
沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電磁気学Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 2019-170 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 電気電子工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 金原粲監修，"専門基礎ライブラリー　電磁気学"，実教出版，2007.　高木，猪原，佐藤，高橋，向川，"大学1年生のた
めの電気数学（第２版）"，森北出版，2016．

担当教員 嶋 直樹
到達目標
電磁気学の物理学的および数学的表現を理解し，以下に示す項目を行えるようになることを目標とする．
１．基本的なベクトル解析の数学表現を理解し，計算することができる．
２．磁性および電流が作る磁界について式を立て解くこととができる．
３．電流および移動する電荷に働く力，電磁誘導について式を立て解くこととができる．
４．変位電流およびマクスウェル方程式について式を立て解くこととができる．
５．電磁気学の応用事例を挙げ取り上げ，それを説明することができる．(B1-3)
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．基本的なベクトル解析の数学
表現を理解し，計算することがで
きる．

□ベクトル解析における基本的な
演算を誤りなく行うことができる
．
□ベクトル解析における基本的な
定理を説明し，また，誤りなく解
くことができる．

□ベクトル解析における基本的な
演算を行うことができる．
□ベクトル解析における基本的な
定理を説明し，また，解くことが
できる．

"□ベクトル解析における基本的な
演算を行うことができない．
□ベクトル解析における基本的な
定理を説明し，また，解くことが
できない．"

２．磁性および電流が作る磁界に
ついて式を立て解くこととができ
る．

□磁性について誤りなく式を解き
，説明することができる．
□電流が作る磁界について誤りな
く式を解き，説明することができ
る．

"□磁性について式を解き，説明す
ることができる．
□電流が作る磁界について式を解
き，説明することができる．"

"□磁性について式を解くことおよ
び説明することができない．
□電流が作る磁界について式を解
くことおよび説明することができ
ない．"

３．電流および移動する電荷に働
く力，電磁誘導について式を立て
解くこととができる．

□電流，移動する電荷に働く力に
ついて誤りなく式を解き，説明す
ることができる．
□電磁誘導ついて式を誤りなく式
を解き，説明することができる．
□磁界のエネルギーについて誤り
なく式を解き，説明することがで
きる．

"□電流，移動する電荷に働く力に
ついて式を解き，説明することが
できる．
□電磁誘導ついて式を解き，説明
することができる．
□磁界のエネルギーについて式を
解き，説明することができる．

"□電流，移動する電荷に働く力に
ついて式を解くことおよび説明す
ることができない．
□電磁誘導ついて式を解くことお
よび説明することができない．
□磁界のエネルギーについて式を
解くことおよび説明することがで
きない．"

学科の到達目標項目との関係
実践指針 （B1） 実践指針のレベル （B1-3） 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ２
教育方法等

概要
電磁気学は力学，熱力学と並ぶ物理学の重要な基礎であり，さらには電気回路，電子回路，電気機器などの電気電子工
学における根幹たる重要な分野である．本科目では電磁気学IIで学ぶ静電界に続き静磁界，電磁誘導について学ぶ．さら
にマクスウェルの方程式について学び，その簡単な応用として平面波について学ぶ．また，電磁気学における法則を表
現するための重要な表現方法であるベクトル解析について，表現方法と簡単な計算方法についてもまなぶ．

授業の進め方と授業内
容・方法

・座学による授業を基本とする．
・適宜，小テストを行う．基本的に小テストの評価は課題点として成績に勘案する．
・到達目標５(B1-3)は夏期休暇中の課題として評価する．この課題はGoogle Classroomより提出すること．
・試験範囲，過去問題，配付資料はMoodleコースに掲載する．

注意点 ・到達目標５(B1-3)の課題の評価が不可の場合は，科目成績も不可とする．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス
ベクトルの表現と演算

ベクトル場とスカラー場，ベクトルの表現，ベクトルの演
算

2週 ベクトルと座標系 直交座標系と各種座標系
3週 ベクトル関数の積分1 線積分，面積分，体積積分
4週 ベクトル関数の積分2 面積分，体積積分
5週 ベクトル関数の微分1 偏微分，全微分，勾配
6週 ベクトル関数の微分2 発散，回転
7週 ベクトル解析における定理1 ガウスの定理
8週 ベクトル解析における定理2 ストークスの定理
9週 磁性体と磁界 磁性体
10週 電流と作る磁界 直線電流が作る磁界
11週 電流と作る磁界 アンペールの法則
12週 電流と作る磁界 アンペールの法則を用いた磁界の計算
13週 電流と作る磁界 ビオ・サバールの法則
14週 電流と作る磁界 ビオ・サバールの法則を用いた磁界の計算
15週 電流と作る磁界 アンペールの法則とビオ・サバールの法則
16週

後期

1週 電流に働く力 フレミングの左手の法則，電流に働く力，ローレンツ力
2週 磁性体1 磁気双極子，磁石，磁性体
3週 磁性体2 磁界の境界条件
4週 磁気回路 磁気回路



5週 電磁誘導1 ファラデーの電磁誘導の法則
6週 電磁誘導2 誘導起電力の発生
7週 電磁誘導2 空間に生じる誘導電界
8週 相互誘導，自己誘導1 相互誘導
9週 相互誘導，自己誘導2 自己誘導
10週 相互誘導，自己誘導3 磁界のエネルギー
11週 マクスウェルの方程式1 変位電流
12週 マクスウェルの方程式2 マクスウェルの方程式（積分型）
13週 マクスウェルの方程式2 マクスウェルの方程式（微分型）
14週 平面波1 波動方程式の解
15週 平面波2 平面波
16週

評価割合
Ａ：定期試験 Ｂ：小テスト・課題レポート 合計

総合評価割合 72 28 100
１．基本的なベクトル解析の数学
表現を理解し，計算することがで
きる．

18 6 24

２．磁性および電流が作る磁界に
ついて式を立て解くこととができ
る．

18 6 24

３．電流および移動する電荷に働
く力，電磁誘導について式を立て
解くこととができる．

18 6 24

４．変位電流およびマクスウェル
方程式について式を立て解くこと
とができる．

18 6 24

５．電磁気学の応用事例を挙げ取
り上げ，それを説明することがで
きる．(B1-3)

0 4 4



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用数学Ｂ
科目基礎情報
科目番号 2019-168 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 電気電子工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 松澤 寛
到達目標
１．確率の定義を理解し、簡単な事象の確率を求められること。確率の性質を用い，少し込み入った事象の確率を求め ることができる。条件付
き確率と事象の独立性を理解し，実際の問題に応用できること（Ｂ１）。
２．平均、分散、標準偏差の定義とその意味を理解でき，データからそれらを求められること。２次元データの整理では相関関係を理解し、相
関係数を求められること（Ｂ１）。
３．確率変数と確率分布の概念を理解し、確率分布の定義から平均、分散等の統計量を求められること。また, 中心極限定理を用いて, 標本から
条件を満たす確率を求められること（Ｂ１）。
４．母平均、母分散、母比率の区間推定について，信頼度の意味が分かり信頼区間を作成できること（Ｂ１）。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
条件付確率、ベイズの定理を理解
し、これを実際の問題に応用でき
る。

確率の定義を理解し、簡単な事象
の確率を求めることができる。　

確率の定義を理解できず、簡単な
事象の確率を求めることができな
い。　

評価項目2 相関関係を理解し、相関係数を求
めることができる。　

平均、分散、標準偏差の定義とそ
の意味を理解でき、データからそ
れらを求めることができる。

平均、分散、標準偏差の定義とそ
の意味を理解できず、データから
それらを求めることができない。

評価項目3
中心極限定理を理解し, 標本から条
件を満たす確率を求めることがで
きる。　　

確率変数と確率分布の概念を理解
し、確率分布の定義から平均、分
散等の統計量を求ることができる
。　　

確率変数と確率分布の概念を理解
できず、確率分布の定義から平均
、分散等の統計量を求ることがで
きない。　

学科の到達目標項目との関係
実践指針 （B1） 実践指針のレベル （B1-3） 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ２
教育方法等

概要

数理統計学の基礎(確率と統計)について講義を行う。確率論は16 世紀から17 世紀にかけてカルダーノ、パスカル、フ
ェルマーなどにより数学の一分野となっていった。19 世紀初めにコロモゴロフにより公理的確率論が確立し，現在では
株価など偶然性を伴う現象の解析にはなくてはならない。統計学は経験的に得られたバラツキのあるデータから、応用
数学の手法を用いて数値上の性質や規則性あるいは不規則性を見いだす。そのため，、医学、薬学、経済学、社会学、
心理学、言語学など、自然科学・社会科学・人文科学の実証分析を伴う分野について、必須の学問となっている。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義と演習形式で行う。

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, 適宣再試験や追加課題を課し, 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
2週 確率の定義と性質 古典的な確率を定義するし, これを理解することが出来る。
3週 確率の定義と性質 確率の基本性質を理解することができる。
4週 確率の定義と性質 期待値を定義し、これを求めることができる。
5週 いろいろな確率 条件付確率を定義し、乗法定理を理解することができる。

6週 いろいろな確率 事象の独立を理解し、その際の確率の関係式を求めること
ができる。

7週 いろいろな確率 反復試行の確率を求めることができる。

8週 いろいろな確率 ベイズの定理を理解し、これを用いて、確率を求めること
ができる。

9週 1次元データ① 平均・分散を定義し、これを求める。
10週 1次元データ② 四分位を理解することができる。
11週 2次元データ① 共分散・相関係数を求めることができる。
12週 2次元データ② 回帰直線を求めることができる。

13週 離散型確率変数と確率分布① 離散型確率変数を理解し、積率母関数から平均・分散を求
める。

14週 離散型確率変数と確率分布② 二項分布を理解する。
15週 離散型確率変数と確率分布③ ポアソン分布を理解し、二項分布との関係を示す。
16週 前期末試験解説 前期末試験解説

