに沿って英文が書ける

13週
１回目　Chapter 7　　　　　　　　　　　
２回目　Writing Activity　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

教材の論文記事を理解できる　　　　　　　　　　　
テーマに沿って英文が書ける

14週
１回目　Chapter 7　　　　　　　　　　　
２回目　Writing Activity　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

Comprehension Check, Summary Writing, Grammar
Review & Exercises, Listening Practice ができる　　
テーマに沿って英文が書ける

15週
１回目　Review　　　　　　　　　　　　
２回目　Group Activity on  Book Review 　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

前期の内容を復習することができる　　　　　　　　
英文をグループ内で評価し合うことができる

16週
評価割合

試験 課題（英作文発表含む
） 課題テスト 意欲と関心 合計

総合評価割合 70 20 5 5 100
基礎的能力 70 20 5 5 100
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 平成30年度 (2018年度) 授業科目 （学際科目）材料科学基礎Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 2018-218 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 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 基礎 材料学　小林政信ら著（コロナ社）
担当教員 新井 貴司
到達目標
以下の5つの項目について修得する。
１．原子モデル(ボーアモデル・量子力学モデル)について説明ができる。　
２．電子軌道・電子配置について説明できる。　　
３．種々の化学結合の違いについて、分子軌道から説明できる。　　
４．結晶系・ブラベ格子について具体例を挙げて説明できる。　　　
５．共有結合結晶・イオン結晶・金属結晶について具体例を挙げて説明できる。
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
１．原子モデル(ボーアモデル・量
子力学モデル)について説明ができ
る。　

☐原子モデル(ボーアモデル・量子
力学モデル)について理論的に説明
ができる。　

☐原子モデル(ボーアモデル・量子
力学モデル)について説明ができる
。　

☐原子モデル(ボーアモデル・量子
力学モデル)について説明ができな
い。　

２．電子軌道・電子配置について
説明できる。

☐電子軌道・電子配置について具
体例を挙げて詳細に説明できる。

☐電子軌道・電子配置について説
明できる。

☐電子軌道・電子配置について説
明できない。

３．種々の化学結合の違いについ
て、分子軌道から説明できる。　

☐種々の化学結合の違いについて
、分子軌道から理論的に説明でき
る。　

☐種々の化学結合の違いについて
、分子軌道から説明できる。　

☐種々の化学結合の違いについて
、分子軌道から説明できない。　

４．結晶系・ブラベ格子について
具体例を挙げて説明できる。　

☐結晶系・ブラベ格子について複
数の具体例を挙げて説明できる。
　

☐結晶系・ブラベ格子について具
体例を挙げて説明できる。　

☐結晶系・ブラベ格子について具
体例を挙げて説明できない。　

５．共有結合結晶・イオン結晶・
金属結晶について具体例を挙げて
説明できる。

☐共有結合結晶・イオン結晶・金
属結晶について複数の具体例を挙
げて説明できる。

☐共有結合結晶・イオン結晶・金
属結晶について具体例を挙げて説
明できる。

☐共有結合結晶・イオン結晶・金
属結晶について具体例を挙げて説
明できない。

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

概要
材料科学の基本となる概念は、その物質を構成する原子と原子の結びつきであり、化学結合である。原子、分子の性質
を出発点として、物質の微視的な構造を理解し、それが物質の最終的な性質にどのように関連付けられているかを学ぶ
。

授業の進め方と授業内
容・方法 授業は講義を中心に実施し、適宜学習内容に関して課題を与える。

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 授業概要・目標、スケジュール、評価方法の説明、原子の
概念 原子の概念を理解する。

2週 原子の構造、ボーアモデル、電子軌道 ボーアモデルにおける電子軌道について説明できる。

3週 量子力学モデル、電子軌道の形 量子力学モデルを通して電子軌道の形について説明できる
。

4週 周期律表と電子配置 周期律表と電子配置について説明できる。
5週 イオン結合・共有結合・金属結合 イオン結合・共有結合・金属結合それぞれを説明できる。
6週 原子価結合法 原子価結合法について説明できる。
7週 混成軌道 混成軌道について説明できる。
8週 分子軌道法、線形結合法 分子軌道法・線形結合法について説明できる。
9週 結晶系、ブラベ格子 結晶系・ブラベ格子について説明できる。
10週 ミラー指数 ミラー指数を具体的に扱うことができる。
11週 共有結合結晶 共有結合結晶について説明できる。
12週 イオン結晶、イオン半径 イオン結晶におけるイオン半径について説明できる。
13週 金属結晶、最密充填構造 金属結晶の最密充填構造について説明できる。
14週 水素結合とファンデルワールス力 水素結合とファンデルワールス力について説明できる。
15週 演習 これまでの授業内容について説明できる。
16週

評価割合
筆記試験 合計

総合評価割合 100 100
基礎的能力 100 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 微分積分Ⅳ
科目基礎情報
科目番号 2018-208 科目区分 一般 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 4
教科書/教材 新微分積分Ⅱ，新微分積分Ⅱ 問題集（大日本図書），新編 高専の数学３ 問題集 第２版（森北出版）
担当教員 遠藤 良樹
到達目標
１．関数の展開では，級数の収束・発散を理解し，マクローリン展開を求めることができること．
２．多変数の関数，偏導関数の概念を理解し，簡単な関数の偏導関数を求めることができること．また，その応用として２変数関数の極大・極
小問題を解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
関数のｎ次近似式を求めることが
でき，さらに級数の収束・発散を
理解し，マクローリン展開を求め
ることができる．

関数の展開では，級数の収束・発
散を理解し，マクローリン展開を
求めることができる．

級数の収束・発散が理解できず
，マクローリン展開を求めること
ができない．

評価項目2

多変数の関数，偏導関数の概念を
理解し，簡単な関数の偏導関数を
求めることができる．また，その
応用として２変数関数の極大・極
小問題および条件付き極値問題を
解くことができる．

２変数の関数，偏導関数の概念を
理解し，簡単な関数の偏導関数を
求めることができる．また，その
応用として２変数関数の極大・極
小問題を解くことができる．

２変数の関数・偏導関数の概念が
理解できず，簡単な関数の偏導関
数をも求めることができない．そ
の応用としての２変数関数の極大
・極小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）】 ２
教育方法等

概要
関数の微積分は，数学の中でも最重要な項目のひとつである．本講義では，１，２年次で学んだ数学の基礎の上に一般
科目の数学，特に解析関係の学習の仕上げを行なう．取り扱う内容は，重積分，微分方程式とし，さらに進んだ応用数
学を理解するための橋渡しをする．

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は講義を中心に進めるが、教科書の問いの一部を各自で解いてみる時間もとるようにし、残りの問いは自主学習用
としたい。また、２度の定期試験までの間にそれぞれ２回ずつ小テストを行い、その解説を通して定期試験への備えも
できるようにする。尚、授業中における質問も随時可とする。

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
。
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 ２重積分による体積の計算 ２重積分を利用して、簡単な立体の体積を求めることがで
きること。

2週 極座標による２重積分 直交座標系で表現されている積分領域を極座標系で表し、
２重積分の計算ができること。

3週 変数変換 直交座標系から他の座標系への変数変換により２重積分の
計算ができること。

4週 広義積分 ２重積分における広義積分の定義が理解でき、計算するこ
とができること。

5週 ２重積分のいろいろな応用（１） ２重積分を用いて、曲面積を求めることができること。

6週 ２重積分のいろいろな応用（２） ２重積分を用いて、領域の平均を求めることができること
。

7週 後期中間試験、試験の解説
8週 微分方程式の意味、微分方程式の解 微分方程式とはどういうものであるかが理解できること。

9週 変数分離形 変数分離形と呼ばれる１階微分方程式を解くことができる
こと。

10週 同次形、１階線形微分方程式
変数変換により、同次形を変数分離形に帰着できること。
定数変化法を用いて、１階線形微分方程式を解くことがで
きること。

11週 ２階部分方程式の解、線形微分方程式 ２階微分方程式の解について理解でき、線形微分方程式の
性質を理解すること。

12週 定数係数斉次線形微分方程式 特性方程式を解くことにより、定数係数斉次線形微分方程
式の解を求めることができること。

13週 定数係数非斉次線形微分方程式 非斉次の線形微分方程式を解を構成できること。

14週 いろいろな線形微分方程式 連立微分方程式や簡単な変数係数の微分方程式を解くこと
ができること。

15週 線形でない２階微分方程式 簡単な非線形２階微分方程式を解くことができること。
16週 復習、試験の解説

評価割合
試験 小テスト・課題等 合計

総合評価割合 70 30 100
基礎的能力 70 30 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 （学際科目）エネルギー変換
基礎Ⅰ

科目基礎情報
科目番号 2018-216 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 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 （参考図書）１．現代工学の基礎 環境学（松尾友矩著、岩波書店）、２．基礎エネルギー工学（桂井誠著、数理工学社
）

担当教員 新冨 雅仁
到達目標
１．工学技術者として認識すべき、環境問題、エネルギー問題について、説明することができる。
２．各種のエネルギー資源について、概要を説明することができる。
３．力学的、熱的エネルギーの保存則について理解し、エネルギー変換に関する基礎的事項を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

工学技術者として認識すべき、環
境問題やエネルギー問題について
、理解することができる。

工学技術者として認識すべき、環
境問題やエネルギー問題について
、工学技術と関連付けて説明する
ことができる。

工学技術者として認識すべき、環
境問題やエネルギー問題について
、理解することができる。

工学技術者として認識すべき、環
境問題やエネルギー問題について
、説明することができない。

各種のエネルギー資源について、
基本的事項を理解することができ
る。

各種のエネルギー資源について、
概要を説明することができる。

各種のエネルギー資源について、
基本的事項を理解することができ
る。

各種のエネルギー資源について、
概要を説明することができない。

力学的、熱的エネルギーの保存則
について理解し、エネルギー変換
に関する基礎的事項を説明するこ
とができる。

力学的、熱的エネルギーの保存則
について理解し、エネルギー変換
に関する課題を定量的に解析する
ことができる。

力学的、熱的エネルギーの保存則
について理解し、エネルギー変換
に関する基礎的事項を説明するこ
とができる。

力学的、熱的エネルギーの保存則
について理解できず、エネルギー
変換に関する基礎的事項を説明す
ることができない。

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

概要

工学技術者として、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、環境問題、エネルギー問題に関する理解を深め、仕事やエネルギー、力学的エネ
ルギーおよびエネルギー保存則、各種エネルギーについて学ぶ。また、エネルギー変換を理解する上で重要な熱力学の
基本的事項についても学習する。この授業を通して、エネルギーの科学的な概念、各種エネルギーの形態、保存則、エ
ネルギー変換の基本を理解し、高学年でのエネルギー応用を受講するための基礎力を養う。

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は講義を中心に、適宜演習問題に取り組む。演習中は周囲の人と議論・討論することを認めるので、積極的に教え
合い議論すること。
適宜、レポート課題を課すので、翌週の授業の開始時に提出すること。

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 授業計画の説明

2週 環境問題とエネルギー問題(1) 環境問題やエネルギー問題について学ぶことの必要性を理
解し説明できる

3週 環境問題とエネルギー問題(2) 環境問題の概要について理解し説明できる
4週 環境問題とエネルギー問題(3) エネルギー問題の概要について理解し説明できる
5週 仕事とエネルギー エネルギーと仕事について理解し説明できる
6週 仕事率 エネルギーの単位と仕事率について理解し説明できる

7週 力学的エネルギー 運動エネルギーと位置エネルギーについて理解し説明でき
る

8週 エネルギーの保存(1) 力学的エネルギー保存の法則について理解し説明できる
9週 温度と熱 温度と熱について理解し説明できる
10週 熱エネルギー 熱量、熱容量、比熱について理解し説明できる
11週 熱と仕事 熱と仕事の関係について理解し説明できる

12週 気体法則 ボイルの法則、シャルルの法則、ボイル・シャルルの法則
について理解し、説明できる

13週 エネルギーの保存(2) 気体の状態方程式、熱力学第一法則について理解し、説明
できる

14週 熱機関と効率 熱機関と効率について理解し、説明できる
15週 電気エネルギー ジュール熱、ジュールの法則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 レポート課題 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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 社会と文化
科目基礎情報
科目番号 2018-206 科目区分 一般 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 全体を通しての教科書はない。『私たちが拓く日本の未来』（後日配付）および『ケーザイへの３つのトビラ』（後日
配付）を授業の一部で用いるほか，適宜プリントを配付する。

担当教員 佐藤 崇徳,平田 陽一郎,稲田 康明,鈴木 登,（社会科 非常勤講師）
到達目標
世界の諸地域の風土，歴史を理解し，多面的なものの見方ができる。
現代社会の諸問題，地域課題に対して積極的に関心を持つことができる。
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
世界の諸地域の風土，歴史をよく
理解し，多面的なものの見方がし
っかりできる。