後期

1週 連続型確率変数と確率分布① 連続型確率変数を理解し、分布関数と確率密度関数の関係
を理解することができる。

2週 連続型確率変数と確率分布② 一様分布を理解することができる。
3週 連続型確率変数と確率分布③ 積率母関数から平均・分散を求めることができる。
4週 連続型確率変数と確率分布④ 正規分布、及び、標準正規分布を理解することができる。

5週 確率変数の関数 平均の線形性、及び、独立な場合の分散の関係式を理解す
ることができる。

6週 母集団と標本 母集団と標本を理解することができる。
7週 統計量と標本分散 大数の法則、中心極限定理を理解する。



8週 二項分布と正規分布の関係 中心極限定理を用いて、二項分布と正規分布の関係を理解
することができる。

9週 いろいろな確率① カイ二乗分布を理解することができる。
10週 いろいろな確率② ｔ分布、Ｆ分布を理解することができる。

11週 点推定 点推定を求める。不偏分散が標本分散の不偏推定量である
ことを理解する。

12週 母平均の区間推定① 母分散が既知の場合の母平均の区間推定を行う。
13週 母平均の区間推定② 母分散が未知の場合の母平均の区間推定を行う。
14週 母分散の区間推定 母分散の区間推定を行う。
15週 母比率の区間推定 母比率の区間推定を行う。
16週

評価割合
試験 課題 相互評価 態度 ポートフォリオ Ｅ－Ｍａｔ 合計

総合評価割合 60 40 0 0 0 0 100
基礎的能力 60 40 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31年度 (2019年度) 授業科目 海外技術研修
科目基礎情報
科目番号 2019-183 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 4
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 平成31年度 (2019年度) 授業科目 日本語
科目基礎情報
科目番号 2019-188 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 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 留学生のための ここが大切 文章表現のルール、大学・大学院留学生の日本語⑤漢字・語彙編
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 日本語を聞いて正確に理解し、適
切な対応ができる

日本語を聞いて理解し、対応がで
きる

日本語を聞いて理解し、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
作成やコミュニケーションができ
る

日本語を用いて、レポート作成や
コミュニケーションができる

日本語を用いて、レポート作成や
コミュニケーションができない

評価項目3
専門に関する日本語を適切に理解
し、文化的な相違をしっかりと理
解できる

専門に関する日本語を理解し、文
化的な相違を理解できる

専門に関する日本語を理解し、文
化的な相違を理解できない

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）】 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～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 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
災について資料を読んで理解出来る。

2週 留学生のためのアカデミックジャパニーズ　第１５課
日本の江戸時代、長崎に連れてこられた猫の話を聞いて理
解出来る、自国にも外国から連れてこられた動物がいない
か調べ、日本の外来動物と比較して説明することができる
。

3週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第１課/留
学生の日本語 漢字・語彙編第21課

助詞の使い方が理解出来る。和語と漢語について理解出来
る。

4週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第１課/留
学生の日本語 漢字・語彙編第21課

適切な助詞を選択できる。和語複合語を使うことができる
。

5週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第２課/留
学生の日本語 漢字・語彙編第22課

言葉の形の使い分けが理解出来る。ゼミに関係がある漢字
が読める。

6週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第２課/留
学生の日本語 漢字・語彙編第22課

形容詞・名詞・動詞の適切な形の使い分けができる。ゼミ
に関係がある漢字を使うことができる。

7週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第３課/留
学生の日本語 漢字・語彙編第23課

自動詞・他動詞・受け身の形を理解出来る。論文の読み書
きに関係がある漢字が読める。

8週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第３課/留
学生の日本語 漢字・語彙編第23課

自動詞・他動詞・受け身の形を正しく使い分けることがで
きる。論文の読み書きに関係のある漢字を使うことができ
る。

9週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第４課/留
学生の日本語 漢字・語彙編第24課

文中の呼応について理解出来る。原稿の作成に関する漢字
が読める。

10週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第４課/留
学生の日本語 漢字・語彙編第24課

呼応する表現を正しく使うことができる。原稿の作成に関
する漢字を使うことができる。

11週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第５課/留
学生の日本語 漢字・語彙編第25課

日本語の文末表現について理解出来る。日本語のワープロ
使用に関する漢字が読める。

12週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第５課/留
学生の日本語 漢字・語彙編第25課

文末表現の使い分けができる。日本語のワープロ使用に関
する漢字が使える。

13週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第６課/留
学生の日本語 漢字・語彙編第26課

漢字を使った方が良い言葉、ひらがなを使った方が良い言
葉について理解出来る。意見や評価に関する漢字が読める
。

14週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第６課/留
学生の日本語 漢字・語彙編第26課

ひらがなと漢字をバランスよく使い分けることができる。
意見・評価に関する漢字が使いこなせる。

15週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第７課/留
学生の日本語 漢字・語彙編第27課

文中の誤変換された漢字を見つけることができる。名詞・
形容詞の漢字が読める。

16週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第７課/留
学生の日本語 漢字・語彙編第27課

正しい漢字や送り仮名を使うことができる。名詞・形容詞
の漢字が使える。

後期
1週 JLPT公式問題集 日本語能力試験N1レベルの問題に挑戦する
2週 JLPT公式問題集 日本語能力試験N1レベルの問題に挑戦する



3週 テーマ学習 高専祭に参加する/日本語能力試験N1レベルの問題に挑戦
する

4週 テーマ学習 高専祭に参加する/日本語能力試験N1レベルの問題に挑戦
する

5週 JLPT公式問題集 日本語能力試験N1レベルの問題に挑戦する
6週 JLPT公式問題集 日本語能力試験N1レベルの問題に挑戦する
7週 JLPT公式問題集 日本語能力試験N1レベルの問題に挑戦する
8週 JLPT公式問題集 日本語能力試験N1レベルの問題に挑戦する

9週 面接/留学生の日本語 漢字・語彙編第28課 日本の面接試験について理解出来る。論文の序論に関する
漢字が読める。

10週 面接/留学生の日本語 漢字・語彙編第28課
進学・奨学金応募・就職のための面接、先輩が聞かれた質
問を理解出来る。論文の序論に関する漢字を使うことがで
きる。

11週 面接/留学生の日本語 漢字・語彙編第29課
進学・奨学金応募・就職のための面接、先輩が聞かれた質
問を理解出来る。論文の中で実験や観察に関して使われる
漢字が読める。

12週 面接/留学生の日本語 漢字・語彙編第29課 進学・奨学金応募・就職のための面接練習/論文の中で実験
や観察に関して使われる漢字が使える。

13週 面接/留学生の日本語 漢字・語彙編第30課 進学・奨学金応募・就職のための面接練習/論文の中で調査
に関して使われる漢字が読める。

14週 面接/留学生の日本語 漢字・語彙編第30課 進学・奨学金応募・就職のための面接練習/論文の中で調査
に関して使われる漢字が使える。

15週 面接/留学生の日本語 漢字・語彙編第31課 進学・奨学金応募・就職のための面接練習/論文の中で数値
に関して使われる漢字が読める。

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 平成31年度 (2019年度) 授業科目 学外実習Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 2019-181 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 4
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 野毛 悟
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 平成31年度 (2019年度) 授業科目 ドイツ語
科目基礎情報
科目番号 2019-186 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 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 ドイツ語練習帳（大久保清美・大久保和子、清文社）／ Deutsche Welle (http://www.dw.de/)
担当教員 （教養科 非常勤講師）,小柴 浩稔
到達目標
１．初級ドイツ文法を理解し、運用できる。２．簡単なドイツ語の日常会話を聞き、話すことができる。 ３．簡単なドイツ語の文章を読み、書
くことができる。 ４．ドイツの歴史や日常生活等を学び、ドイツ（ヨーロッパ）文化を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
評価項目1
文法

初級ドイツ文法をよく理解し、よ
く運用できる。

初級ドイツ文法を理解し、運用で
きる。

初級ドイツ文法を理解し、運用で
きない。

評価項目2
聞く・話す

簡単なドイツ語の日常会話をよく
聞き、よく話すことができる。

簡単なドイツ語の日常会話を聞き
、話すことができる。

簡単なドイツ語の日常会話を聞き
、話すことができない。

評価項目3
読む・書く

簡単なドイツ語の文章をよく読み
、よく書くことができる。

簡単なドイツ語の文章を読み、書
くことができる。

簡単なドイツ語の文章を読み、書
くことができない。

評価項目4
異文化理解

ドイツの歴史や日常生活等を学び
、ドイツ（ヨーロッパ）文化をよ
く理解することができる。

ドイツの歴史や日常生活等を学び
、ドイツ（ヨーロッパ）文化を理
解することができる。

ドイツの歴史や日常生活等を学び
、ドイツ（ヨーロッパ）文化を理
解することができない。

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

概要

ヨーロッパ中央に位置するドイツはEUの政治・経済の中心地であり、多くの企業はヨーロッパにおける企業活動の拠点
をドイツに置いている。ドイツ語はドイツ・スイス・オーストリアの主要言語であり、それ以外のヨーロッパ諸国で中
等教育において第２外国語として広く学習されている国際語である。またドイツには長く大きなヨーロッパ文明の伝統
が今も日々の生活の中に生き続けており、人々は日本やアメリカとは異なった環境・慣習・生活様式・考え方で生活し
ている。ドイツ語の学習を通じてドイツ・ヨーロッパ文化を学ぶ。

授業の進め方と授業内
容・方法

毎回の授業を前半と後半に分ける。前半では初級ドイツ語の基礎を学び、１年後に独検５級または４級を取得できる程
度の語学力をつけることを目標とする。各回の授業の後半では、ドイツの国営放送 Deutsche Welle とドイツ外務省の
外郭団体 Goethe Institut との共同制作になるビデオ教材 Deutschlandlabor 及び  Das Bandtagebuch mit
Einshoch6 を用いて、ドイツの日常生活等をテーマごとに学び、ドイツ文化・ヨーロッパ文化を知り、それとの比較に
おいて日本文化・日本人のものの考え方を客観的にみる見方をを養う。また、ドイツ近現代史についてもニュース映像
等を用いて紹介する。折に触れてドイツ歌曲を歌う。

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 オリエンテーション 授業概要・目標・評価方法と基準等の説明、ドイツ語の歴
史、ドイツ及びドイツ語圏の国々について理解できる。

2週 発音 アルファベート、母音・子音の発音のポイントについて理
解できる。

3週 Lektion 1／
Deutschlandlabor Folge１

動詞の現在人称変化 ( ich, du, Sie ) 、 自己紹介／　テー
マ：Schule（学校）について理解できる。

4週 Lektion 1／
Deutschlandlabor Folge 3

動詞の現在人称変化 ( ich, du, Sie ) 、 自己紹介／　テー
マ：Fußball（サッカー）について理解できる。

5週 Lektion 1／
Deutschlandlabor Folge 9

動詞の現在人称変化 ( ich, du, Sie ) 、 自己紹介／　テー
マ：Auto（自動車）について理解できる。

6週 Lektion 1／
Deutschlandlabor Folge 19

動詞の現在人称変化 ( ich, du, Sie ) 、 自己紹介／　テー
マ：Wurst（ソーセージ）について理解できる。

7週 Lektion 2／
Bandtagebuch Folge 7

sein動詞の現在人称変化、数詞（基数）／
テーマ：Currywurst（カレーソーセージ）について理解で
きる。

8週 Lektion 2／
Deutschlandlabor Folge 20

sein動詞の現在人称変化、数詞（基数）／　
テーマ：Bier（ビール）について理解できる。

9週 ドイツ歌曲を聴く・歌う／
Bandtagebuch Folge 35

Goethe: Heidenröslein（野ばら）他／
テーマ：In der Bäckerei（パン屋）について理解できる。

10週 Lektion 3／
Deutschlandlabor Folge 4

動詞の現在人称変化（全人称）／
テーマ：Literatur（文学）について理解できる。

11週 Lektion 3／
Deutschlandlabor Folge 5

動詞の現在人称変化（全人称）／
テーマ：Wandern（ハイキング）について理解できる。

12週 Lektion 4／
Bandtagebuch Folge 3

不規則変化動詞１／　テーマ：Bayern für Anfänger（バ
イエルン入門）について理解できる。

13週 Lektion 4／
Bandtagebuch Folge 10

不規則変化動詞１／　テーマ：Oktoberfest（オクトーバー
フェスト）について理解できる。

14週 Lektion 5／
Bandtagebuch Folge 6

不規則変化動詞２／
テーマ：Berlin, Berlin（ベルリン）について理解できる。

15週 Lektion 5／
Bandtagebuch Folge 9

不規則変化動詞２／
テーマ：Berliner Mauer（ベルリンの壁）について理解で
きる。

16週



後期

1週 ドイツ近現代史
（第二）ドイツ帝国、第一次世界大戦、ナチス、第二次世
界大戦、冷戦、ベルリンの壁、ドイツ再統一／について理
解できる。

2週 Lektion 6／
Deutschlandlabor Folge 6

名詞の性と１格の定冠詞／
テーマ：Wohnen（住まい）について理解できる。

3週 Lektion 7／
Deutschlandlabor Folge 7

名詞の複数形、挨拶の表現１／
テーマ：Organisation（組織）について理解できる。

4週 Lektion 8／
Deutschlandlabor Folge 8

定冠詞の1格と4格、会話：道案内／
テーマ：Musik（音楽）について理解できる。

5週 Lektion 8／
Deutschlandlabor Folge 10

定冠詞の1格と4格、会話：道案内／
テーマ：Migration（移民）について理解できる。

6週 Lektion 9／
Deutschlandlabor Folge 11

不定冠詞・人称代名詞・所有冠詞の1格と4格／　テーマ
：Müll（ゴミ）について理解できる。

7週 Lektion 9／
Deutschlandlabor Folge 12

不定冠詞・人称代名詞・所有冠詞の1格と4格／　テーマ
：Geld（お金）について理解できる。

8週 クリスマス／
Bandtagebuch Folge 22

ドイツのクリスマス市、Stille Nacht, heilige Nacht!（き
よしこの夜）を歌う／
テーマ：O Tannenbaum!（モミの木）について理解でき
る。

9週 Lektion 10／
Bandtagebuch Folge 23

定冠詞類・指示代名詞の1格と4格／
テーマ：Frohes Neues Jahr!（年越し）について理解でき
る。

10週 Lektion 11／
Deutschlandlabor Folge13

否定文（nicht と kein)、否定疑問文／
テーマ：Urlaub（休暇）について理解できる。

11週 Lektion 12／
Deutschlandlabor Folge 15

es の用法(1)  天候・日時／
テーマ：Bio（自然食品）について理解できる。

12週 Lektion 13／
Deutschlandlabor Folge 16

分離動詞／
テーマ：Mentalität（国民性）について理解できる。

13週 Lektion 13／
Deutschlandlabor Folge 17

分離動詞／
テーマ：Kälte（寒さ）について理解できる。

14週 Lektion 14／
Bandtagebuch Folge 31

命令形、挨拶の表現２／
テーマ：Karneval in Köln（カーニバル）について理解で
きる。

15週 Lektion 15／
Deutschlandlabor Folge 18

疑問詞まとめ(1)、　会話：乗車券購入・ホテル予約・レス
トラン／
テーマ：Kunst（芸術）について理解できる。

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 100 0 0 0 0 0 100
基礎的能力 60 0 0 0 0 0 60
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 40 0 0 0 0 0 40



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 海外語学研修
科目基礎情報
科目番号 2019-187 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 4
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31年度 (2019年度) 授業科目 （学際科目）環境と新エネル
ギー

科目基礎情報
科目番号 2019-190 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 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 エネルギーと環境の科学、山崎耕造 著、共立出版
担当教員 鈴木 静男
到達目標
１．エネルギーには、力学、熱、電磁、光、化学、生体及び核エネルギーがあり、その内容を理解できる。
２．環境には、大気圏、水圏、地圏、生物圏があり、その内容を理解できる。
３．急激なエネルギー消費の増加は、環境問題を引き起こすことを理解できる。
４．地球規模の環境問題には、どのようなものがあり、その原因を理解できる。
５．「経済の持続的な発展」「資源・エネルギー・食糧の確保」「地球環境の保全」のバランスが重要であることを理解できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1
エネルギーには、力学、熱、電磁
、光、化学、生体及び核エネルギ
ーがあり、その内容を理解できる
。

エネルギーには、力学、熱、電磁
、光、化学、生体及び核エネルギ
ーがあり、その内容を幅広い実例
に対して理解できる。

エネルギーには、力学、熱、電磁
、光、化学、生体及び核エネルギ
ーがあり、その内容を理解できる
。

エネルギーには、力学、熱、電磁
、光、化学、生体及び核エネルギ
ーがあり、その内容を理解できな
い。

評価項目2
環境には、大気圏、水圏、地圏、
生物圏があり、その内容を理解で
きる。

環境には、大気圏、水圏、地圏、
生物圏があり、その内容を幅広い
実例に対して理解できる。

環境には、大気圏、水圏、地圏、
生物圏があり、その内容を理解で
きる。

環境には、大気圏、水圏、地圏、
生物圏があり、その内容を理解で
きる。

評価項目3
急激なエネルギー消費の増加は、
環境問題を引き起こすことを理解
できる。

急激なエネルギー消費の増加は、
環境問題を引き起こすことを幅広
い実例に対して理解できる。

急激なエネルギー消費の増加は、
環境問題を引き起こすことを理解
できる。

急激なエネルギー消費の増加は、
環境問題を引き起こすことを理解
できない。

評価項目4
地球規模の環境問題には、どのよ
うなものがあり、その原因を理解
できる。

地球規模の環境問題には、どのよ
うなものがあり、その原因を幅広
い実例に対して理解できる。

地球規模の環境問題には、どのよ
うなものがあり、その原因を理解
できる。

地球規模の環境問題には、どのよ
うなものがあり、その原因を理解
できない。

評価項目5
「経済の持続的な発展」「資源・
エネルギー・食糧の確保」「地球
環境の保全」のバランスが重要で
あることを理解できる。

「経済の持続的な発展」「資源・
エネルギー・食糧の確保」「地球
環境の保全」のバランスが重要で
あることを幅広い実例に対して理
解できる。

「経済の持続的な発展」「資源・
エネルギー・食糧の確保」「地球
環境の保全」のバランスが重要で
あることを理解できる。

「経済の持続的な発展」「資源・
エネルギー・食糧の確保」「地球
環境の保全」のバランスが重要で
あることを理解できない。

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
持続可能な社会を構築するためにエネルギーの安定供給、経済成長、地球環境保全の実現は、私たちが直面する重要な
課題です。これらの課題に取り組むためには一人一人が自らの課題として理解し、考え、判断し、行動することが不可
欠です。本授業では、エネルギーと環境に関する基礎的な知識を習得し、この知識を基に考え、エネルギー・環境問題
解決のための意見を持つことを目指します。

授業の進め方と授業内
容・方法

毎回プリントが配布され、エネルギーと環境に関する基礎的な知識を習得するために、講義で聞いたことを記入します
。

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。
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 授業計画の説明、エネルギー及び環境の基礎について説明
できる。