世界の諸地域の風土，歴史を理解
し，多面的なものの見方ができる
。

世界の諸地域の風土，歴史を理解
しておらず，多面的なものの見方
ができない。

評価項目2
現代社会の諸問題，地域課題に対
して積極的に関心を持つことがで
きる。

現代社会の諸問題，地域課題に対
して関心を持つことができる。

現代社会の諸問題，地域課題に対
して関心を持つことができない。

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
本授業科目は国際社会を生きるにふさわしい教養を培うための総合科目である。我々がおかれている現代社会の風土
，コミュニティ，社会構造，思想・文化を，地理，歴史，政治，経済などの視点から論じる。社会の多面的な諸相に触
れながら知的好奇心を高めさせることを目的とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

複数の教員が各々の専門分野から題材を選んで７～８講を担当するオムニバス形式の授業科目である。
※下記の「授業計画」は５クラス共通の内容を掲載していますが，実際の実施順序はクラスによって異なります。初回
の授業で配付したガイダンス資料をご覧ください。

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 オムニバス形式での１年間の授業の流れや、成績評価の方
法について把握できる。

2週 日中交流史（１）始皇帝と方士徐福の渡来伝説 日本の各地に残る徐福伝説を知ることを通じて、日本と中
国との関係について理解を深めることができる。

3週 日中交流史（２）魏志倭人伝と邪馬台国の「女王卑弥呼」
古代日本史上最大の謎である邪馬台国論争の要点を知るこ
とを通じて、日本と中国との関係について理解を深めるこ
とができる。

4週 日中交流史（３）遣隋使と「聖徳太子」誕生
聖徳太子の遣隋使派遣といわゆる国書事件の顛末を知るこ
とを通じて、日本と中国との関係について理解を深めるこ
とができる。

5週 日中交流史（４）遣唐使と入唐日本人「井真成」
遣唐使の一員として交流を担った人々を知ることを通じて
、日本と中国との関係について理解を深めることができる
。

6週 日中交流史（５）国号「日本」と日中関係のゆくえ 国号「日本」成立の由来を知ることを通じて、日本と中国
との関係について理解を深めることができる。

7週 日中交流史（６）「三国志」の世界
日中二千年の交流の歴史を踏まえつつ、日中両国で「三国
志」の物語が支持され続けて今日に至った経緯を理解でき
る。

8週 日中交流史（７）まとめ これまでの学習内容を復習し、理解を深めることができる
。

9週 二つの近代憲法（１）太平洋戦争・映像資料をみる 視聴覚を利用し、戦争の悲惨さを実感することができる。
10週 二つの近代憲法（２）近代憲法概説・立憲主義説明 現在の日本の政治における基本的考え方を理解できる。

11週 二つの近代憲法（３）明治憲法の制定と内容 アジア初の本格的憲法である明治憲法の制定目的と主内容
が理解できる。

12週 二つの近代憲法（４）日清・日露戦争と韓国併合 韓国併合と両戦争の関係を理解できる。

13週 二つの近代憲法（５）第一次大戦とワシントン体制・大正
デモクラシー 協調外交について理解できる。

14週 二つの近代憲法（６）国際情勢と軍部の台頭・太平洋戦争 戦争に至る過程を内外情勢から理解できる。

15週 二つの近代憲法（７）ポツダム宣言受諾と日本国憲法 太平洋戦争とポツダム宣言と現憲法の関係について理解で
きる。

16週

後期

1週 企業と資本（１）会社って何？ 金融とは何か，企業（とくに株式会社）とはどのようなも
のかについて理解できる。

2週 企業と資本（２）体験学習：チャレンジ！大航海 直接金融・間接金融の仕組みを理解できる。

3週 企業と資本（３）体験学習：ワールドとレジャーランド再
生計画

会社の事業活動，利益の成り立ち，会社の意思決定のしく
み，企業の社会的責任について理解できる。

4週 企業と資本（４）株式市場と株価 株式市場における株価形成のしくみについて理解できる。

5週 民主政治のあり方（１）民主政治とは／体験学習：竹富町
役場建設地問題

みんなの声が反映される政治を実現する上での課題につい
て理解できる。



6週 民主政治のあり方（２）体験学習：竹富町役場建設地問題 竹富町の役場建設地問題についてロールプレイを通して問
題の所在を理解できる。

7週 民主政治のあり方（３）体験学習：竹富町役場建設地問題 竹富町の役場建設地問題を題材に，民主政治のあり方につ
いて自分の考えを述べることができる。

8週 地域とまちづくり（１）地方創生と地域学 自分の故郷への愛着を持ち，地域への理解を深めることが
できる。

9週 地域とまちづくり（２）人口減少社会を考える 日本が抱える人口減少がもたらす少子高齢化の課題を理解
できる。

10週 地域とまちづくり（３）持続可能なジオパーク活動 自然の成り立ちと人の営みの仕組みを通じたジオ活動で国
連が目指す持続可能な地域づくりを理解できる。

11週 地域とまちづくり（４）産業構造の変化 地域を支える産業構造の変化と今日的な課題について理解
できる。

12週 地域とまちづくり（５）観光から見える文化 今日の観光を取り巻く環境の変化は地域づくりや産業につ
ながることを理解できる。

13週 地域とまちづくり（６）地域交通の変遷 生活圏の拡大と移動手段の変化がもたらす課題を理解でき
る。

14週 地域とまちづくり（７）公共交通を存続させるには？ 自動車交通がもたらす地域公共交通問題について、ワーク
ショップを通して自分の考えを述べることができる。

15週 地域とまちづくり（８）長寿社会と健康 平均寿命の延伸から生き方や健康が注目されていること及
びその課題について理解できる。

16週
評価割合

試験（小テスト等を含む） 態度・姿勢 合計
総合評価割合 90 10 100
基礎的能力 90 10 100
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 平成30年度 (2018年度) 授業科目 微分積分Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 2018-207 科目区分 一般 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 4
教科書/教材 新微分積分Ⅱ，新微分積分Ⅱ 問題集（大日本図書），新編 高専の数学３ 問題集 第２版（森北出版）
担当教員 遠藤 良樹
到達目標
１．関数の展開では，級数の収束・発散を理解し，マクローリン展開を求めることができること．
２．多変数の関数，偏導関数の概念を理解し，簡単な関数の偏導関数を求めることができること．また，その応用として２変数関数の極大・極
小問題を解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
関数のｎ次近似式を求めることが
でき，さらに級数の収束・発散を
理解し，マクローリン展開を求め
ることができる．

関数の展開では，級数の収束・発
散を理解し，マクローリン展開を
求めることができる．

級数の収束・発散が理解できず
，マクローリン展開を求めること
ができない．

評価項目2

多変数の関数，偏導関数の概念を
理解し，簡単な関数の偏導関数を
求めることができる．また，その
応用として２変数関数の極大・極
小問題および条件付き極値問題を
解くことができる．

２変数の関数，偏導関数の概念を
理解し，簡単な関数の偏導関数を
求めることができる．また，その
応用として２変数関数の極大・極
小問題を解くことができる．

２変数の関数・偏導関数の概念が
理解できず，簡単な関数の偏導関
数をも求めることができない．そ
の応用としての２変数関数の極大
・極小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）】 ２
教育方法等

概要
関数の微積分は，数学の中でも最重要な項目のひとつである．本講義では，１，２年次で学んだ数学の基礎の上に一般
科目の数学，特に解析関係の学習の仕上げを行なう．取り扱う内容は，関数の展開，偏微分法とし，さらに進んだ応用
数学を理解するための橋渡しをする．

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は講義を中心に進めるが、教科書の問いの一部を各自で解いてみる時間もとるようにし、残りの問いは自主学習用
としたい。また、２度の定期試験までの間にそれぞれ２回ずつ小テストを行い、その解説を通して定期試験への備えも
できるようにする。尚、授業中における質問も随時可とする。

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
。
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、多項式による近似（１） ガイダンス、関数の１次式近似ができること。

2週 多項式による近似（２）、数列の極限 関数のｎ次多項式近似ができること。数列の極限値を求め
ることができること。

3週 級数 級数の定義を理解し、等比級数の極限値を求めることがで
きること。

4週 べき級数とマクローリン展開、オイラーの公式 基本的な関数のマクローリン展開、テーラー展開ができる
こと。オイラーの公式を理解すること。

5週 ２変数関数
２変数関数のグラフが空間内の曲面を表すことを理解し、
典型的なものについては、その曲面を思い描くことができ
ること。

6週 偏導関数、全微分 偏導関数および全微分の定義を理解すること。
7週 前期中間試験、試験の解説

8週 合成関数の微分法 ２変数関数における合成関数の微分法を理解し、計算でき
ること。

9週 高次偏導関数、極大・極小（１） ２変数関数の高次偏導関数を求めることができること。
２変数関数が極値をとるための必要条件を理解すること。

10週 極大・極小（２）、陰関数の微分法
２変数関数の極値を求めることができること。陰関数で表
された関数の導関数、偏導関数などを求めることができる
こと。

11週 条件付き極値問題 ２変数関数における条件付き極値問題を解くことができる
こと。

12週 包絡線 媒介変数を含む方程式で表される曲線群の包絡線を求める
ことができること。

13週 ２重積分の定義 ２重積分の定義と基本的な性質を理解すること。
14週 ２重積分の計算（１） ２重積分を累次積分として計算する方法を理解すること。

15週 ２重積分の計算（２） 累次積分において、積分順序を交換して計算ができること
。

16週 復習、試験の解説
評価割合

試験 小テスト・課題等 合計
総合評価割合 70 30 100
基礎的能力 70 30 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 （学際科目）材料科学基礎Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2018-219 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 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 基礎 材料学 小林政信著（コロナ社）
担当教員 小村 元憲
到達目標
１．材料の結晶構造と電子状態および電気的特性について説明できる。
２．材料の力学物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

材料の結晶構造と電子状態および
電気的特性について説明できる。

材料の結晶構造と電子状態および
電気的特性について理論式を用い
て正確に説明できる。

材料の結晶構造と電子状態および
電気的特性について説明できる。

材料の結晶構造と電子状態および
電気的特性について説明できない
。

材料の力学物性について説明でき
る。

材料の力学物性について理論式を
用いて正確に説明できる。

材料の力学物性について説明でき
る。

材料の力学物性について説明でき
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 材料の基本的な物性(電気，磁気，力学，熱，光)は結晶構造やそれと関連する電子状態により決まる。本授業では材料の

構造と状態を学び，特に電気物性や力学物性について解説する。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義を中心に教科書の内容に沿って実施し，適宜配布プリントにより補足する。

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。

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 材料の構造と物性の関係の概要を説明できる。

2週 結晶構造と電子(1) 電磁波の波長とエネルギーの関係と光電効果を説明できる
。

3週 結晶構造と電子(2) シュレーディンガー方程式を説明できる。
4週 結晶構造と電子(3) 井戸形ポテンシャルの波動関数を導出できる。

5週 結晶構造と電子(4) 自由電子モデルからフェルミエネルギーまでの状態密度を
計算できる。

6週 結晶構造と電子(5) 周期的ポテンシャル中での波動関数を記述でき，バンドギ
ャップ形成を説明できる。

7週 結晶構造と電子(6) 金属，半導体，絶縁体の違いを説明できる。
8週 結晶構造と電子(7) PN接合のバンド図を説明できる。

9週 結晶構造と電子(8) ダイオードの電流電圧特性を数式的に導出でき，フォトダ
イオードの電流電圧特性を説明できる。

10週 材料の力学物性(1) 力学物性の基本的なパラメータを説明でき，計算すること
ができる。

11週 材料の力学物性(2) 真ひずみ，真応力を説明できる。
12週 材料の力学物性(3) 材料の粘弾性特性を説明できる。
13週 材料の力学物性(4) マクスウェル模型，フォークト模型について説明できる。
14週 材料の力学物性(5) 動的粘弾性測定について数式を用いて説明できる。
15週 まとめ これまでの授業内容を理解し，説明できる。
16週

評価割合
試験 レポート課題 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 （学際科目）基礎生理学
科目基礎情報
科目番号 2018-220 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 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 Qシリーズ 新生理学 フルカラー新装版 日本医事新報社
担当教員 小谷 進
到達目標
人体が環境の変化によらず体内環境を維持する仕組み（恒常性）ついて説明できるようになる
人体の物質代謝について説明できるようになる
人体の調節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
人体が環境の変化によらず体内環
境を維持する仕組み（恒常性）つ
いて説明できるようになる