2週 基礎編 人間・資源・経済について説明できる。

3週 エネルギー応用編 力学エネルギーと水力・風力・潮汐力について説明できる
。

4週 エネルギー応用編 熱エネルギーと地熱・太陽熱について説明できる。
5週 エネルギー応用編 電磁エネルギーと電力について説明できる。
6週 エネルギー応用編 光エネルギーと太陽光について説明できる。
7週 エネルギー応用編 化学エネルギーと化石燃料について説明できる。
8週 エネルギー応用編 生体エネルギーとバイオマスについて説明できる。
9週 エネルギー応用編 核エネルギーと核燃料について説明できる。
10週 エネルギー応用編 エネルギーの有効利用について説明できる。
11週 エネルギー応用編 環境資源（非エネルギー資源）について説明できる。
12週 エネルギー応用編 地球温暖化について説明できる。
13週 エネルギー応用編 さまざまな環境保全について説明できる。
14週 未来編 未来エネルギーと未来環境について説明できる。
15週 基礎、応用及び未来編 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 課題レポート 合計



総合評価割合 70 0 0 0 0 30 100
基礎的能力 10 0 0 0 0 5 15
専門的能力 35 0 0 0 0 15 50
分野横断的能力 25 0 0 0 0 10 35



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 （学際科目）社会と工学
科目基礎情報
科目番号 2019-191 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 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 大庭 勝久,大津 孝佳,山之内 亘,長縄 一智,喜多 和,古川 一実
到達目標
　以下に示す４項目について修得する．
(1) 地域社会の産業について説明できる．
(2) 地域社会の抱える課題と問題点を，チーム単位で見出すことができる．(C3-2)
(3) 問題点を見出すことの必要性を説明できる．
(4) 知的財産権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(秀)

優秀な到達レベルの目
安(優)

標準的な到達レベルの
目安

修得できたと判断でき
る到達レベルの目安
(可)

未到達レベルの目安

１．地域社会の特徴に
ついて説明できる．

□ 地域社会の特徴に加
え，独自の観点から地
域社会の研究が行われ
ている．

□ 地域社会の様々な特
徴について説明できる
．

□地域社会の特徴につ
いて説明できる．

□ 地域社会の特徴につ
いて部分的に説明でき
る．

□ 地域社会の特徴につ
いて説明できない。

２-1．地域社会が抱え
る課題を，チーム単位
で見出すことができる
．（C3-2)

□ チームで取り組むべ
き課題について理解す
ることにおいてリーダ
ーシップを発揮するこ
とができる．

□ チームで取り組むべ
き課題について理解す
るとともに，自らに割
り当てられた役割を達
成するための的確な行
動がとれる．

□ チームで取り組むべ
き課題について理解す
るとともに、自らに割
り当てられた役割を達
成するための行動がと
れる．

□ チームで取り組むべ
き課題について理解す
るとともに自らに割り
当てられた役割を達成
するための最低限の行
動がとれる．

□ チームで取り組むべ
き課題について理解で
きておらず，自らに割
り当てられた役割を達
成できない。

２-2．地域社会が抱え
る問題点を見出すこと
ができる．

□地域社会が抱える
問題点を提示し，有効
な解決法を提示できる
．

□地域社会が抱える
問題点を提示し、問題
点の背景を提示できる
．

□地域社会が抱える
問題点を提示すること
ができる。

□地域社会が抱える
問題点を部分的に提示
することができる

□地域社会が抱える
問題点を提示すること
ができない。

３．問題点を見出すこ
との必要性を説明でき
る．

□問題点を見出すこと
の必要性を理解した上
で，有効な問題解決手
法について十分に説明
できる。

□問題点を見出すこと
の必要性を理解した上
で，有効な問題解決手
法について説明できる
。

□問題点を見出すこと
の必要性を理解した上
で，問題解決手法につ
いて説明できる。

□問題点を見出すこと
の必要性と問題解決手
法について最低限の説
明ができる。

□問題点を見出すこと
の必要性と問題解決手
法についていずれも説
明ができない。

４．知的財産権につい
て説明できる．

□ 知的財産権の重要性
や調査方法について十
分理解するとともに、
課題解決に向けた卓越
した発想力ある。

□ 知的財産権の重要性
や調査方法について十
分理解するとともに、
課題解決に向けた良好
なる発想力ある。

□ 知的財産権の重要性
や調査方法について理
解するとともに、課題
解決に向けた発想力あ
る。

□ 知的財産権の重要性
や調査方法について理
解するとともに、課題
解決に向けた発想力あ
る。

□ 知的財産権の重要性
や調査方法について理
解できない。また、発
想力が無い。

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
　地域社会を理解し，３年生までに修得した工学技術の専門的知識を創造的に活用しながら所属学科の異なる学生チー
ムにより，地域社会が抱える課題と、課題の原因となっている問題点を見出す．本講義は地域社会等の協力の下，学生
チームが見出した課題や問題点について，グループで議論する．加えて本講義では，課題や問題点、更には解決策を見
出すために必要となる知的財産についても理解する．

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，レポート・演習課題を課すので、指定された期日までに、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、口頭試問や追加課題を課し、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
・知財教育（1）

・本教科にて習得すべき事項が理解できる。
・発想法について理解できる。

2週 グループワーキング (1） 各クラスにて具体的目標を指示します。
3週 ・知財教育（2） ・パテント検索法について理解できる。
4週 グループワーキング (2） 各クラスにて具体的目標を指示します。
5週 グループワーキング (3） 各クラスにて具体的目標を指示します。

6週 ・全体レクチャー 地方自治体が抱える実際の課題や問題点、解決策などにつ
いて理解できる。

7週 グループワーキング (4） 各クラスにて具体的目標を指示します。
8週 グループワーキング（5） 各クラスにて具体的目標を指示します。
9週 グループワーキング  (6） 各クラスにて具体的目標を指示します。
10週 グループワーキング（7） 各クラスにて具体的目標を指示します。
11週 グループワーキング（8） 各クラスにて具体的目標を指示します。
12週 グループワーキング（9） 各クラスにて具体的目標を指示します。

13週 ・全体レクチャー 企業の経営者の立場から、地域が抱える課題等が理解でき
る

14週 ・知財教育（3） 「社会と工学」において学習した発想法や検索ツールの活
用成果が理解できる。



15週 ・グループワーキング
優雄テーマ発表。

各クラスにおける最優秀テーマについて発表を聴講し、内
容が理解できる。

16週
評価割合

GW 知財教育 地域講演 経営者講演 合計
総合評価割合 60 20 10 10 0 0 100
１．地域社会の
産業について説
明できる．

20 0 0 0 0 0 20

２-1．地域社会
の産業が抱える
問題点を，チー
ム単位で見出す
ことができる
．（C3-2)

10 0 5 5 0 0 20

２-2．地域社会
の産業が抱える
問題点を見出す
ことができる．

10 0 5 5 0 0 20

３．問題点を見
出すことの必要
性を説明できる
．

20 0 0 0 0 0 20

４．知的財産権
について説明で
きる．

0 20 0 0 0 0 20



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用数学Ａ
科目基礎情報
科目番号 2019-167 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 電気電子工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 教科書：新応用数学（大日本図書）、問題集：新応用数学問題集（大日本図書）
担当教員 端川 朝典
到達目標
１．いくつかの典型的な関数のラプラス変換を求めることができる。（Ｂ１ー３）
２．周期関数のフーリエ級数を求めることができる。（Ｂ１－３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．簡単な関数のフーリエ変換を求めることができる。（Ｂ１－３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
４．複素関数の導関数を求めることができること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．複素関数の積分を計算できること。（Ｂ１－３）
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
□ラプラス変換を用いて微分方程
式を解いたり、線形システムの問
題に適用できる。

□典型的な関数のラプラス変換を
求めることができる。

□典型的な関数について、そのラ
プラス変換を求めることができな
い。

評価項目2
□2π周期以外の周期関数について
もフーリエ級数を求めることがで
き、一般の級数を求める問題等に
応用できる。

□2π周期の周期関数のフーリエ級
数を求めることができる。

□2π周期の周期関数のフーリエ級
数を求めることができない。

評価項目3
□スペクトルの概念が理解でき、
サンプリング定理などを理解し適
用することができる。

□簡単な関数のフーリエ変換を求
めることができる。

□関数のフーリエ変換を計算する
ことができない。

評価項目4

□複素関数を１つの複素数平面か
ら別の複素数平面への写像として
捉えることができ、１次分数関数
などがどのような写像になるか理
解できる。

□正則関数の導関数を求めること
ができる。

□正則関数の導関数を求めること
ができない。

評価項目5 □留数定理が理解でき、その応用
ができること。

□複素関数の積分を計算すること
ができる。

□複素関数の積分を計算すること
ができない。

学科の到達目標項目との関係
実践指針 （B1） 実践指針のレベル （B1-3） 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ２
教育方法等

概要

ラプラス変換は線形システムや電気回路等に係る微分方程式を見通しよく解くための道具として大変有用であり、その
辺りの計算ができることを目指す。フーリエ解析は現代解析学の基礎となったともいえる分野でその奥は深いが、ここ
ではその導入部分について学ぶ。複素関数とは独立変数も従属変数も複素数の関数で、これまで学んできた独立変数が
実数のいわゆる実関数に対応する表現としてある。複素関数の微分の定義は、見かけ上は実関数のそれと同じだが、微
分可能となるためにははるかに強い条件が必要となる。そのため、微分可能な関数（正則関数という）はいろいろきれ
いな性質をもつ。この辺りを感じながら学んでいく。

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、長期休暇明け等には課題提出を求める。尚、授業中における質問も随時可とする。

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、ラプラス変換の定義 ラプラス変換の定義を理解できる。
2週 相似性と移動法則 相似性と移動法則を用いてラプラス変換を計算できる。

3週 微分法則と積分法則 微分法則および積分法則を用いてラプラス変換を計算でき
る。

4週 逆ラプラス変換 部分分数分解等を用いてラプラス変換された関数のもとの
関数を求めることができる。

5週 微分方程式への応用 ラプラス変換を利用して定数係数２階線形微分方程式を解
くことができる。

6週 たたみこみ たたみこみと呼ばれる積分計算のラプラス変換が理解でき
計算できる。

7週 線形システムの伝達関数とデルタ関数 入力にデルタ関数を持つ線形システムの出力を求めること
ができる。

8週 周期2πの関数のフーリエ級数（１） 周期2πの関数のフーリエ級数の定義を理解できる。
9週 周期2πの関数のフーリエ級数（２） 周期2πの関数のフーリエ級数を求めることができる。
10週 一般の周期関数のフーリエ級数（１） 一般の周期関数のフーリエ級数を求めることができる。
11週 一般の周期関数のフーリエ級数（２） フーリエ級数の収束定理を理解することができる。
12週 複素フーリエ級数 周期関数の複素フーリエ級数を求めることができる。

13週 フーリエ変換と積分定理 フーリエ変換および逆フーリエ変換による反転公式を理解
することができる。

14週 フーリエ変換の性質と公式 フーリエ変換の性質を理解し、その公式を正しく使うこと
ができる。

15週 スペクトル 線スペクトルおよび連続スペクトルの概念を理解すること
ができる。サンプリング定理を理解することができる。

16週



後期

1週 複素数と極形式 複素数の基本的性質および極形式を理解することができる
。

2週 絶対値と偏角 複素数の絶対値と偏角の概念を理解することができる。

3週 複素関数 いくつかの初等的な複素関数の定義を理解することができ
る。

4週 正則関数 微分可能な複素関数について理解し、その導関数を求める
ことができる。

5週 コーシー・リーマンの関係式 正則関数の実部と虚部の間に成り立つコーシー・リーマン
の関係式を理解することができる。

6週 逆関数 複素関数の逆関数を考えることにより、多価関数の概念を
理解することができる。

7週 複素積分（１） 複素関数の積分の定義を理解することができる。
8週 複素積分（２） 複素関数の積分計算ができる。
9週 コーシーの積分定理（１） コーシーの積分定理を理解すること。
10週 コーシーの積分定理（２） コーシーの積分定理を用いて、積分計算ができる。
11週 コーシーの積分表示 正則関数の導関数の積分表示を理解することができる。

12週 数列と級数 複素数列・複素級数の収束・発散について理解することが
できる。

13週 関数の展開 複素関数のべき級数展開ができる。
14週 孤立特異点と留数 孤立特異点および留数の概念を理解することができる。
15週 留数定理 留数の概念を応用して積分計算ができる。
16週

評価割合
試験 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31年度 (2019年度) 授業科目 文学特論
科目基礎情報
科目番号 2019-184 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 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『現代文学名作選』（明治書院）『大学生のための日本語表現実践ノート』（風間書房）
担当教員 芳賀 多美子
到達目標
１．日本語による表現について的確な理解力・表現力を身につけ、自己の学習・研究活動の経過を、専門用語を含む適切な語句を正しく用いて
報告できる。（D1-3）
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

□近現代の文学作品を読解し、そ
の文章表現に沿って、舞台設定お
よび登場人物の心情や行動の変化
を把握し、描写の裏に隠された比
喩的・象徴的意味までも理解した
上で鑑賞することができる。

□近現代の文学作品を読解し、そ
の文章表現に沿って、舞台設定お
よび登場人物の心情や行動の変化
を把握することができる。

□近現代の文学作品について、そ
の文章表現に沿って、舞台設定お
よび登場人物の心情や行動の変化
を把握することができない。

評価項目2

□種類と目的に応じた言語表現に
ついて理解し、それぞれに必要な
語彙・語法・表現法を高い水準で
身につけ、自身の言語活動に効果
的に活用することができる

□種類と目的に応じた言語表現に
ついて理解し、それぞれに必要な
語彙・語法・表現法を身につけ、
自身の言語活動に活用することが
できる。

□種類と目的に応じた言語表現に
ついて理解できず、それに必要な
語彙・語法・表現法を自身の言語
活動に活用することができない。

評価項目3
学科の到達目標項目との関係
実践指針 （D1） 実践指針のレベル （D1-3） 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ４
教育方法等

概要
国際社会で活躍する技術者に求められる日本文化への深い造詣、日本人のものの見方・考え方に対する理解を深める。
日本語表現に関する知識・技術を習得しつつ、日本文学作品の読解を通して思考力・発想力を鍛え、論理的思考の過程
や感受性・情緒を豊かに表現する言語感覚を磨いていく。

授業の進め方と授業内
容・方法

２種類の教材を適宜使い分けることにより、日本語表現に関する知識・技術を習得しつつ、日本文学作品の読解を通し
て思考力・発想力を鍛え、論理的思考の過程や感受性・情緒を豊かに表現する言語感覚を磨くことを中心とした授業を
展開する。言語活動（文章作成・スピーチ・批評）の実践は多用する。

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週間前に教科担当教員へ連絡してください。

授業目標（D1-3）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。評価項目は評価（ルー
ブリック）、評価基準については成績評価基準表（別紙）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
表現　第２課話してみよう
自己紹介（スピーチ）

授業の全体像を理解し、自分自身についてはっきりと自分
の言葉で話すことができる

2週 文学　夏目漱石「坊ちゃん」 名作の一部分を味わい、鑑賞することができる

3週 表現　第６課就職活動の準備
エントリーシート作成

エントリーシートの特性を理解し、自分なりのシートを作
成することができる

4週 文学　森鴎外「最後の一句」 名作の一部分を味わい、鑑賞することができる

5週 表現　第１課ことばと表現
同音異義語・同訓異義語

同音・同訓異義語についての理解を深め、適切に書くこと
ができる

6週 文学　芥川龍之介「鼻」 名作の一部分を味わい、鑑賞することができる
7週 文学作品まとめ１ 文学作品を自分の生き方の中で考えることができる
8週 文学　志賀直哉「清兵衛と瓢箪」 名作の一部分を味わい、鑑賞することができる

9週 表現　第１課ことばと表現
四字熟語・ことわざなど

四字熟語・ことわざなどについての理解を深め、適切に使
うことができる

10週 文学　宮沢賢治「よだかの星」 名作の一部分を味わい、鑑賞することができる

11週
表現　第２課話してみよう
友人紹介文作成
Who　am　I ？

他人を客観的な視点から描写し、特徴を伝えることができ
る

12週 文学　山本有三「路傍の石」 名作の一部分を味わい、鑑賞することができる

13週 表現　第３課敬語・敬意表現
敬語の種類・敬語の用法その１

敬語表現の基礎的種類・用法について理解することができ
る

14週 表現　第２課話してみよう
自分を振り返る（スピーチ）

自分自身の行動について客観的視点から振り返り、伝える
ことができる

15週 文学作品まとめ２ 文学作品を味わい、自分だけでなく周囲に目を向ける視野
を養うことができる

16週

後期

1週 表現　第２課話してみよう
研修を振り返る（スピーチ）

自分自身の行動について客観的視点から振り返り、伝える
ことができる

2週 文学　太宰治「黄金風景」 名作の一部分を味わい、鑑賞することができる

3週 表現　第２課話してみよう
学校行事を考える（スピーチ）　

自分自身の行動について客観的視点から振り返り、伝える
ことができる



4週 文学　中島敦「名人伝」 名作の一部分を味わい、鑑賞することができる

5週 表現　第１課言葉と表現
文の構造・助詞 文の構造について理解を深めることができる

6週 文学　幸田文「おきみやげ」 名作の一部分を味わい、鑑賞することができる

7週 表現　第３課敬語・敬意表現
敬語の用法その２・敬意表現 敬語表現の応用した用法について理解することができる

8週 文学　吉行淳之介「童謡」 名作の一部分を味わい、鑑賞することができる
9週 文学　宮本輝「途中下車」 名作の一部分を味わい、鑑賞することができる

10週 表現　第４課書いてみよう
手紙文・案内文・ビジネス文書

基本的な手紙文に関連する事項について理解することがで
きる

11週
表現　第２課話してみよう
漢字で語る新年の決意
（スピーチ）

漢字の成り立ちや本来の意味を利用して、自分の決意を述
べることができる

12週 文学　川上弘美「離さない」 名作の一部分を味わい、鑑賞することができる

13週 文学　小川洋子「電話アーティストの甥/電話アーティスト
の恋人」 名作の一部分を味わい、鑑賞することができる

14週 文学　角田光代「さがしもの」 名作の一部分を味わい、鑑賞することができる

15週 まとめ 文学作品の読解を通して、自分の生き方と比較して意見を
持ち、表現していくことができる

16週
評価割合

試験 発表 相互評価 課題 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 80 10 0 0 10 0 100
基礎的能力 60 0 0 0 0 0 60
分野横断的能力 20 10 0 0 10 0 40



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用電気数学Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 2019-179 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 電気電子工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 1

教科書/教材 金原粲監修，"専門基礎ライブラリー　電磁気学"，実教出版，2007.　高木，猪原，佐藤，高橋，向川，"大学1年生のた
めの電気数学（第２版）"，森北出版，2016．

担当教員 嶋 直樹
到達目標
1．ベクトル解析における基本的な表現，計算を式，図を用いて表現することができる．
2．線積分，面積分，体積分を数式，図を用いて表現し，基本的な問題について解を求めることができる．
3．スカラー場の勾配，ベクトル場の発散と回転を数式，図を用いて表現し，基本的な問題について計算することができる．
4．ガウスの発散定理，ストークスの定理を数式，図を用いて表現し，基本的な問題について解を求めることができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
ベクトル解析における基本的な表
現，計算を式，図を用いて表現す
ることができる