恒常性について、具体例を挙げな
がら説明をすることができる 恒常性について概略を説明できる 恒常性について説明できない

人体の物質代謝について説明でき
るようになる

異化と同化といった物質代謝につ
いて具体例を挙げて説明できる

物質代謝について概略を説明でき
る 物質代謝について説明できない

人体の調節方法について説明でき
る

神経支配、内分泌支配について各
器官の機能を例に挙げながら説明
できる

人体の調整機構について説明でき
る

人体の調整機構について説明でき
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

哺乳動物であるヒトの生理学は他の動物と比べて特殊なものではなく、基本的な仕組みは共通している。その中で哺乳
類は常に体温を一定に保ち体内の環境を恒常化することで、様々な外部環境の変化に対応して活動が可能となるよう進
化した。本講義では特にヒトの特殊性にこだわらず、動物に共通する体の仕組みを理解し、それをヒトに応用する立場
で話を進める。
この生体で起こっている現象を解明し、理解する学問が生理学である。生体の機能は、動物性機能（運動、神経）と植
物性機能（血液循環、呼吸、消化・吸収、代謝、排泄、生殖、内分泌）があり、本講義ではこれら機能を担当臓器の構
造とあわせて解説を行う。
医用福祉機器を学ぶためには、医用工学基礎Ⅰ・Ⅱ、生体計測学、医用機器学といった専門科目を修める必要がある。
そして生体計測、医用機器が対象としているのは、ヒトの身体である。そのため生体がどのような仕組みで機能してい
るのかを学ぶことは、今後の学習における基礎となる。

授業の進め方と授業内
容・方法

生体を構成する細胞の理解から始め、各機能ごとに講義を行うため教科書の章立て通りには進行しない。教科書の図表
以外にも資料を用いて講義を行うため、プロジェクターによる資料の投影を主に講義を展開する。
各講義時間の初めに、前回の内容の理解を深めるための小テストを実施し解説後に当該週の内容を始める。

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 授業目標、授業概要、評価方法について、人体を構成する
要素（遺伝子からタンパク質まで）

人体を構成する細胞について説明できる
細胞内での遺伝子の働きについて説明できる

2週 ホメオスタシス（体温調節、体液組成調節を例として） ホメオスタシスの概念について、代表例を挙げながら説明
できる

3週 筋肉の種類と動作の仕組み、骨の構造と維持 筋肉の種類、動作の仕組みについて簡単に説明できる
骨格筋について、代表例を挙げることができる

4週 血液の働きと血管 血液の構成成分とその働きについて説明できる
5週 心臓の働きと血液循環 心臓の働きと調節機構について説明できる
6週 呼吸器の仕組み 呼吸の種類、呼吸器の構成要素について説明できる
7週 食物摂取 消化器からの物質の取り込みについて説明できる
8週 物質代謝 栄養素の種類と代謝について説明できる

9週 排泄と泌尿器 腎臓のろ過機能と構造について説明できる
便の排泄について説明できる

10週 神経系以外の体の調節 内分泌系の種類と仕組みについて説明できる

11週 生殖の仕組みと月経 生殖器の構造と機能について説明できる
生殖細胞について説明できる

12週 神経細胞と神経系 神経系の種類について説明できる
神経細胞の動作の仕組みと神経支配について説明できる

13週 末梢神経系 神経による人体の調節について説明できる
14週 感覚器 感覚を司る臓器とその仕組みについて説明できる

15週 高次脳機能 高次脳機能を司る脳の領域と障害の関係について説明でき
る

16週
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 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 平成30年度 (2018年度) 授業科目 保健体育Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 2018-210 科目区分 一般 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 渡邉 志保美
到達目標
スポーツ実践を通じ、自らの能力に見合った目標を設定し、他者と極力して行動していく中で人間力の向上を図ることができる。
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
各種スポーツのルールを理解でき
る

各種スポーツのルールを理解し、
実践できる。

各種スポーツのルールを理解でき
る

各種スポーツのルールを十分理解
できない

評価項目2
仲間と協力できる 仲間と積極的に協力できる 仲間と協力できる 仲間と協力できない

評価項目3
安全面に配慮してスポーツを楽し
むことができる

安全面に十分配慮してスポーツを
楽しむことができる

安全面に配慮してスポーツを楽し
むことができる

安全面に配慮してスポーツをする
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）】 ３
教育方法等

概要
各スポーツ種目を教材として取り上げ、それぞれのスポーツ種目のルール、特性、特徴的な動きなどを理解し、個人や
集団で実践していくことを通して、生涯にわたって継続的にスポーツを実践していく能力と姿勢、仲間と協力していく
態度を養う。スポーツの実践を通じて人間力の向上を図る。

授業の進め方と授業内
容・方法

個人においては、各種目で学生の能力に応じた課題を設け、その獲得及び習熟度を向上させる。集団においては、それ
ぞれのレベルにあったゲームの展開を自分たちでできるようにする。テキストは使用しないが必要に応じて資料を配布
する。各種目の実技試験の成績（到達度）を６０％、授業への参加率、参加態度、仲間との協力を４０％として評価す
る。６０点以上を合格とする。

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 自分の体力や技能を考慮して、年間の計画を立てることが
できる。

2週 ほぐしの運動・種目選択 自分の体力や技能の現状を理解することができる。

3週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

4週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

5週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

6週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

7週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

8週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

9週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

10週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

11週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

12週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

13週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

14週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

15週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

16週

後期

1週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

2週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

3週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

4週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。



5週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

6週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

7週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

8週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

9週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

10週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

11週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

12週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

13週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

14週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

15週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

16週
評価割合

試験６０ 発表 相互評価 態度２０ ポートフォリオ その他２０ 合計
総合評価割合 60 0 0 20 0 20 100
基礎的能力 30 0 0 20 0 20 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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 国語Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 2018-204 科目区分 一般 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 新編現代文Ｂ（東京書籍）、新編現代文Ｂ学習課題ノート（東京書籍）
担当教員 芳賀 多美子
到達目標
1．文学作品を読みあじわうことによって、感受性を豊かにし、自身の興味・関心に沿って主体的に読書をすることができる。
2．評論文や随筆等の様々な文章に接する中で、論理的な思考方法・表現法を把握し、語彙を豊富にし、自らの文章表現に生かすことができる。
3．自らの考えをまとめて、積極的に発表しようとする姿勢を身につけ、実験結果等を発表する際のコミュニケーションに生かすことができる。
4．漢字・ことわざ・慣用句等の小テストを通して高めた国語の基礎能力を、自らの表現活動に生かすことができる。
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

評価項目1
文学作品を高い水準で読みあじわ
うことによって、感受性を豊かに
し、読書に親しむきっかけとする
ことができる。

文学作品を読みあじわうことによ
って、感受性を豊かにし、読書に
親しむきっかけとすることができ
る。

文学作品を読みあじわうことによ
って、感受性を豊かにし、読書に
親しむきっかけとすることができ
ない。

評価項目2
評論文や随筆等の様々な文章に接
する中で、漢字や語彙を豊富にし
、高い水準で文章表現力を身につ
けることができる。

評論文や随筆等の様々な文章に接
する中で、漢字や語彙を豊富にし
、文章表現力を身につけることが
できる。

評論文や随筆等の様々な文章に接
する中で、漢字や語彙を豊富にし
、文章表現力を身につけることが
できない。

評価項目3

自らの考えをまとめて、積極的に
発表しようとする姿勢を涵養し、
実験結果等を発表する際のコミュ
ニケーション能力を主体的・能動
的に高めることができる。

自らの考えをまとめて、積極的に
発表しようとする姿勢を涵養し、
実験結果等を発表する際のコミュ
ニケーション能力を高めることが
できる。

自らの考えをまとめて、積極的に
発表しようとする姿勢を涵養し、
実験結果等を発表する際のコミュ
ニケーション能力を高めることが
できない。

評価項目4
漢字・ことわざ・慣用句等の小テ
ストを通して高めた国語の基礎能
力を、高い水準で自らの表現活動
に生かすことができる。

漢字・ことわざ・慣用句等の小テ
ストを通して高めた国語の基礎能
力を、自らの表現活動に生かすこ
とができる。

漢字・ことわざ・慣用句等の小テ
ストを通し、国語の基礎能力を高
めることができない。

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

概要
読む・聞く・書く・話す・考えるという日本語の能力を有機的に連携させつつ育成することにより、国際社会で活躍す
る技術者として求められる思考力、コミュニケーション能力、表現意欲、および感受性を身に付ける。評論文、随想、
小説、詩歌などの読解を通して、精神の成長や情操の育成、想像力および感受性の練磨をはかり、技術者の社会的役割
と責任を自覚する態度を培う。

授業の進め方と授業内
容・方法

評論文を取り扱う授業では、論理的な文章の展開を読み取り、自らが、実験結果等をまとめて提出する際や、プレゼン
テーション等を行う際に、相手に分かりやすく説明できる文章表現力や発表能力を身につける。文学的文章を取り扱う
授業では、主人公や登場人物の心情を理解し、人生の真実や人間の生き方について考える機会とする。また、随時小テ
ストを実施して国語基礎力の定着を図る。

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.使用教材は、２年時に国語Ⅱで使用したものと共通です。開講前に紛失しないよう注意してください。

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／評論「最初のペンギン」
論理的な文章の構成や展開を的確にとらえ、要約できる。
本文中から収集した情報を分析し、目的に応じて整理でき
る。

2週 評論「最初のペンギン」 論理的な文章に表された考えに対して、その論拠の妥当性
の判断を踏まえて自分の意見を述べることができる。

3週 評論「最初のペンギン」 論理的な文章に表された考えに対して、その論拠の妥当性
の判断を踏まえて自分の意見を述べることができる。

4週 小説「山月記」 小説に描かれた人物やものの見方を表現に即して読み取り
、自分の意見を述べることができる。

5週 小説「山月記」 小説に描かれた人物やものの見方を表現に即して読み取り
、自分の意見を述べることができる。

6週 小説「山月記」 小説に描かれた人物やものの見方を表現に即して読み取り
、自分の意見を述べることができる。

7週 小説「山月記」 小説に描かれた人物やものの見方を表現に即して読み取り
、自分の意見を述べることができる。

8週 随想「なまけものコンプレックス」 随想に描かれたものの見方を表現に即して読み取り、自分
の意見を述べることができる。

9週 随想「なまけものコンプレックス」 随想に描かれたものの見方を表現に即して読み取り、自分
の意見を述べることができる。

10週 随想「なまけものコンプレックス」 随想に描かれたものの見方を表現に即して読み取り、自分
の意見を述べることができる。

11週 詩歌「永訣の朝」 詩歌に描かれたものの見方・心情表現を読み取り、自分の
意見を述べることができる。

12週 詩歌「永訣の朝」 詩歌に描かれたものの見方・心情表現を読み取り、自分の
意見を述べることができる。

13週 詩歌「俳句　春雷」 詩歌に描かれたものの見方・心情表現を読み取り、自分の
意見を述べることができる。



14週 詩歌「俳句　春雷」 詩歌に描かれたものの見方・心情表現を読み取り、自分の
意見を述べることができる。

15週 言葉の扉「紛らわしい漢字」「的確に表現するために」
常用漢字・故事成語・慣用句・類義語・対義語を思考や表
現に活用できる。根拠にもとづいて議論し、新たな発想や
他者の視点の理解に努め、集団としての思いや考えをまと
めることができる。

16週

後期

1週 評論「環境史から考える」
論理的な文章の構成や展開を的確にとらえ、要約できる。
本文中から収集した情報を分析し、目的に応じて整理でき
る。

2週 評論「環境史から考える」 論理的な文章に表された考えに対して、その論拠の妥当性
の判断を踏まえて自分の意見を述べることができる。

3週 評論「環境史から考える」
論理的な文章に表された考えに対して、その論拠の妥当性
の判断を踏まえ、新たな発想や他者の視点の理解に努め、
自分の思いや考えを整理するための手法を実践できる。

4週 小説「葉桜と魔笛」 小説に描かれた人物やものの見方を表現に即して読み取り
、自分の意見を述べることができる。

5週 小説「葉桜と魔笛」 小説に描かれた人物やものの見方を表現に即して読み取り
、自分の意見を述べることができる。

6週 小説「葉桜と魔笛」 小説に描かれた人物やものの見方を表現に即して読み取り
、自分の意見を述べることができる。

7週 小説「葉桜と魔笛」
小説に描かれた人物やものの見方を表現に即して読み取り
、自分の意見を述べることができる。他者の意見について
、立場や考えを尊重しつつ、議論を通して集団としての思
いや考えをまとめることができる。

8週 評論「もう一つの知性」
論理的な文章の構成や展開を的確にとらえ、要約できる。
本文中から収集した情報を分析し、目的に応じて整理でき
る。

9週 評論「もう一つの知性」 論理的な文章に表された考えに対して、その論拠の妥当性
の判断を踏まえて自分の意見を述べることができる。

10週 評論「ホンモノのおカネの作り方」
論理的な文章の構成や展開を的確にとらえ、要約できる。
本文中から収集した情報を分析し、目的に応じて整理でき
る。

11週 評論「ホンモノのおカネの作り方」 論理的な文章に表された考えに対して、その論拠の妥当性
の判断を踏まえて自分の意見を述べることができる。

12週 評論「ホンモノのおカネの作り方」
論理的な文章の構成・展開を参考に、整理した情報を基に
して、主張が効果的に伝わるように工夫し、実用的な文章
・報告・論文等を作成することができる。