ベクトル解析における基本的な表
現，計算を式，図を用いて正しく
表現し計算することができる

ベクトル解析における基本的な表
現，計算を式，図を用いて表現す
ることができる

ベクトル解析における基本的な表
現，計算を式，図を用いて表現す
ることができない

線積分，面積分，体積分を数式
，図を用いて表現し，基本的な問
題について解を求めることができ
る

線積分，面積分，体積分を数式
，図を用いて正しく表現し，応用
的な問題について解を求めること
ができる

線積分，面積分，体積分を数式
，図を用いて表現し，基本的な問
題について解を求めることができ
る

線積分，面積分，体積分を数式
，図を用いて表現し，基本的な問
題について解を求めることができ
ない

スカラー場の勾配，ベクトル場の
発散と回転を数式，図を用いて表
現し，基本的な問題について計算
することができる

スカラー場の勾配，ベクトル場の
発散と回転を数式，図を用いて正
しく表現し，応用的な問題につい
て解を求めることができる

スカラー場の勾配，ベクトル場の
発散と回転を数式，図を用いて表
現し，基本的な問題について計算
することができる

スカラー場の勾配，ベクトル場の
発散と回転を数式，図を用いて表
現し，基本的な問題について計算
することができない

ガウスの発散定理，ストークスの
定理を数式，図を用いて表現し
，基本的な問題について解を求め
ることができる

ガウスの発散定理，ストークスの
定理を数式，図を用いて正しく表
現し，応用的な問題について解を
求めることができる

スカラー場の勾配，ベクトル場の
発散と回転を数式，図を用いて表
現し，基本的な問題について計算
することができる

ガウスの発散定理，ストークスの
定理を数式，図を用いて表現し
，基本的な問題について解を求め
ることができない

学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要 電磁気学を理解するために必要となるベクトル解析を学ぶ．
授業の進め方と授業内
容・方法

授業は講義を中心に行い，毎回，課題問題を出す．
ガイダンス以降，前回授業内容の理解を確認する小テスト授業の最初，20分程度行う．

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。
③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 学習・教育目標，授業概要の説明 授業概要を理解できる．

2週 ベクトルの表現と簡単な計算
ベクトルの内積，外積

ベクトル量およびスカラー量を区別して記号，式，図で表
現することができる．
ベクトル量について基本的な計算を行うことができる

3週 座標系 位置，およびベクトル量を直交座標系，円筒座標系，球座
標系で表し，相互に変換することができる．

4週 線積分 ベクトル場の線積分を式で表現し，基本的な問題について
計算することができる．

5週 面積分 ベクトル場の面積分を式で表現し，基本的な問題について
計算することができる．

6週 体積分 スカラー場の体積分を式で表現し，基本的な問題について
計算することができる．

7週 ベクトル場の発散 ベクトル場の発散の公式を導出できる．
8週 ベクトル場の回転 ベクトル場の回転の公式を導出できる．
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 平成31年度 (2019年度) 授業科目 自動制御
科目基礎情報
科目番号 2019-175 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 電気電子工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 制御工学　技術者のための、理論・設計から実装まで　豊橋技術科学大学高等専門学校制御工学教育連携プロジェクト
（著）

担当教員 山之内 亘
到達目標
(1) 制御系の各要素を伝達関数で示し，系をブロック線図で表すことができる。
(2) 時間応答の計算ができる。
(3) 周波数応答の概念を理解し，ボード線図やベクトル軌跡などが画くことができる。
(4) 制御系の安定性，安定度の概念を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
制御系の各要素を伝達関数で示し
，系をブロック線図で表すことが
できる

複雑な制御系の各要素を伝達関数
で示し，系をブロック線図で表す
ことができる

制御系の各要素を伝達関数で示し
，系をブロック線図で表すことが
できる

制御系の各要素を伝達関数で示し
，系をブロック線図で表すことが
できない

時間応答の計算ができる 様々な入力に対する時間応答の計
算ができる

ステップ入力時の時間応答の計算
ができる 時間応答の計算ができない

周波数応答の概念を理解し，ボー
ド線図やベクトル軌跡などが画け
る

高次のシステムにおいて周波数応
答の概念を理解し，ボード線図や
ベクトル軌跡などが画ける

低次のシステムにおいて周波数応
答の概念を理解し，ボード線図や
ベクトル軌跡などが画ける

周波数応答の概念を理解できない

制御系の安定性，安定度の概念を
説明できる

制御系の安定性，安定度の概念を
説明でき、複数の判別法を用いて
計算できる

制御系の安定性，安定度の概念を
説明できる

制御系の安定性，安定度の概念を
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 さまざまな産業機器に応用されている制御理論のうち，古典制御論と呼ばれる分野について学ぶ。特に，制御系の表現

手法や解析手法について重点を置いて学習を行う。
授業の進め方と授業内
容・方法

授業は、講義を中心に行い、後半30分程度理解度を確認するために課題を課す。
適宜レポートを課すので、次回の授業開始時に提出すること

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。
③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 自動制御の概念と例 制御の概念と例，フィードバック制御系の基本構成を説明
できる

2週 ラプラス変換 ラプラス変換の定義と公式を説明できる
3週 制御系の表現１ 運動や電気回路についてモデル化することができる
4週 制御系の表現２ モデル化した系について、伝達関数を導出できる
5週 制御系の表現３ モデル化した系をブロック線図によって記述できる
6週 時間応答 システムの時間応答を説明できる

7週 演習 ラプラス変換やブロック線図を説明でき、それらの時間応
答を記述できる

8週 周波数応答１ ベクトル軌跡を説明できる
9週 周波数応答２ ボード線図を説明できる
10週 周波数応答3 高次系のボード線図を折れ線近似を用いて作図できる

11週 安定性１ 極配置図およびラウス・フルビッツの安定判別法を説明で
きる

12週 安定性２ ナイキスト法と安定度（位相余裕，ゲイン余裕）の概要を
説明できる

13週 フィードバック制御系の特性 フィードバック制御系の定常特性や過渡特性を説明できる
14週 制御系設計 コントローラの設計法を説明できる

15週 演習 システムの周波数応答およびフィードバック制御系の特性
や安定性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 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31年度 (2019年度) 授業科目 学外実習Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2019-182 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 電気電子工学科 対象学年 4
開設期 集中 週時間数 4
教科書/教材
担当教員 野毛 悟
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2週間（60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 受入先機関での研修(6) 内容は受入先機関との協議により決定
12週 受入先機関での研修(7) 内容は受入先機関との協議により決定
13週 受入先機関での研修(8) 内容は受入先機関との協議により決定
14週 受入先機関での研修(9) 内容は受入先機関との協議により決定
15週 受入先機関での研修(10) 内容は受入先機関との協議により決定
16週 事後研修(1) 実施報告書作成

後期

1週 事後研修(2) 実施報告書作成
2週 事後研修(3) プレゼンテーションの手法
3週 事後研修(4) プレゼンテーション資料作成
4週 事後研修(5) 報告会
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 平成31年度 (2019年度) 授業科目 通信工学
科目基礎情報
科目番号 2019-172 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 電気電子工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 「通信工学概論」，山下不二雄他，森北出版社．
担当教員 嶋 直樹
到達目標
１．通信システムの原理とその基本技術を説明できる．
２．無線通信，音声通信，画像通信等の通信サービスの基本技術と概要を説明できる．
３．電気電子工学の課題に，修得した専門知識を応用できる．(C1-3)
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．通信システムの原理とその基
本技術を説明できる．

□通信システムの原理とその基本
技術をこれまで修得した内容をも
とにわかりやすく説明できる．

□通信システムの原理とその基本
技術を説明できる．

□通信システムの原理とその基本
技術を説明できない．

２．無線通信，音声通信，画像通
信等の通信サービスの基本技術と
概要を説明できる．

□音声通信，画像通信，インター
ネット等の通信サービスの基本技
術と概要を詳細に説明できる．

□音声通信，画像通信，インター
ネット等の通信サービスの基本技
術と概要を説明できる．

□音声通信，画像通信，インター
ネット等の通信サービスの基本技
術と概要を説明できない．

３．電気電子工学の課題に，修得
した専門知識を応用できる．(C1-
3)

□電気電子工学の課題に，修得し
た専門知識を例をあげながらわか
りやすく応用できる．

□電気電子工学の課題に，修得し
た専門知識を応用できる．

□電気電子工学の課題に，修得し
た専門知識を応用できない．

学科の到達目標項目との関係
実践指針 （C1） 実践指針のレベル （C1-3） 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ２
教育方法等

概要
通信システムは，産業や文化，生活にとって不可欠な社会的インフラである．通信技術は急速に進歩しており，高度情
報化社会をささえる基盤技術となっている．通信システムは広範囲な技術を応用した総合的なシステムであり，通信工
学を学ぶことは工学全般の修得につながる．

授業の進め方と授業内
容・方法

教科書に沿って講義する．通信に関する資料を配布し，関連する部品などを回覧する．１００点満点の試験を２回実施
し，その平均を評価点とする．

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．授業目標３（C1-3）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．評価項目及び評
価基準については評価（ルーブリック）による．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 学習・教育目標，授業概要の説明 授業概要を理解できる．