13週 小説「カンガルー日和」 小説に描かれた人物やものの見方を表現に即して読み取り
、自分の意見を述べることができる。

14週 小説「カンガルー日和」 小説に描かれた人物やものの見方を表現に即して読み取り
、自分の意見を述べることができる。

15週 小説「カンガルー日和」
小説に描かれた人物やものの見方を表現に即して読み取り
、自分の意見を述べることができる。他者の意見について
、立場や考えを尊重しつつ、議論を通して集団としての思
いや考えをまとめることができる。

16週
評価割合

試験 授業参加度（含
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 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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 機械工学概論
科目基礎情報
科目番号 2018-202 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: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 前期（実習）：配付資料　後期（座学）　機械工学概論[コロナ社]
担当教員 永禮 哲生,山之内 亘
到達目標
・身の回りの工業製品がどのようにして作られるかを説明できる。
・身の回りの工業製品の仕組みを説明できる。
・製品を製造するための機械加工方法を説明できる。
・製品に用いる材料の機械的性質を説明できる。
・身近な構造物を設計するためのポイントの説明や計算ができる。
・工業材料の基本的な種類・用途について説明できる。
・各種加工法の種類・用途・用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
材料力学における応力，ひずみ
，モーメントについて詳細に説明
できる．

材料力学における応力，ひずみ
，モーメントについて概ね説明で
きる．

材料力学における応力，ひずみ
，モーメントについて説明できな
い．

評価項目2 製品を製造するための機械加工方
法を詳細に説明できる。

製品を製造するための機械加工方
法を簡単に説明できる。

製品を製造するための機械加工方
法を説明できない。

評価項目3 基本的な工業材料の種類と用途に
ついて詳細に説明できる．

基本的な工業材料の種類と用途に
ついて概ね説明できる．

基本的な工業材料の種類と用途に
ついて説明できない．

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
前期は事前の安全教育を元に，工作実習によって代表的な機械加工法を体験し，加工原理・加工方法および測定法を学
ぶ。後期は，電気電子工学を専攻する学生に理解できるような身近な工業製品などを例に取りあげて，機械の設計・生
産，材料の知識について学ぶ。

授業の進め方と授業内
容・方法

前期は教育研究支援センターにおける実習と座学（安全教育，ガイダンス，総括）を実施する．後期は座学を中心とす
る。

注意点

実習作業は安全管理を重視している。従って，前期の実習については次の扱いとする。
※作業服・作業帽・安全靴等に不備があり，安全に作業が行えないと判断された場合は見学となる場合がある。

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 機械工作実習
ガイダンス・安全教育・ワークショップ見学1

機械加工全般における安全について理解と説明ができ、こ
れを実践する姿勢を整えられる。

2週 機械工作実習
ガイダンス・安全教育・ワークショップ見学2

見学した実習工場の機械について基本的な用途を説明でき
る。

3週 機械工作実習
旋削加工1 旋盤の基本的な用途と構造について説明できる。

4週 機械工作実習
旋削加工2 旋盤により外径加工、端面加工、段付加工ができる。

5週 機械工作実習
測定1

ノギス、マイクロメータ、万能投影機について説明ができ
る。

6週 機械工作実習
測定2 外側測定，内側測定，万能投影機による測定ができる。

7週 機械工作実習
手仕上げ1 基本的な手仕上げ作業について説明できる。

8週 機械工作実習
手仕上げ2

手仕上げにて鋸挽き，やすり，穴あけ，タップ，組立作業
ができる。

9週 機械工作実習
マシニングセンタ1

マシニングセンタの基本的な用途と構造について説明でき
る．

10週 機械工作実習
マシニングセンタ2 マシニングセンタの基本的なプログラムが作成できる。

11週 機械工作実習
CAD1 CADシステムについて基本的な概念と用途が説明できる．

12週 機械工作実習
CAD2 CADを用いて基本的な作図，モデリングができる。

13週 機械工作実習
溶接1 溶接作業の基本的な種類と用具について説明できる。

14週 機械工作実習
溶接2 溶接作業を安全に行うことが出来る。

15週
機械工作実習
まとめ（実習教育に関する自由討論と感想文の作成）【2時
間授業】

安全に対する姿勢と、身についた機械加工技術についてま
とめることができる。

16週



後期

1週 機械と人間 機械の歴史とエネルギーと環境保全にかかわる諸問題につ
いて説明できる

2週 材料力学１ 荷重と応力について説明できる
3週 材料力学２ ひずみと応力の関係ついて説明できる
4週 材料力学３ 熱応力について説明できる
5週 材料力学４ 曲げによるモーメント，応力にいて説明できる
6週 材料力学５ ねじり，応力集中，疲労について説明できる
7週 機械材料１ 鉄鋼材料の分類について説明できる
8週 機械材料２ 鋼材の種類と用途について説明できる
9週 機械材料３ 鋳鉄・鋳鋼の種類と用途について説明できる
10週 機械材料４ 非鉄金属の種類と用途について説明できる
11週 機械材料５ 高分子材料の種類と用途について説明できる
12週 機械材料６ セラミックス材料の種類と用途について説明できる
13週 機械工作法１ 基本的な鋳造法について説明できる
14週 機械工作法２ 基本的な塑性加工について説明できる
15週 機械工作法３ 基本的な切削加工・研削加工について説明できる
16週

評価割合
試験 実習レポート 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 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 平成30年度 (2018年度) 授業科目 回路理論Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2018-198 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: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 回路理論基礎　　柳沢　健　共著　電気学会およびプリント
担当教員 西村 賢治
到達目標
電圧や電流そしてインピーダンスの複素表記やベクトルといった概念を身につけることは、回路理論を学ぶにおいて非常に大切である。本授業
では微積を含む式で回路を記述するところから始め、そこから記号法を導入し、複数の計算方法を理解していくことで、さまざまな回路を解析
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

1微積を含む式、含まない式それぞ
れで回路方程式を立てられる。

微積を含む式、含まない式どちら
でも回路を理解して回路方程式を
立てられる。

微積を含む式、含まない式それぞ
れで回路方程式を立てられる。

微積を含む式、含まない式どちら
でも回路方程式を立てられない。

2共振回路、逆回路などの動作を理
解できる。

共振回路、逆回路などの動作を十
分良く理解できる。

共振回路、逆回路などの動作を理
解できる。

共振回路、逆回路などの動作を理
解できない。

3二端子対回路の各種パラメータを
導出できる。

二端子対回路の各種パラメータを
十分良く理解して導出できる。

二端子対回路の各種パラメータを
導出できる。

二端子対回路の各種パラメータを
導出できない。

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

正弦波交流をベクトルに変換し、交流電圧、電流、電力、インピーダンス、アドミタンスのベクトル記号法を習得する
と同時に、いろいろな手法で回路方程式を立てて解析する能力を高める。最後に４つの数値で回路の基本性質を表す二
端子対回路について学ぶ。

なお試験の日程や学生の理解度によって多少進度を調節する可能性がある。

授業の進め方と授業内
容・方法

教科書に準じた資料を用意し、それに沿って授業を行う。
２年生の回路理論Iで演習主体の授業を受けたので、この授業では、理屈としてなぜそうなるのか、例えば記号法で回路
方程式を立てられる理屈を理解する。微積を含む回路方程式、記号法による回路方程式の意味を理解することで、回路
の具体的な解析を行う。

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 本授業の概要説明と交流回路の復習 これまでの回路の復習をかねて今年度に学ぶ概要を把握す
る

2週 電圧源と電流源の置き換え 等価回路で置き換える理屈を理解する
3週 抵抗、コイル、コンデンサの特性 受動素子の１つ１つの特性を理解する

4週 正弦波交流の表現 正弦波交流の式と位相や周波数、周期の関係を図と対応さ
せて理解する

5週 受動素子の交流特性 受動素子ごとに電力消費のあるなしについて数式で表現で
きるようになる

6週 交流電力と実行値 交流電力と位相の関係を図で理解し、あわせて実効値の概
念を学ぶ

7週 簡単な組み合わせ回路の電流、電圧、位相特性の計算 複数の素子がある回路の回路方程式について理解する

8週 この頃試験解説 試験の解説を行うことで、ここまでの内容を振り返り、複
数の考え方や解き方があることを知って、理解を深める

9週 正弦波の複素表記 正弦波を複素数表記、極座標表記、極表記(指数表記)で置
き換えられるようになる

10週 複素数の計算 上記の話の続き
11週 複素数のフェザー表示 上記の話の続き

12週 インピーダンスとアドミタンスについて インピーダンスとアドミタンスの両方の視点から回路を理
解する

13週 イミタンスとベクトル図 インピーダンスとアドミタンスを複素平面上にあらわして
、位相と図の関係他を理解する

14週 複素電力 交流で学ぶ、有効電力、無効電力、皮相電力と複素電力の
関係を理解する

15週 試験解説 試験の解説を行うことで、複数の考え方や解き方があるこ
とを知って、理解を深める

16週

後期

1週 LC共振回路 共振回路、共振状態について直列、並列の違いを理解する

2週 RLC共振回路 抵抗がある場合の共振回路について直列、並列の特質を理
解する

3週 共振の鋭さについて 共振を理解した後に、共振の具体的な意味について理解す
る

4週 ベクトル軌跡 回路の素子の変化によるインピーダンスやアドミタンスの
変化や軌跡の書き方を理解する

5週 ベクトル軌跡 ベクトル軌跡の書き方を理解する



6週 可逆定理、双対性、逆回路、定抵抗回路 回路に対して成り立つ諸特性や定理を理解する
7週 テブナンの定理、ノートンの定理 同上

8週 この頃　試験解説 試験の解説を行うことで、複数の考え方や解き方があるこ
とを知って、理解を深める

9週 補償回路 回路に対して成り立つ諸特性や定理を理解する
10週 補償回路 回路に対して成り立つ諸特性や定理を理解する

11週 二端子対パラメータ 二端子対パラメータ、特にZやYパラメータについて理解す
る

12週 二端子対パラメータ 二端子対パラメータ、特にFパラメータについて理解する
13週 二端子対パラメータの相互変換 各パラメータの相互変換について理解する
14週 二端子対パラメータの相互変換 同上

15週 試験解説と一年のまとめ 試験の解説を行うことで、ここまでの内容を振り返り、複
数の考え方や解き方があることを知って、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 100 0 0 0 0 0 100
基礎的能力 60 0 0 0 0 0 60
専門的能力 40 0 0 0 0 0 40
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 平成30年度 (2018年度) 授業科目 （学際科目）エネルギー変換
基礎Ⅱ

科目基礎情報
科目番号 2018-217 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 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 なし　参考書を初回の授業で紹介する
担当教員 西村 賢治
到達目標
電力と電力量の違いを理解できる。発電プラントのおおまかなエネルギー変換システムを理解することができるとともに、そこで起きている化
学反応、核反応といったエネルギー変換の仕組みとそれを電気に置き換える発電機の原理が理解できる。
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
1電力と電力量の違いを理解できる
。

電力と電力量の違いを十分良く理
解できる。

電力と電力量の違いを理解できる
。

電力と電力量の違いを十分良く理
解できない。

2おおまかなエネルギー変換システ
ムを理解することができる。

おおまかなエネルギー変換システ
ムを十分良く理解することができ
る。

おおまかなエネルギー変換システ
ムを理解することができる。

エネルギー変換システムを理解す
ることができない。

3エネルギー変換の仕組みとそれを
電気に置き換える発電機の原理が
理解できる。

エネルギー変換の仕組みとそれを
電気に置き換える発電機の原理が
十分良く理解できる。

エネルギー変換の仕組みとそれを
電気に置き換える発電機の原理が
理解できる。

エネルギー変換の仕組みとそれを
電気に置き換える発電機の原理が
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
エネルギー工学はさまざまな分野にさまざまな形で関係していて、専門領域に関係なく学ばれることが望ましい学問で
ある。エネルギー変換基礎IIでは、特に化石燃料に注目して、化石燃料の種類とそれらの反応の違いによるエネルギー変
換機構を学び、次にそれぞれを利用した発電システムについて学ぶ。
試験の日程や学生の理解度によって多少進度を調節する可能性がある。

授業の進め方と授業内
容・方法 パワーポイントを用いて授業を行い、毎週その内容に即した資料を配布する。内容によっては演習も行う。

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 エネルギー変換工学のガイダンス エネルギー変換の概要、身の回りに存在するエネルギーを
理解する

2週 パワーとエネルギー１
パワー(電力)とエネルギー(電力量)、エネルギーの単位(J、
Wh、eVとそれらの相互変換も)、電気料金とエネルギー、
電力と電力量の計算について理解する

3週 エネルギー資源 石油、石炭、天然ガス、ウラン、一次エネルギーと二次エ
ネルギーについて理解する

4週 各種発電の特徴 水力発電、火力発電、原子力発電の類似点、相違点を理解
する

5週 各種発電形態の利点と欠点 水力発電、火力発電、原子力発電の利点と欠点を理解する
6週 原子力発電１ 原子力発電一般について理解する
7週 原子力発電２ 原子力発電の問題点について理解する

8週 この頃に試験解説 試験の解説を行うことで、ここまでの内容を振り返り、複
数の考え方や解き方があることを知って、理解を深める

9週 核反応生成物と放射線 核反応とそれにともなって放出される放射線について理解
する

10週 核融合と太陽 核融合反応について理解する
11週 核融合と太陽 核融合反応とその現状について理解する
12週 直流と交流 電気の種類について理解する
13週 送電、変電、変圧器 電気が作られて、各家庭に届けられる過程を理解する
14週 電磁誘導現象 変圧器の機構を理解する

15週 試験解説と一年のまとめ 試験の解説を行うことで、ここまでの内容を振り返り、複
数の考え方や解き方があることを知って、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 100 0 0 0 0 0 100
基礎的能力 60 0 0 0 0 0 60
専門的能力 40 0 0 0 0 0 40
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 平成30年度 (2018年度) 授業科目 日本事情
科目基礎情報
科目番号 2018-215 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 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 必要に応じて教員が用意した資料プリントを配付する。
担当教員 佐藤 崇徳,平田 陽一郎
到達目標
日本の生活文化を理解しようとする姿勢を持ち、様々な手段を通して日本の社会事情に関する情報を収集・整理し、また、発表・議論すること
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

日本の生活文化を理解しようとす
る姿勢を持ち、様々な手段を通し
て日本の社会事情に関する情報を
収集・整理し、また、発表・議論
することがよくできる。

日本の生活文化を理解しようとす
る姿勢を持ち、様々な手段を通し
て日本の社会事情に関する情報を
収集・整理し、また、発表・議論
することができる。

日本の生活文化を理解しようとす
る姿勢を持ち、様々な手段を通し
て日本の社会事情に関する情報を
収集・整理し、また、発表・議論
することができない。

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）】 ４
教育方法等
概要 ※この授業科目は、外国人留学生を対象にしたものである。

日本で生活を送るうえで必要な日本の社会・文化に関する基本的な知識を身につける。

授業の進め方と授業内
容・方法

日本語で書かれた様々な文書（新聞，広報誌，掲示など）を読み、各種の申し込みや問い合わせなどの手続き方法や関
連する日本語表現について学ぶ。
また、日本社会に根付いている生活文化に触れる機会を設け、実体験を通じて日本への理解を深める。
テーマ学習では、設定されたテーマに基づいて情報を収集・整理し、発表・話し合いをする。

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。

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年間の授業の流れや成績評価の基準について理解できる。

2週 日本人とのコミュニケーション－自己紹介－  日本と母国との社会の違いに留意しながら自分の経歴を説
明できる。

3週 日本の社会・文化を学ぶ 自然災害と防災の重要性を認識できる。

4週 日本の社会・日本人の生活に触れる 沼津高専に近接する地域（門池周辺）を実際に歩いてみる
中で、母国の文化との違いに着目できる。

5週 日本の社会・文化を学ぶ 立夏と年中行事について理解できる。
6週 日本の社会・日本人の生活に触れる 日本の交通について理解できる。

7週 テーマ学習その１ 調べ学習と発表を通じて、日本の社会・文化と母国のそれ
を比較し、理解を深めることができる。

8週 テーマ学習その１ 調べ学習と発表を通じて、日本の社会・文化と母国のそれ
を比較し、理解を深めることができる。

9週 テーマ学習その１ 調べ学習と発表を通じて、日本の社会・文化と母国のそれ
を比較し、理解を深めることができる。

10週 日本の社会・日本人の生活に触れる 部活動見学を通じて、日本人の生活に触れ、理解を深める
ことができる。

11週 日本の社会・日本人の生活に触れる 折り紙体験を通じて、日本人の生活に触れ、理解を深める
ことができる。

12週 日本の社会・日本人の生活に触れる スーパー・百均ショップを訪れることを通じて、日本人の
生活に触れ、理解を深めることができる。

13週 見学旅行
日本について学んだ知識を活用して、見学旅行を企画・準
備することができ、またその実施を通じて、日本の社会・
文化への理解を深めることができる。

14週 見学旅行
日本について学んだ知識を活用して、見学旅行を企画・準
備することができ、またその実施を通じて、日本の社会・
文化への理解を深めることができる。

15週 見学旅行
日本について学んだ知識を活用して、見学旅行を企画・準
備することができ、またその実施を通じて、日本の社会・
文化への理解を深めることができる。

16週

後期

1週 高専祭
高専祭への出展を企画・準備する中で、日本との違いを踏
まえて、母国の社会や文化について、日本語で説明するこ
とができる。

2週 高専祭
高専祭への出展を企画・準備する中で、日本との違いを踏
まえて、母国の社会や文化について、日本語で説明するこ
とができる。

3週 日本の社会・文化を学ぶ 日本を代表する自然・文化的遺産である富士山について理
解できる。



4週 テーマ学習その２ 調べ学習と発表を通じて、日本の社会・文化と母国のそれ
を比較し、理解を深めることができる。

5週 テーマ学習その２ 調べ学習と発表を通じて、日本の社会・文化と母国のそれ
を比較し、理解を深めることができる。

6週 テーマ学習その２ 調べ学習と発表を通じて、日本の社会・文化と母国のそれ
を比較し、理解を深めることができる。

7週 日本の社会・日本人の生活に触れる 正月と年中行事について理解できる。
8週 日本の社会・文化を学ぶ  日本の歴史の概要について理解できる。
9週 日本の社会・日本人の生活に触れる 立春と年中行事について理解できる。

10週 テーマ学習その３ 調べ学習と発表を通じて、日本の社会・文化と母国のそれ
を比較し、理解を深めることができる。

11週 テーマ学習その３ 調べ学習と発表を通じて、日本の社会・文化と母国のそれ
を比較し、理解を深めることができる。

12週 テーマ学習その３ 調べ学習と発表を通じて、日本の社会・文化と母国のそれ
を比較し、理解を深めることができる。

13週 テーマ学習その４ 調べ学習と発表を通じて、日本の社会・文化と母国のそれ
を比較し、理解を深めることができる。

14週 テーマ学習その４ 調べ学習と発表を通じて、日本の社会・文化と母国のそれ
を比較し、理解を深めることができる。

15週 まとめ 授業アンケートへ回答などを通じて１年間を振り返り、授
業内容への認識を深めることができる。

16週
評価割合

試験 発表 相互評価 授業への積極的
姿勢 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 80 0 20 0 0 100
基礎的能力 0 80 0 20 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 平成30年度 (2018年度) 授業科目 （学際科目）医用工学基礎Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 2018-221 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 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 臨床工学シリーズ6 「医用工学概論」　島津秀昭他著　日本生体医工学会監修（コロナ社）
担当教員 芹澤 弘秀
到達目標
１．生体物性の基礎を理解し、生体組織の物理的性質について説明できる。
２．生体信号の計測と処理の方法を理解し、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
１．生体物性の基礎を理解し、生
体組織の物理的性質について説明
できる。

生体物性の基礎を十分に理解して
おり、生体組織の物理的性質につ
いて詳しく説明できる。

生体物性の基礎を理解しており、
生体組織の物理的性質について要
点を説明できる。

生体物性の基礎を理解しておらず
、生体組織の物理的性質について
説明できない。

２．生体信号の計測と処理の方法
を理解し、説明できる。

生体信号の計測と処理の方法を十
分に理解しており、それを詳しく
説明できる。

生体信号の計測と処理の方法を理
解しており、その要点を説明でき
る。

生体信号の計測と処理の方法を理
解しておらず、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
医用工学は、医学と工学の境界領域にあって、工学的な技術や理論、考え方を広く医学・医療全般に応用する学際的学
問分野である。関係する工学は、電気・電子工学、機械工学、材料工学、情報工学など広い工学領域を含む。医学系の
専門基礎を学ぶとともに、工学系技術を医学・医療へ応用した医用機器及びその安全管理について学び、工学技術者と
して学際分野へ展開する素養を養成を図る。

授業の進め方と授業内
容・方法 授業は講義形式で行い、適宜、課題レポートを課す。

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.中間試験35%、期末試験35%、レポート20%、授業態度10%で評価する。

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 ガイダンス、境界領域としての医用工学
2週 生体物性１ 生体物性の必要性
3週 生体物性２ 電気的な性質（１）
4週 生体物性３ 電気的な性質（２）
5週 生体物性４ 電気的な性質（３）
6週 生体物性５ 力学的・流体的な性質
7週 生体物性６ 波動・熱に対する性質
8週 生体信号と処理１ 生体信号の種類・特徴と計測
9週 生体信号と処理２ 波形解析に必要な数学（１）
10週 生体信号と処理３ 波形解析に必要な数学（２）
11週 生体信号と処理４ 診断装置での数学の応用
12週 計測・診断にかかわる医用機器１ 生体の電気現象の計測
13週 計測・診断にかかわる医用機器２ 心電図、脳波計
14週 計測・診断にかかわる医用機器３ 筋電計と誘発筋電計
15週 計測・診断にかかわる医用機器４ 生体の物理・化学現象の計測
16週

評価割合
中間試験 期末試験 レポート 授業態度 合計

総合評価割合 35 35 20 10 100
基礎的能力 35 35 20 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 平成30年度 (2018年度) 授業科目 日本語
科目基礎情報
科目番号 2018-214 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 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 初級文型で学ぶ科学技術の日本語、留学生のためのアカデミックジャパニーズ、他
担当教員 高澤 啓子,（教養科 非常勤講師）
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)」という異文化を自国と比較しながら理解し、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
日本語を聞いて正確に理解し、聞
いたことをまとめ、適切な対応が
できる

日本語を聞いてに理解し、聞いた
ことをまとめ、対応ができる

日本語を聞いてに理解し、聞いた
ことをまとめ、対応ができない

評価項目2
日本語を用いて適切にレポートを
作成し、適切なコミュニケーショ
ンができる

日本語を用いてレポートを作成し
、コミュニケーションができる

日本語を用いてレポートを作成し
、コミュニケーションができない

評価項目3
専門的に関する日本語を適切に理
解したり、文化的な違いに適切に
対応できる

専門的に関する日本語を理解した
り、文化的な違いに対応できる

専門的に関する日本語を理解した
り、文化的な違いに対応できない

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N2レベル程度の日本語(および一部英語)で授業を実施する
ので前年度中にN2を取得していることが望ましい。

授業の進め方と授業内
容・方法 前期・後期（試験50%, 課題・提出物30%, 出席・授業態度20%）学年末評価（前期40%, 後期40%, 選択課題20%）

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 オリエンテーション 自己紹介。授業概要、課題、評価基準等の説明。地震と防
災について

2週 科学技術の日本語　第１課 パーソナルコンピュータと日本語、カタカナの言葉、動詞
のマス形

3週 科学技術の日本語　第１課 日本語の文字コード、専門用語、日本語の文の特徴

4週 科学技術の日本語　第２課 日本科学未来館を見る、論文スタイルの日本語、自動詞と
他動詞

5週 科学技術の日本語　第２課 研究発表のスタイルの日本語

6週 科学技術の日本語　第３課 ワープロソフトで日本語文書を作成する、コンピュータ用
語、変化・条件を表す文型

7週 科学技術の日本語　第３課 かな漢字変換、ワードプロセッサの日本語入力

8週 科学技術の日本語　第４課 気温の変化、原因・変化を表す日本語表現、原因・理由・
例示を表す文型

9週 科学技術の日本語　第４課 気象庁のホームページ、単位の読み方
10週 科学技術の日本語　第５課 新幹線、定義の文、数式の読み方
11週 科学技術の日本語　第５課 TGV、図形を表す日本語
12週 科学技術の日本語　第６課 ロボット、使役形の文型と表現
13週 科学技術の日本語　第６課 ヒューマノイド・ロボット、日本語の語の構成要素

14週 科学技術の日本語　第７課 音声情報工学、可能形、条件の表現、構成・列挙を表す文
型

15週 科学技術の日本語　第７課 音声認識の応用、言葉の使い分け（書き言葉と話し言葉、
論文用語と一般用語）

16週

後期

1週 テーマ学習 スピーチコンテストに出場する
2週 テーマ学習 スピーチコンテストに出場する
3週 テーマ学習 高専祭に参加する
4週 テーマ学習 高専祭に参加する
5週 科学技術の日本語　第8課 新エネルギー、根拠・変化を表す文型、量・率を表す表現

6週 科学技術の日本語　第8課 省エネとハイブリッドカー、座標を読むときの日本語のこ
とば

7週 科学技術の日本語　第9課 地球温暖化、引用・伝聞・仮定・判断・結果を表す文型・
表現

8週 科学技術の日本語　第9課 先進国の責任、状態の変化の表現



9週 留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ　第1課 富士山についての話を聞いて、富士山の富士山の特徴や歴
史について理解する

10週 留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ　第２課 日本の信号についての話を聞いて、自国の信号や交通ルー
ルと比較する。