2週 通信システムの基本構成 通信システムの基本構成とプロトコルについて説明できる
．

3週 電気通信で扱われる情報
音声信号と画像信号の性質について説明できる．
画像信号の伝送方法の概略，伝送帯域圧縮の概要について
説明できる．

4週 信号波の取扱い方の基礎1 情報信号についての基礎的な概念が説明できる．
情報信号につての定量的な計算が行える．

5週 信号波の取扱い方の基礎2
通信容量における帯域幅について計算が行え，説明するこ
とができる．
信号波の時間領域と周波数領域における表現が行える．

6週 アナログ信号の変調
変調の必要性について説明できる．
アナログ信号のAM変調における諸量を計算できる．
AM変調方式，検波方式について説明できる．

7週 アナログ信号の変調
アナログ信号の角度変調方式，パルス変調方式における諸
量を計算できる．
角度変調方式，パルス変調方式について説明できる．

8週 信号のディジタル変調 基本的なデジタル変調方式について説明できる．

9週 信号の多重化 周波数多重化，時分割多重化，符号分割多重化の概念につ
いて簡単に説明できる．

10週 通信における各種の擾乱 通信システムにおける各種擾乱について説明できる．

11週 伝送路
伝送線路の諸量について計算することができる．
通信システムで用いられる各種伝送線路の特徴について簡
単に説明できる．

12週 交換システム
回線交換システム，パケット交換システムについて説明で
きる．
トラフィック理論における基礎的な諸量について計算する
ことができる．

13週 中継伝送システム 中継伝送システムの概要について説明できる．

14週 いろいろな通信システム1
インターネット，IP網の発展の概略とその特徴について簡
単に説明できる．
光通信システムについて簡単に説明できる．

15週 いろいろな通信システム2 移動体通信について簡単に説明できる．
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31年度 (2019年度) 授業科目 （学際科目）有機材料化学基
礎

科目基礎情報
科目番号 2019-192 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 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 伊与田正彦・横山 泰・西長亨（2007）マテリアルサイエンス有機化学　東京化学同人
担当教員 山根 説子
到達目標
有機化学の基礎を理解し、有機分子の化学結合の特徴から有機材料（色素、液晶材料、EL素子、導電性高分子、有機磁性体、超分子）の物性の
挙動を説明できる。
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

□有機化学の基礎を理解し、有機
分子の化学結合の特徴から有機材
料（色素、液晶材料、EL素子、導
電性高分子、有機磁性体、超分子
）の物性の挙動を推定し、説明で
きる。

□有機化学の基礎を理解し、有機
分子の化学結合の特徴から有機材
料（色素、液晶材料、EL素子、導
電性高分子、有機磁性体、超分子
）の物性の挙動を説明できる。

□有機化学の基礎を理解し、有機
分子の化学結合の特徴から有機材
料（色素、液晶材料、EL素子、導
電性高分子、有機磁性体、超分子
）の物性の挙動を説明できない。

評価項目2
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ３
教育方法等
概要 有機材料はその多様性から新素材の中心的存在である。化学構造を理解しさらにその物性を推察することは材料開発に

重要である。本科目ではマテリアルサイエンスを理解するために必要な有機化学および有機機能材料について学ぶ。
授業の進め方と授業内
容・方法 授業は講義形式にて行う。

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

前期

1週 ガイダンス 有機材料の概要を理解することができる。
2週 有機化学の基礎1 s軌道、p軌道、混成軌道、化学結合の性質を説明できる。
3週 有機化学の基礎2 有機化合物の書き表し方の種類を説明できる。
4週 有機化学の基礎3 分子間力の種類を説明できる。
5週 有機化学の基礎4 酸と塩基を説明できる。
6週 有機化合物の構造1 構造異性体、立体異性体を説明できる。
7週 有機化合物の構造2 構造異性体、立体異性体を見分けることができる。
8週 有機化合物の構造3 有機化合物の分極を説明できる。
9週 有機色素 有機色素の特徴を説明できる。
10週 液晶 液晶分子の特徴とディスプレーの原理を説明できる。
11週 有機EL素子 有機EL素子の原理を説明できる。
12週 有機FET 有機FETの原理を説明できる。

13週 有機伝導体 有機伝導体の基礎、導電性分子錯体・導電性高分子の機能
を説明できる。

14週 有機磁性体 分子内の磁気相互作用、有機磁性体を説明できる。
15週 ナノマシン・分子デバイス 超分子化学、炭素材料、巨大分子を説明できる。
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 100 0 0 0 0 0 100
基礎的能力 60 0 0 0 0 0 60
専門的能力 20 0 0 0 0 0 20
分野横断的能力 20 0 0 0 0 0 20



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 回路理論Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 2019-171 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 電気電子工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 1. 回路理論基礎（柳沢 健 著，電気学会）2. 過渡現象の基礎（吉岡芳夫/作道訓之/大澤直樹 著，森北出版）
担当教員 佐藤 憲史
到達目標
１．相互インダクタンスによる結合回路について，入出力特性を計算し，理想変成器について説明できる．
２．対称三相の理論を中心に電圧，電流，電力及びその測定法を説明し，これを用いて三相交流の計算ができる．
３．微分方程式を用いて，基本的な回路の過渡現象を計算し，その結果を用いて回路の物理的現象を解析できる．
４．電気電子工学の課題に，修得した専門知識を応用できる．(C1-3)
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．相互インダクタンスによる結
合回路について，入出力特性を計
算し，理想変成器について説明で
きる．

□相互インダクタンスによる結合
回路について，入出力特性を正確
に計算し，理想変成器について詳
しく説明できる．

□相互インダクタンスによる結合
回路について，入出力特性を計算
し，理想変成器について説明でき
る．

□相互インダクタンスによる結合
回路について，入出力特性を計算
できず，理想変成器について説明
できない．

２．対称三相の理論を中心に電圧
，電流，電力及びその測定法を説
明し，これを用いて三相交流の計
算ができる．

□対称三相の理論を中心に電圧
，電流，電力及びその測定法を正
確に説明し，これを用いて複雑な
三相交流の計算ができる．

□対称三相の理論を中心に電圧
，電流，電力及びその測定法を説
明し，これを用いて三相交流の計
算ができる．

□対称三相の理論を中心に電圧
，電流，電力及びその測定法を説
明できず，これを用いて三相交流
の計算ができない．

３．微分方程式を用いて，基本的
な回路の過渡現象を計算し，その
結果を用いて回路の物理的現象を
解析できる．

□微分方程式を用いて，基本的な
回路の過渡現象を正確に計算し
，その結果を用いて回路の物理的
現象を深く解析できる．

□微分方程式を用いて，基本的な
回路の過渡現象を計算し，その結
果を用いて回路の物理的現象を解
析できる．

□微分方程式を用いて，基本的な
回路の過渡現象を計算できず，そ
の結果を用いて回路の物理的現象
を解析できない．

４．電気電子工学の課題に，修得
した専門知識を応用できる．(C1-
3)

□電気電子工学の課題に，修得し
た専門知識を例をあげながらわか
りやすく応用できる．

□電気電子工学の課題に，修得し
た専門知識を応用できる．

□電気電子工学の課題に，修得し
た専門知識を応用できない．

学科の到達目標項目との関係
実践指針 （C1） 実践指針のレベル （C1-3） 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ２
教育方法等
概要 前半は定常現象回路の変成器，三相交流回路について学び，後半は回路の過渡現象について学ぶ．これらの回路理論は

，電力や電気機器等の技術を修得する基礎となる．
授業の進め方と授業内
容・方法

教科書に沿って講義する．実際の回路，例えば電子回路，電力，計測回路などへの応用ができるように演習も取り入れ
る．１００点満点の試験を２回実施し，その平均を評価点とする．

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．
授業目標３（C1-3）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します．評価項目及び評価
基準については評価（ルーブリック）によります．
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

前期

1週 学習・教育目標，授業概要の説明 授業概要を理解できる．
2週 二巻線変成器と等価回路，及び基本特性 相互誘導を説明し，相互誘導回路の計算ができる．
3週 理想変成器と基本特性 理想変成器を説明できる．

4週 三相交流電源 三相交流における電圧・電流（相電圧，線間電圧、線電流
）を説明できる．

5週 対称三相回路 電源および負荷のΔ-Ｙ，Ｙ-Δ変換の計算ができる．
6週 電力の対称座標表現，三相電力の測定法 対称三相回路の電圧・電流・電力の計算ができる．
7週 演習 変成器の特性と三相交流の基礎と応用の計算ができる．
8週 過渡現象概説 過渡現象の概要が理解できる．

9週 RC回路の過渡現象 RC直列の単エネルギー回路の直流応答を計算し，過渡応答
の特徴を説明できる．

10週 RL回路の過渡現象 RL直列の単エネルギー回路の直流応答を計算し，過渡応答
の特徴を説明できる．

11週 交流電源に接続した場合の過渡現象 交流電源に接続したRC・RL回路の過渡現象を計算できる．

12週 複エネルギー回路の過渡現象Ⅰ RLC直列回路等の複エネルギー回路の直流応答を計算し
，過渡応答の特徴を説明できる．

13週 複エネルギー回路の過渡現象Ⅱ RLC直列回路等の複エネルギー回路の交流応答を計算し
，過渡応答の特徴を説明できる．

14週 複合回路の過渡現象 直並列回路の直流応答を計算できる．
15週 演習 過渡現象の計算ができる．
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 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31年度 (2019年度) 授業科目 日本事情
科目基礎情報
科目番号 2019-189 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 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 教員が用意した資料プリントを必要に応じて配布
担当教員 （社会科 非常勤講師）,金澤 麻理子
到達目標
日本の自然と文化について基本的な事柄を理解し、他の学生の意見を聞いて理解し議論をし、与えられたテーマについて日本語の作文ができる
。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

日本の自然と文化について基本的
な事柄を理解し、他の学生の意見
を聞いて理解し議論をし、与えら
れたテーマについて日本語の作文
がよくできる。

日本の自然と文化について基本的
な事柄を理解し、他の学生の意見
を聞いて理解し議論をし、与えら
れたテーマについて日本語の作文
ができる。

日本の自然と文化について基本的
な事柄を理解し、他の学生の意見
を聞いて理解し議論をし、与えら
れたテーマについて日本語の作文
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 日本において留学生が円滑な日常生活を送り、卒業後、十分活躍できるように日本の自然と文化に関する基礎的な知識