11週 留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ　第３課 隠れキリシタンについての話を聞いて、日本の宗教の歴史
を理解する。自国の宗教について説明する。

12週 留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ　第４課 日本の水族館についての話を聞いて、自然の状態の魚との
違い、その理由を考える。

13週 留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ　第５課 ゴリラの食事のしかたについての話を聞いて、自然界の動
物と植物の関係を理解し説明する。

14週 留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ　第６課 東京の温泉についての話を聞いて、温泉を定義し、日本の
温泉と自国の温泉とを比較する。

15週 留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ　第７課
「失敗学」についての話を聞いて、失敗学とはどのような
ものかを理解し、自分が経験した失敗と関連づけて話を要
約する。

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 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 平成30年度 (2018年度) 授業科目 線形代数Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2018-209 科目区分 一般 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 新　線形代数(大日本図書)，新　線形代数問題集(大日本図書)
担当教員 西垣 誠一
到達目標
１．消去法や逆行列を用いて連立一次方程式を解くことができる。
２．行列の階数を計算することができる。
３．行列式の定義と性質が分かり，それを用いて計算することができる。
４．余因子を用いて逆行列を求めることができる。
５．線形変換の定義がわかり，簡単な線形変換を行列で表すことができる。
６．固有値と固有ベクトルの定義を述べられ，計算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

消去法や逆行列を用いて連立方程
式を解くことができる。行列の階
数を計算することができる。行列
式の定義と性質がわかりそれを用
いて計算することができる。余因
子を用いて逆行列を求めることが
でき、クラーメルの公式で連立方
程式の解を求めることができる。
線形変換の定義がわかり、簡単な
線形変換を行列で表すことができ
、図形の問題へ応用することがで
きる。固有値と固有ベクトルの定
義を述べられ、計算で求めること
ができ、応用することができる。

消去法や逆行列を用いて連立方程
式を解くことができる。行列の階
数を計算することができる。行列
式の定義と性質がわかりそれを用
いて計算することができる。余因
子を用いて逆行列を求めることが
できる。線形変換の定義がわかり
、簡単な線形変換を行列で表すこ
とができる。固有値と固有ベクト
ルの定義を述べられ、計算で求め
ることができる。

消去法や逆行列を用いて連立方程
式を解くことができない。行列の
階数を計算することができない。
行列式の定義と性質がわからない
。余因子を用いて逆行列を求める
ことができない。線形変換の定義
がわからない。固有値と固有ベク
トルの定義を述べられない。

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）】 ２
教育方法等

概要

本講義で学ぶ線形代数学は微分積分学と合わせて，理工系で学ぶ数学の必須の内容となっている。線形代数Ⅰに引き続
き，行列を用いて連立一次方程式を解く方法を学ぶ。そこでは行列の階数という概念が重要となる。その後，正方行列
に対して行列式という新しい概念を導入する。行列式は逆行列の存在と密接に関連しているだけでなく，幾何学的にも
重要な意味をもつ。その後，線形変換とその行列表現について学び，行列の固有値について学ぶ。この講義に続く進ん
だ内容を学びたい学生は「はじめて学ぶベクトル空間」(大日本図書)(碓氷，高遠，濱口，松澤，山下共著)を参考書とし
て紹介する。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義形式で行う。教科書の問や練習問題，問題集の問題の演習を授業時間内に行うがすべてを授業時間内に行うことは
不可能である。授業時間内に行うことのできなかった問題は授業後に復習のために演習することは不可欠である。授業
中に何回か小テストを課す予定である。シラバス上は試験の解説を行うことになっているが，その時間を試験前に持っ
ていき，演習の時間とすることがある。

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 消去法 拡大係数行列に対する行基本変形により連立一次方程式を
解くことができる。

2週 逆行列と連立一次方程式 行基本変形を用いて正方行列の逆行列を求めることができ
る。

3週 行列の階数 行列の階数を求めることができる。

4週 行列式の定義(1) ２次と３次の正方行列の行列式の定義を述べることができ
，実際に計算できる。

5週 行列式の定義(2) 順列を用いた行列式の定義を述べることができ，その定義
に基づいて行列式を計算できる。

6週 行列式の性質（１） 行列式の性質を用いて行列式を計算することができる。
7週 行列式の性質（２） 行列式の性質を用いて行列式を計算することができる。
8週 前期中間試験解説

9週 行列の積の行列式 行列の積の行列式の性質が行列式の積になることを用いて
計算を行うことができる。

10週 行列式の展開 行列式を展開によって計算することができる。
11週 行列式と逆行列 余因子を用いて逆行列を計算することができる。

12週 連立一次方程式と行列式(1) クラーメルの公式を用いて連立一次方程式を解くことがで
きる。

13週 連立一次方程式と行列式(2)
右辺がすべて0である連立一次方程式が自明でない解を持つ
ための条件を述べることができる。また，それと数ベクト
ルの線形独立性との関連性について述べることができる。

14週 行列式の図形的意味（１） 行列式の図形的意味を述べることができる。
15週 行列式の図形的意味（２） 行列式の図形的意味を述べることができる。
16週



後期

1週 線形変換 線形変換の定義を述べることができる。与えられた線形変
換を表す行列を求めることができる。

2週 線形変換の基本性質 線形変換の基本性質を用いて条件を満たす線形変換を決定
することができる。

3週 合成変換と逆変換 合成変換と逆変換について定義とそれらを表す行列につい
て述べることができる。

4週 回転を表す線形変換 回転を表す線形変換を書くことができる。
5週 直交行列と直交変換 直交行列と直交変換の定義を述べることができる。

6週 固有値と固有ベクトル 線形変換の固有値と固有ベクトルの定義を述べることがで
きる。

7週 固有値と固有ベクトル 与えられた行列の固有値と固有ベクトルを求めることがで
きる。

8週 後期中間試験の解説
9週 行列の対角化 行列の対角化を行うことができる。
10週 対角化可能の条件 行列が対角化できるための条件を述べることができる。

11週 対称行列の直交行列による対角化(1) 固有値がすべて固有方程式の重複度１の解である場合，対
称行列を直交行列により対角化することができる。

12週 対称行列の直交行列による対角化(2) 固有方程式が重解を持つ場合，対角化行列となる直交行列
を求めることができる。

13週 対角化の応用(1) 対角化を用いて２次曲線の標準形を求めることができる。
14週 対角化の応用(2) 対角化を用いて行列のべき乗を求めることができる。
15週 まとめ
16週

評価割合
試験 小テストなど 合計

総合評価割合 70 30 100
基礎的能力 70 30 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 電気電子工学実験Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 2018-201 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: 4
開設学科 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 4
教科書/教材 プリント
担当教員 電気電子工学科 全教員,西村 賢治
到達目標
(1) 実験を正しく理解し、正しくまとめ、考察を深めることができる（創造実験）
(2) コンピュータを使ってデータ整理をすることができる
(3) 事前準備、実施時の積極的な取り組み、事後のデータ整理、そして期限内の報告書完成という一連のプロセスを自分の責任において完結する
ことができる
(4) 少人数の班編成における協力体制をつくることができる
(5) 実験を主体とした様々な電気現象の確認により、実験と授業を相補的に理解することができる
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

姿勢 実験やグループワーク推進の原動
力になった 実験やグループワークを助けた 実験またはグループワークの妨げ

になった

期日 全レポートを期限内に提出した レポートを，一部遅れながらも全
部提出した 未提出のレポートがある

報告書内容 レポートの狙いに沿った記述があ
る 体裁が整っている 体裁が整っていない

質疑 追及されても答えられる レポートに書いてある内容を説明
できる

レポートの書いてある内容を答え
られない

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 【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
教育方法等

概要
クラスを4･5 名ずつの10 グループに分け，前・後期ともに5題の各実験テーマにつき2週間かけて取り組む。実験テーマ
は，電気電子工学の基本である電磁気・回路だけでなく，電子回路やコンピュータのハード、ソフトといった、電気電
子の基礎ではあるがより専門的なものに広がり始める。実験に対して正しく理解し，実験結果を適切にまとめることは
講義の内容を深く理解するためにも欠かせない。

授業の進め方と授業内
容・方法

(1) 報告書が一通でも未提出の学生はこの科目を不合格とする。
(2) 全ての報告書を出した学生の評価点は、各担当者がそれぞれの報告書に出した点数を平均したものである。
(3) 各報告書の評価の内訳は、実験に取り組む姿勢(40%)、提出時期(30%)、報告書の内容(20%)、口頭試問への対応
(10%) である。なお，理由なく提出期間を過ぎた場合には，不合格とする。

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
。
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. 本科目は実技科目であるため、不合格の場合は進級できない。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 前期ガイダンス（１）
2週 前期ガイダンス（２）
3週 実験１ F/Fとその応用（１）
4週 F/Fとその応用（２）
5週 実験２ 交流電力の測定とパワーエレクトロニクス（１）
6週 交流電力の測定とパワーエレクトロニクス（２）
7週 実験３ 電源回路の特性（１）
8週 電源回路の特性（２）
9週 実験４ Trのhパラメータ（１）
10週 Trのhパラメータ（２）
11週 実験５ 数式処理（１）
12週 数式処理（２）
13週 レポート指導（１） レポート整理（１）
14週 レポート指導（２） レポート整理（２）
15週 前期のまとめ 前期内容の振り返りとまとめ
16週

後期

1週 後期ガイダンス（１）
2週 後期ガイダンス（２）
3週 実験６ 計測実験（１）
4週 計測実験（２）
5週 実験７ ベクトル軌跡（１）
6週 ベクトル軌跡（２）
7週 実験８ 変圧器（１）
8週 変圧器（２）
9週 実験９ OPアンプ（１）
10週 OPアンプ（２）



11週 実験１０ 構造化プログラミングの基礎（１）
12週 構造化プログラミングの基礎（２）
13週 レポート指導 レポート整理（１）
14週 レポート整理（２）
15週 総括 総括，授業アンケート
16週

評価割合
姿勢 期日 報告書内容 質疑 合計

総合評価割合 40 30 20 10 100
基礎的能力 40 30 0 0 70
専門的能力 0 0 20 10 30
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 平成30年度 (2018年度) 授業科目 電子回路Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 2018-199 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: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 「集積回路時代の アナログ電子回路」 藤井信生 著，オーム社，2014 （昭晃堂，1984 が出版社変更）
担当教員 望月 孔二
到達目標
・電子回路に必要な基礎知識に関する問題に答えられる。
・半導体の基礎、ダイオードの特性に関する問題に答えられる。
・トランジスタの特性やその等価回路に関する問題に答えられる。
・トランジスタ1石の増幅回路に関して利得等の特性を解析できる。
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
回路理論のうち，電子回路の学習
に必要な知識を有する

□方程式を立て無ければ解けない
問題も解ける

□オームの法則を適用すれば良い
問題を解くことが出来る □オームの法則の適用が出来ない

半導体素子の基礎がわかる □バイポーラトランジスタとFETの
使い分けを説明できる

□ダイオードとバイポーラトラン
ジスタとFETについて，特徴を説明
できる

□半導体素子について説明できな
い

半導体素子の等価回路
□半導体素子について複数の等価
回路をあげ，使い分けることがで
きる

□半導体素子の等価回路について
説明できる □等価回路について説明できない

トランジスタ１石の増幅回路のバ
イアス特性について

□条件に応じてバイアス回路を設
計できる

AND □バイアスの必要性を説明で
きる，□バイアス計算ができる

OR □バイアスの必要性を説明でき
ない，□バイアス計算ができない

トランジスタ１石の増幅回路につ
いて

□増幅回路の各種特性を説明でき
る

□増幅回路の基礎事項を説明でき
る

□増幅回路の基礎事項を説明でき
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
電子回路はトランジスタ・演算増幅器等の電子素子を含んだ回路であり，増幅・発振・変復調等の機能を果たし，通信
・コンピュータなどを支える重要な技術である。3年次では電子回路の基礎として一石のトランジスタを取り扱えるよう
にする。そのためには，1,2 年生で学んだ回路理論を自在に応用できることに加えて，非線形素子の特性と等価回路の意
味を理解することが重要である。なるべく練習問題も多く取り入れて授業を進める。

授業の進め方と授業内
容・方法

【評価方法】適宜宿題を出させる。小テストと年間3回の定期試験で能力を確認する。試験で判明した弱点は反省レポー
トで再教育。レポートや宿題は，この科目への自学自習能力の判断材料とする。
【評価基準】小テスト10%，前期期末30%，後期中間20%，学年末40%として点数計算し，60%以上を合格とする。
試験の反省レポートのできばえに応じて試験の減点分の0%～25% を加算。クラスの学習に役だつレポートと認められ
てELSに貼り付けられる場合，1件あたり減点分の10%加点。

注意点
備考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。
備考 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。
備考 3. 参考書は「アナログ電子回路演習 基礎からの徹底理解」石橋幸男 著，培風館，1998

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 授業に関する約束．　評価について．「電子回路」の位置
づけを学ぶ

2週 授業と演習：回路理論基礎 回路理論を復習する（「電子回路」に必要な計算力）
3週 その２ その２
4週 その３ 電源について復習する（電圧源，電流源，内部抵抗）
5週 その４ その２
6週 授業と演習：電子回路の基礎 制御電源について学ぶ
7週 その２ その２
8週 その３ ゲインとデシベル表記を学ぶ
9週 その４ その２
10週 その５ 周波数特性をグラフ化する
11週 その６ その２

12週 その７ 半導体素子（ダイオード，トランジスタ，FET）の働きを
知る

13週 その８ その２
14週 その９ 半導体素子の内部動作を知る
15週 その１０ その２
16週 （期末テスト） （期末テスト）

後期

1週 半導体素子 ダイオードの特性を等価回路で表せる
2週 半導体素子 バイポーラトランジスタの特性を等価回路で表せる

3週 半導体素子 バイポーラトランジスタの回路を特性図を使って解析でき
る

4週 半導体素子 FETの特性を等価回路で表せる
5週 半導体素子 FET回路を特性図を使って解析できる

6週 増幅回路 直流成分と交流成分に分けて考える必要があることを知る
．バイアス計算ができる．



7週 演習 演習（各授業毎の演習や宿題で十分な理解が得られた場合
，この回を授業にすることがある）

8週 まとめ 今までのおさらいをする
9週 増幅回路 ナレータ、ノレータモデルによるトランジスタの回路解析
10週 増幅回路 トランジスタの基本増幅回路（ベース接地）
11週 増幅回路 トランジスタの基本増幅回路（エミッタ接地）
12週 増幅回路 トランジスタの基本増幅回路（コレクタ接地）
13週 増幅回路 複数段の解析と，FETの基本増幅回路

14週 演習 演習（各授業毎の演習や宿題で十分な理解が得られた場合
，この回を授業にすることがある）

15週 演習 その２
16週 （期末テスト） （期末テスト）

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 30 20 0 0 0 0 50
専門的能力 40 10 0 0 0 0 50
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 平成30年度 (2018年度) 授業科目 総合英語ＢⅢ
科目基礎情報
科目番号 2018-212 科目区分 一般 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 4
教科書/教材 Science for Everyone，Engage
担当教員 西口 美津子
到達目標
教材の記事を読んで必要な情報を読み取ったり概要を把握でき、その内容を英語あるいは日本語で解説できる。YL1.5 程度までの難易度の教材
をWPH100以上の速度で読んで内容を７割以上理解できる。年間１０万語の多読を目標に自律的に英語を読む習慣を身につけることができる。
英語で書かれた本について300語程度の書評を書くことができ、それら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
できる。TOEIC350点以上を取る英語力を身につける。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　
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 基本的語彙、語法、文構造を習得
して、文章を正確に理解できる。

基本的語彙、語法、文構造を習得
して、文章を概ね理解できる。

基本的語彙、語法、文構造を習得
できず、文章を理解することがで
きない。

評価項目2
英語多読図書を英文の論理展開を
正確に理解した上で、書評を
300語程度の英語で書ける。

英語多読図書を英文の論理展開を
理解した上で、書評を300語程度
の英語で書ける。

英語多読図書を英文の論理展開を
理解できず、書評を300語程度の
英語で書くことができない。

評価項目3
書評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。

書評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。

書評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

2年次までに修得した知識や技術を土台に英文の読解力や文法力、作文力、発信力を高める。
英語のインプット量を増やすために、教科書教材に加え、週に１時限を目安に英語多読多聴活動を授業内に行うととも
に自律的な英語学習の姿勢を身につけるために、授業外の多読活動も適宜課していく。
蓄えたインプットを発信能力に繋げる活動として英語での書評活動を行う。活動には会話や発音練習等を定期的に取り
入れる。

授業の進め方と授業内
容・方法

教科書を用いて精読、音読、音読筆写を行う。
２年次までに学習した英語Wの復習に『Engage』を用いて定期的に小テストを実施する。
英文書評の原稿作成とその添削、音読練習などをグループ学習形態で行う。
教材で扱われた文法を使った英作文練習を適宜行う。

注意点
英語は知識の習得であり、また技能訓練が必要な科目であるので、授業ではペアやグループで英語を使う活動を取り入
れる。そこでは他者と協力して積極的に活動する姿勢が求められる。使用教材は同じであるが、授業担当者が複数名い
るため、状況（クラス毎の習熟度や、学習意欲・態度の差、授業担当者の授業方針等）によって進度やテスト範囲、課
題が異なる場合がある。各授業担当者から指示を受けること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週
１回目　Chapter 8　　　　　　　                　　　　
２回目　Chapter 8、多読　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

教材の論文記事の概要を把握して必要な情報を読み取るこ
とができる。
Comprehension Check, Summary Writing, Grammar
Review & Exercises ができる。

2週
１回目　Chapter 8　　　　　　　　　　　
２回目　Chapter 9、多読　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

Listening Practice ができる　　　　　　　　　　　
教材の論文記事を理解できる

3週
１回目　Chapter 9　　　　　　　　　　　
２回目　Chapter 9、多読　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

Comprehension Check, Summary Writing, Grammar
Review & Exercises, Listening Practice ができる

4週
１回目　Chapter 10　　　　　　　　　             　　
２回目　Chapter 10、多読　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

教材の論文記事を理解できる
Comprehension Check, Summary Writing, Grammar
Review & Exercises ができる

5週
１回目　Chapter 10　　　　　　　　　　               　
２回目　Chapter 11、多読　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

Listening Practice ができる　　　　　　　　　　　
教材の論文記事を理解できる

6週
１回目　Chapter 11　　　　　　　　　　             　
２回目　Chapter 11、多読　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

Comprehension Check, Summary Writing, Grammar
Review & Exercises, Listening Practice ができる

7週
１回目　Chapter 12　　　　　　　　　             　　
２回目　Chapter 12、多読　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

教材の論文記事を理解できる
Comprehension Check, Summary Writing, Grammar
Review & Exercises ができる

8週
１回目　Chapter 12　　　　　　　　　　　
２回目　Chapter 13、多読　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

Listening Practice ができる　　　　　　　　　　　　
教材の論文記事を理解できる

9週
１回目　Chapter 13　　　　　　　　　　　
２回目　Chapter 13、多読　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

Comprehension Check, Summary Writing, Grammar
Review & Exercises, Listening Practice ができる

10週
１回目　Chapter 14　　　　　　　　　　　
２回目　Writing Activity、多読　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

教材の論文記事を理解できる　　　　　　　　　　
テーマに沿って英文が書ける　　　　　　

11週
１回目　Chapter 14　　　　　　　　　　　
２回目　Writing Activity、多読　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

Comprehension Check, Summary Writing, Grammar
Review & Exercises ができる
テーマに沿って英文が書ける　　　　　　



12週
１回目　Chapter 14　　　　　　　　　　
２回目　Writing Activity、多読　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

Listening Practice ができる　
テーマに沿って英文が書ける

13週
１回目　Chapter 15　　　　　　　　　　
２回目　Writing Activity、多読　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

教材の論文記事を理解できる　　　　　　　　　　　
テーマに沿って英文が書ける　　　　　　

14週
１回目　Chapter 15　　　　　　　　　　             　
２回目　Chapter 15　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

Comprehension Check, Summary Writing, Grammar
Review & Exercises, Listening Practice ができる

15週
１回目　 Group Activity on  Book Review 　　　
２回目　Review Exercises　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

後期の内容を復習することができる　　　　　　　　
英文をグループ内で評価し合うことができる

16週
評価割合

試験 課題（英作文発表含む
） 課題テスト 意欲と関心 合計

総合評価割合 70 20 5 5 100
基礎的能力 70 20 5 5 100
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 平成30年度 (2018年度) 授業科目 海外技術研修
科目基礎情報
科目番号 2018-203 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 電気電子工学科 対象学年 3
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
15週 以上、研修・作業等



16週 研修報告・研修報告書の提出または研修報告会の実施
評価割合

試験 発表 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 平成30年度 (2018年度) 授業科目 電気電子計測
科目基礎情報
科目番号 2018-200 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: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 阿部,村山 共著 「電気・電子計測」(森北出版)
担当教員 大津 孝佳
到達目標
（１）測定器具，装置を実験，実習において正しく，適切に使用できる。
（２）実験により得られた測定データの処理（計算，グラフ表示）が適切におこなえる。
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

測定器具，装置を実験，実習にお
いて正しく，適切に使用でき、実
験により得られた測定データの処
理（計算，グラフ表示）が適切に
おこなえることが良くできる。

測定器具，装置を実験，実習にお
いて正しく，適切に使用でき,実験
により得られた測定データの処理
（計算，グラフ表示）が適切にお
こなえることができる。

測定器具，装置を実験，実習にお
いて正しく，適切に使用できず,ま
た、実験により得られた測定デー
タの処理（計算，グラフ表示）が
適切におこなえることができない
。

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 電気量の測定法の基本と波形観測装置の概要を学ぶ。
授業の進め方と授業内
容・方法

電気電子工学実験において使用する測定器具，装置の原理を理解し，適切に使用できるようになることと，測定データ
の処理方法を修得することを目標とする。

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
。
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 計測の基礎 講義の目的と概要
2週 計測の基礎 測定値（誤差，精度，有効数字）
3週 測定値の処理法 (1)誤差法則 (2)平均値と標準偏差
4週 測定値の処理法 演習
5週 測定値の処理法 (3)正規分布 (4)最小二乗法
6週 測定値の処理法 演習
7週 単位系と標準 SI 単位，各種標準、トレーサビリティ
8週 単位系と標準 演習
9週 計測と単位系の基礎 計測と単位系の復習

10週 指示計器 1)概要と可動コイル形計器の原理 (2)分流器、倍率器、温
度補償回路、多重レンジ計器

11週 指示計器 演習
12週 指示計器 (3)可動鉄片形、電流力計形、整流器形、熱電形計器の原理
13週 指示計器 演習
14週 静電気の測定 剥離帯電、摩擦帯電、表面電位計、電荷量の測定
15週 静電気の測定 演習
16週

後期

1週 電圧・電流の測定 1)電圧・電流の測定方法  (2)電位差計，ディジタル計器
2週 電圧・電流の測定 演習
3週 抵抗，インピーダンスの測定 Q メータ，ディジタルRLC メータ
4週 抵抗，インピーダンスの測定 Wheatstone Bridge ，低抵抗，高抵抗の測定
5週 抵抗，インピーダンスの測定 交流ブリッジの原理と各種交流ブリッジ

6週 電力の測定 電圧，電流計による測定（３電圧計法，３電流計法），力
率，無効電力の測定

7週 電力の測定 演習
8週 計測と電気の応用 計測と電気の応用の復習
9週 電力量計 答え合わせ、電力計測の基礎
10週 電力量計 電力量計の原理（１）
11週 電力量計 電力量計の原理（２）
12週 波形観測，記録装置 オシロスコープの原理（１）
13週 波形観測，記録装置 オシロスコープの原理（２）
14週 波形観測，記録装置 フェザー表示
15週 波形観測，記録装置 演習
16週



評価割合
試験 課題レポート 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 応用物理Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 2018-196 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: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 初歩から学ぶ力学Ⅰ，Ⅱ （大日本図書）
担当教員 住吉 光介,駒 佳明
到達目標
1. 微分，積分，ベクトルを用いて，質点の運動を定量的に扱うことができ、運動方程式をたてて解くことができる。2. 等速円運動および力学的
エネルギー保存則を理解して、方程式を扱うことができる。3. 質点２体系や剛体の運動を，１質点の運動と対比させながら理解でき，２体系お
よび剛体の運動の典型的な例について運動方程式をたてて解くことができる。4. 運動方程式を微分方程式として捉えることができ，様々な具体
例(落下運動，単振動，減衰振動，強制振動)の運動方程式をたてて解くことができる。
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
質点運動の応用的な例について微
分，積分，ベクトルを用いて運動
方程式を書いて解くことができる
。

質点運動の基礎的な例について微
分，積分，ベクトルを用いて運動
方程式を書いて解くことができる
。

質点運動の基礎的な例について微
分，積分，ベクトルを用いて運動
方程式を書くことができない。

評価項目2
等速円運動および力学的エネルギ
ー保存則の応用的な例について方
程式を書いて解くことができる。

等速円運動および力学的エネルギ
ー保存則の基礎的な例について方
程式を書いて解くことができる。

等速円運動および力学的エネルギ
ー保存則の基礎的な例について方
程式を書くことができない。

評価項目3
２体系および剛体の運動の応用的
な例について運動方程式を書いて
解くことができる。

２体系および剛体の運動の基礎的
な例について運動方程式を書いて
解くことができる。

２体系および剛体の運動の基礎的
な例について運動方程式を書くこ
とができない。

評価項目4
質点運動の応用的な例について運
動方程式を微分方程式として書い
て解くことができる。

質点運動の基礎的な例について運
動方程式を微分方程式として書い
て解くことができる。

質点運動の基礎的な例について運
動方程式を微分方程式として書く
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）】 ２
教育方法等

概要

前期は，１年次で学んだ物理を基礎とし，数学で学んだ微積分やベクトルなどの解析的な方法を用いて，質点の力学を
定量的に扱う。１年次で学んだ力学および微積分やベクトルなどの復習，およ単元ごとのまとめと演習を行う。後期は
，２体系および剛体の運動，振動運動へ拡張する。特に，運動方程式を微分方程式として捉えて解析することに力点を
置く。本講義を通して，物理の基礎知識を自らの工学分野に応用できることに加え，自らの専門分野の課題の解決に数
学的手法を適用できることを学ぶ。

授業の進め方と授業内
容・方法

前期は，１年次における基礎的な概念を、微分・積分・ベクトルなどを用いた解析的な方法により一般化して、科学技
術への応用へ向けた物理学の法則を学んでいく。１年次の復習とともに解析的な手法の実例を扱い、演習プリントによ
り実際に計算をしながら授業を進めていく。後期は，講義および演習を中心に行う。講義中は集中して聴講するととも
に，積極的に演習に取り組むこと。

注意点
中間試験を50%，期末試験を50%の割合で100点を満点として評価し，評価点が60点に達した者を合格とする。なお
，定期試験が満点の60%に満たなかった者には，達成度を確認するための課題を与え，成果が十分とみなされた場合は
，その試験について満点の60%を上限として加点することがある。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 質点の力学（運動学）１ 微分による直線運動の位置，速度，加速度の計算ができる
2週 質点の力学（運動学）２ 積分による直線運動の位置，速度，加速度の計算ができる

3週 質点の力学（運動学）３ ベクトルによる平面運動の位置，速度，加速度の計算がで
きる

4週 質点の力学（運動学）４ 位置，速度，加速度のまとめと演習
5週 運動の法則１ 微分を含む運動方程式をたてる
6週 運動の法則２ 積分を用いて運動方程式を扱う
7週 運動の法則３ 運動方程式のまとめと演習
8週 前期中間演習
9週 等速円運動１ 角速度，向心力を扱う
10週 等速円運動２ 万有引力の法則と惑星の運動を扱う
11週 等速円運動３ 等速円運動のまとめと演習
12週 力学的エネルギー１ 位置エネルギー・運動エネルギーを扱う
13週 力学的エネルギー２ 保存力とポテンシャルを扱う
14週 力学的エネルギー３ 微分・積分を用いてエネルギーを扱う
15週 力学的エネルギー４ 力学的エネルギーのまとめと演習
16週

後期

1週 二体系の力学 重心と相対運動（力学Ⅱ第3章）の計算ができる
2週 二体系の力学 衝突の計算ができる
3週 二体系の力学 回転運動と角運動量の計算ができる
4週 質点系と剛体の力学 剛体 （力学Ⅱ第4章）の計算ができる
5週 質点系と剛体の力学 慣性モーメントの計算ができる
6週 質点系と剛体の力学 回転運動の運動方程式の計算ができる
7週 質点系と剛体の力学 回転運動のエネルギーと仕事の計算ができる
8週 後期中間演習



9週 極座標 座標変換ができる
10週 物体の運動と微分方程式 落下運動の計算ができる
11週 物体の運動と微分方程式 単振動の計算ができる
12週 物体の運動と微分方程式 減衰振動，強制振動の計算ができる
13週 物体の運動と微分方程式強制振動 振動運動の一般的計算ができる
14週 物体の運動と微分方程式 惑星の運動の計算ができる
15週 後期のまとめ
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 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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 歴史Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2018-205 科目区分 一般 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 詳説世界史　木村靖二　佐藤次高　岸本美緒(山川出版社)最新世界史図説タペストリー
担当教員 鈴木 登,（社会科 非常勤講師）
到達目標
歴史学習によって、この複雑な現代の世界を考える視点を持ち、歴史学習によって純粋に歴史や文化に興味を持つことができる。
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

歴史学習によって、この複雑な現
代の世界を考える視点を持ち、歴
史学習によって純粋に歴史や文化
に興味を十分に持つことができる
。

歴史学習によって、この複雑な現
代の世界を考える視点を持ち、歴
史学習によって純粋に歴史や文化
に興味を持つことができる。

歴史学習によって、この複雑な現
代の世界を考える視点を持ち、歴
史学習によって純粋に歴史や文化
に興味を持つことができない。

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 世界の主要地域における近現代史を学習する。

授業の進め方と授業内
容・方法

プリントと共に視聴覚教材を使い、近代史のイメージを作り上げ、講義で詳しい知識を与えていく。学生が近現代史の
大きな流れをつかめるようになること。またそれによって歴史への興味を持てるようになり、現代社会への理解のプラ
スになること。

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 現代のアメリカ社会　Ⅰ　ＤＶＤ上映Ⅰ 最も密接な関係をもつアメリカ社会の特質を知ることがで
きる。

2週 現代のアメリカ社会　Ⅱ　ＤＶＤ上映Ⅱ 同上
3週 大航海時代と主権国家体制 西欧の世界進出の過程を理解できる。
4週 宗教改革・オランダ独立戦争・イギリス革命 西欧の覇権国家の移り変わりを知ることができる。

5週 北米植民地の形成 北米植民地の獲得戦におけるイギリスの優位を理解できる
。

6週 アメリカ合衆国の独立 合衆国の建国精神・支配的政治思想について理解できる。
7週 19世紀のアメリカ合衆国と帝国主義時代 領域拡大と南北戦争後の工業国家化について理解できる。
8週 アメリカ黒人の歴史　Ⅰ 奴隷制度の過酷さ、非人間性が理解できる。
9週 アメリカ黒人の歴史　Ⅱ 黒人奴隷解放後の差別について理解できる。　　
10週 アメリカ黒人の歴史　Ⅲ 黒人差別撤廃運動の苦闘と意義について理解できる。
11週 ドイツの統一 ドイツの歴史の特徴を理解できる。
12週 第一次世界大戦 帝国主義と総力戦、民族主義について理解できる。
13週 ロシア革命 社会主義国家誕生の背景について理解できる。
14週 ファシズムの台頭　Ⅰ ファシズム国家成立の背景について理解できる。
15週 ファシズムの台頭　Ⅱ ファシズム国家の内外の政策の特徴について理解できる。
16週

後期

1週 第二次世界大戦　Ⅰ なぜ再び大戦が起きたのか、主たる要因を理解できる。
2週 第二次世界大戦　Ⅱ 大戦の経過を理解できる。

3週 ナチスの時代 なぜワイマール共和国のドイツにナチス政権ができたのか
、理解できる。

4週 ホロコースト　Ⅰ　ＤＶＤ上映Ⅰ 残忍なユダヤ人迫害と殺戮を映画を通して知り、その原因
のいくつかを理解できる。

5週 ホロコースト　Ⅱ　ＤＶＤ上映Ⅱ 同上

6週 戦後のドイツ 戦後ドイツの第二次大戦に関する歴史認識と周辺諸国との
関係を理解できる。

7週 東西冷戦と核兵器 冷戦のもたらしたものと核兵器の恐怖を理解できる。

8週 アメリカ黒人の歴史　Ⅳ 1964年の公民権法成立の意義と、黒人の現状について理解
できる。

9週 ベトナム戦争 ベトナム戦争を通してアメリカの外交の特徴と問題点を理
解できる。

10週 ユダヤ教・キリスト教・イスラム教 世界の中心的宗教について、歴史的に概観できる。

11週 第一次世界大戦後の西アジア 第一次世界大戦中のイギリスの西アジア政策と後に与えた
影響を理解できる。

12週 第二次世界大戦後の中東Ⅰ イスラエル建国と中東戦争、パレスチナ問題のあらましを
理解できる。

13週 第二次世界大戦後の中東Ⅱ 第二次世界大戦後の欧米・ソ連と中東諸国との関係の基本
を理解できる。

14週 現代の世界情勢 特に重要な世界情勢の基礎を理解できる。



15週 まとめ 1年間の授業の重要なポイントを理解できる。
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 70 0 0 10 0 20 100
基礎的能力 70 0 0 10 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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 電磁気学Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2018-197 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: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 電磁気学　梶尾剛/濱島高太郎/塚田啓二/杉本秀彦著　実教出版　その他講義用プリントを配布
担当教員 小村 元憲
到達目標
(1)電位と電界・ガウスの定理について説明でき，これらに関する問題が解ける。
(2)導体の性質と電位について，誘電体の分極と境界条件について理解し，キャパシタの静電容量を計算できる。
(3)電流や抵抗を電子の運動から説明でき，抵抗や電池，キャパシタから成る回路の計算が行なえる。
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
電位と電界・ガウスの定理につい
て説明でき，これらに関する問題
が解ける。

電位と電界・ガウスの定理につい
て明確に説明でき，これらに関す
る問題が解ける。

電位と電界・ガウスの定理につい
て説明でき，これらに関する問題
が解ける

電位と電界・ガウスの定理につい
て説明できず，これらに関する問
題が解けない。

導体の性質と電位について，誘電
体の分極と境界条件について理解
し，キャパシタの静電容量を計算
できる。

導体の性質と電位について，誘電
体の分極と境界条件について十分
に理解し，キャパシタの静電容量
を計算できる。

導体の性質と電位について，誘電
体の分極と境界条件について理解
し，キャパシタの静電容量を計算
できる．

導体の性質と電位についてと誘電
体の分極と境界条件について理解
できず，キャパシタの静電容量を
計算できない。

電流や抵抗を電子の運動から説明
でき，抵抗や電池，キャパシタか
ら成る回路の計算が行なえる。

)電流や抵抗を電子の運動から明確
に説明でき，抵抗や電池，キャパ
シタから成る回路の計算が行なえ
る。

電流や抵抗を電子の運動から説明
でき，抵抗や電池，キャパシタか
ら成る回路の計算が行なえる．

電流や抵抗を電子の運動から説明
できず，抵抗や電池，キャパシタ
から成る回路の計算が行なえない
。

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
　電磁気学は，工学的な専門分野の基礎となる重要な科目である．３年では，静電界の現象をクーロンの法則を出発点
として学習し理解する．導体と誘電体，それらを用いたキャパシタについて学習する．電流と抵抗について，電子の運
動に基づくミクロな振る舞いについて学習する．

授業の進め方と授業内
容・方法

毎回ワークシート形式の講義ノートを配布し、例題をベースにシートを完成させる。
練習問題を解く事により、理解を深めるように努める。
宿題あるいは次回の授業時に小テストを行い、知識の定着を図る。

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・帯電と電荷 授業概要・目標，スケジュール，評価方法と基準等の説明
　帯電と電荷を説明できる。

2週 電荷と電流 電荷の担体　電圧・電流・電力を説明できる。

3週 直流と交流 電気抵抗　オームの法則　交流の大きさの表し方を説明で
きる。

4週 電気抵抗とオームの法則 導体の抵抗（温度上昇と導体の抵抗）　オームの法則の応
用を説明できる。

5週 キルヒホッフの法則 キルヒホッフの法則に関する計算問題が解ける。

6週 クーロンの法則 静電気と帯電，クーロンの法則および静電誘導を説明でき
る。

7週 総合演習（１） 練習問題が解ける。
8週 試験の解説と復習 前期中間試験までの内容を説明できる。
9週 場の考え方 場の考え方を説明できる。
10週 電界とは何か 電界（電場）とクーロン力の関係を説明できる。
11週 電気力線 電界と電気力線　電気力線の数を説明できる。
12週 点電荷の作る電界 点電荷の作る電界　平等電界を説明できる。
13週 ガウスの定理 ガウスの定理と閉曲面を説明できる。
14週 総合演習（２） 練習問題が解ける。
15週 前期のまとめ 前期の内容を説明できる。
16週

後期

1週 電界と電位 分布した点電荷のつくる電界を説明できる。
2週 等電位面 等電位面と電位の傾きを説明できる。
3週 電位の計算 電位と電界を説明できる。
4週 導体の帯電 ガウスの法則の適用を説明できる。

5週 静電容量とエネルギー 導体の電気的性質　キャパシタ（コンデンサ）と静電容量
を説明できる。

6週 総合演習（３） 練習問題が解ける。
7週 試験の解説と復習 後期中間試験までの内容を説明できる。　
8週 電気映像法 電気映像法を説明できる。
9週 電気映像法 電気映像法を用いた電界、電位の計算ができる。
10週 電気双極子 電気双極子による電界と電位を説明できる。



11週 電束と電束密度 電束と分極ベクトルを説明できる。
12週 電束密度と電界 分極ベクトルと電束密度を説明できる。
13週 媒質内の電荷に働く力 誘電体内の電界を説明できる。
14週 総合演習（４） 練習問題が解ける。
15週 １年間のまとめ 1年間の内容を説明できる。
16週

評価割合
試験 宿題 小テスト 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 80 10 10 0 0 0 100
基礎的能力 40 5 5 0 0 0 50
専門的能力 40 5 5 0 0 0 50
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0