を身につけさせる。

授業の進め方と授業内
容・方法

日本の自然と文化に、できる限り直接触れる機会を与え、それについて解説することに努める。また、学生が未知の事
柄について自ら積極的に学び、発言する姿勢を身につけるようにする。その際、必要に応じて日本語による表現法につ
いて解説する。

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 オリエンテーション 前期授業で扱うテーマの紹介と解説を聞き、その概要を理
解できる

2週 日本の地理（1） 都道府県の名前と位置を覚え、日本の地理を理解できる
3週 日本の地理（2） 都道府県の名前と位置を覚え、日本の地理を理解できる

4週 日本の地理（3） 外国人向けのガイドブックを読み、日本各地の文化と名所
について理解できる

5週 日本の文化と遊び（1） 季節ごとの行事や習わしについて理解できる
6週 日本の文化と遊び（2） 日本のことわざを学び、日本文化を理解できる
7週 日本の文化と遊び（3） 日本の食文化を理解できる
8週 日本の文化と遊び（4） 日本の料理を体験し、理解できる

9週 日本の歴史（1） 日本の歴史の概要を理解し、母国との関連について説明で
きる

10週 日本の歴史（2） 日本の歴史の概要を理解し、母国との関連について説明で
きる

11週 日本の歴史（3） 日本の歴史の概要を理解し、母国との関連について説明で
きる

12週 日本の歴史（4） 日本の歴史の概要を理解し、母国との関連について説明で
きる

13週 日本の文化と遊び（5） 季節ごとの行事や習わしについて理解できる

14週 現代の日本社会（1） 新聞記事やニュースを通して日本社会の問題点に気づき説
明できる

15週 高専祭に向けて（1）
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。

16週

後期

1週 高専祭に向けて（2）
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 高専祭に向けて（3）
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 現代の日本社会（2） 新聞記事やニュースを通して日本社会の問題点に気づき説
明できる

4週 現代の日本社会（3） 新聞記事やニュースを通して日本社会の問題点に気づき説
明できる

5週 現代の日本社会（4） 新聞記事やニュースを通して日本社会の問題点に気づき説
明できる

6週 日本の文化と遊び（6） 季節ごとの行事や習わしについて理解できる
7週 日本の文化と遊び（7） 日本のことわざを学び、日本文化を理解できる
8週 日本の文化と遊び（8） 日本の食文化を理解できる



9週 現代の日本社会（5） 新聞記事やニュースを通して日本社会の問題点に気づき説
明できる

10週 現代の日本社会（6） 新聞記事やニュースを通して日本社会の問題点に気づき説
明できる

11週 現代の日本社会（7） 新聞記事やニュースを通して日本社会の問題点に気づき説
明できる

12週 現代の日本社会（8） 新聞記事やニュースを通して日本社会の問題点に気づき説
明できる

13週 日本文学を読む（1） 日本の代表的な文学者の作品を読み理解できる
14週 日本文学を読む（2） 日本の代表的な文学者の作品を読み理解できる
15週 日本文学を読む（3） 日本の代表的な文学者の作品を読み理解できる
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 0 40 0 30 30 0 100
基礎的能力 0 40 0 30 30 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気電子工学実験Ⅳ
科目基礎情報
科目番号 2019-178 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 4
開設期 通年 週時間数 4
教科書/教材 プリント
担当教員 望月 孔二
到達目標
１．事前に文献調査し、実験機材の取り扱い方や手順，チーム内の自分の役割を把握し，担当業務の進捗状況をメンバーに報告できる。(態度)
２．得られた学修成果をレポートにまとめて遅滞なく報告できる。（期限）
３．実験課題に対する結果と考察をレポートにまとめることができる。(内容)
４．実験に関する諮問について口頭で答えることができる。(面接）
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
1. 事前に文献調査し，実験機材の
取り扱い方や手順，チーム内の自
分の役割を把握し，担当業務の進
捗状況をメンバーに報告できる
．(態度)

事前に文献調査し，実験験機材の
取り扱い方や手順，チーム内の自
分の役割を十分に把握し，担当業
務の進捗状況をメンバーにわかり
やすく的確に報告できる．

事前に文献調査し，実験験機材の
取り扱い方や手順，チーム内の自
分の役割を把握し，担当業務の進
捗状況をメンバーに報告できる．

事前に文献調査し，実験機材の取
り扱い方や手順，チーム内の自分
の役割等の把握が不十分で，担当
業務の進捗状況をメンバーに報告
できない．

2. 得られた学修成果をレポートに
まとめて遅滞なく報告できる
．（期限）

課題等の記述に不備がなく，得ら
れた学修成果をレポートにまとめ
て遅滞なく報告できる．

一部不備があるものの得られた学
修成果をレポートにまとめて遅滞
なく報告できる．

事前に文献調査し，実験機材の取
り扱い方や手順，チーム内の自分
の役割等の把握が不十分で，担当
業務の進捗状況をメンバーに報告
できない．

3. 実験課題に対する結果と考察を
レポートにまとめることができる
．(内容)

実験課題に対する結果を理論的に
整理し，学修した知識をもとに考
察を加え，わかりやすくレポート
にまとめることができる．

実験課題に対する結果と考察をレ
ポートにまとめることができる．

実験課題に対する結果と考察をレ
ポートにまとめることができない
．

4. 実験に関する諮問について口頭
で答えることができる．(面接）

実験に関する諮問について，これ
まで学修した知識をもとにわかり
やすく正確に口頭で答えることが
できる．

実験に関する諮問について口頭で
答えることができる．

実験に関する諮問について口頭で
答えることができない．

学科の到達目標項目との関係
実践指針 （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
教育方法等

概要

理論と実験は工学の勉学にはともに不可欠なものである。講義は理論が中心となるが、理論を確認するには必ず実験が
必要である。また、実験結果の中から新しい重要な理論が生まれることもある。実践的な技術者教育を目指す高専にお
ける"学生実験"は極めて高い位置付けの科目である。本授業では，３年生までの同科目に引き続き電気電子工学に関する
テーマの実験を行う。前期はPBL方式で実施する。後期は通常の実験であり、５つの実験テーマをそれぞれ２週に亘って
行う。内容は更により専門的になり、授業内容に限定しないテーマもあるので、学生が自ら疑問点を見つけてポイント
を絞り、その問題解決に当たる能力が必要になる。なお、班により実験の順番が入れ替わる。

授業の進め方と授業内
容・方法

(1) 合格するのは、定められたすべての報告書を、定められた期間内にすべて提出した学生である。事前に合理的な相談
があった場合、提出期限は延ばすことがある。
(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。
授業目標１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、ルーブ
リックによる。

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 導入，目標設定，自己目標設定
オリエンテーション：
PBLの趣旨，概要，予定，テーマ，グループ分け，安全に
ついて

2週 実験環境説明，情報収集 講義：ELVISの使い方・文献調査方法・SPICE
班行動：情報収集

3週 試作回路 講義 ：オペアンプ・測定方法
班行動：試作回路製作と解析・回路設計

4週 試作回路，報告書の書き方 講義：報告書の書き方について
班行動：試作回路製作と解析・回路設計

5週 試作回路，部品入手法 講義 ：部品入手について
班行動：試作回路の解析・回路設計

6週 技術者倫理 講義 ：技術者倫理
班行動：試作回路の解析・回路設計

7週 部品配布，回路製作
講義 ：レイアウトに関する注意点
部品配布
班行動：試作回路の解析・回路設計

8週 回路製作 班行動：レイアウト設計・回路製作・評価
9週 回路製作と評価 班行動：回路製作・評価
10週 回路評価と評価 班行動：回路製作・装置組立・回路評価

11週 報告書と発表スライド作成 仮提出：ppt原稿と報告書
班行動：回路製作・評価

12週 報告書と発表スライド作成 講義 ：ppt原稿の作り方，報告会の実施方法
班行動：ppt原稿作成，報告書作成



13週 報告書と発表スライド作成 班行動：ppt原稿作成，報告書作成

14週 報告書と発表スライド作成 講義 ：ppt発表方法
班行動：発表会に向けた，班別の最終打ち合わせ

15週 発表会 発 表 会
16週

後期

1週 オリエンテーション（１） 本プログラムの学習・教育目標，授業概要・目標，スケジ
ュール，評価方法と基準等の説明

2週 オリエンテーション（２） 各実験テーマごとに，安全教育，実験内容，事前準備等に
ついて説明

3週 過渡現象（１） R−L，R−C，R−L−C回路の過渡現象について解析解を求め
，実験により事象を確認する．

4週 過渡現象（２） 得られた解析解，実験波形等からレポートを作成する

5週 フィードバック制御系の構成と時間応答（１） フィードバック制御系の基本構成と時間応答についてパラ
メータの変更による現象を測定する

6週 フィードバック制御系の構成と時間応答（２） 実験データを基にレポートを作成する

7週 空気の絶縁破壊（１） 空気の絶縁破壊を理解するとともに高電圧実験装置の操作
法を修得する

8週 空気の絶縁破壊（２） 実験データを基にレポートを作成する

9週 誘導電動機と直流分巻電動機の特性（１）
誘導電動機の基本測定を行い，等価回路定数を求める．直
流電動機は始動及び速度制御を実施し，運転操作を理解す
る

10週 誘導電動機と直流分巻電動機の特性（２） 実験データを基にレポートを作成する

11週 負性抵抗発振器の特性（１）
負性抵抗発振器の特性を測定するとともに，発振器のリミ
ットサイクルを求め，観測波形と比較検討を行い，負性抵
抗発振による発振原理と現象を理解する．

12週 負性抵抗発振器の特性（２） 実験データを基にレポートを作成する
13週 報告書整理 再検討，再提出扱いとなったレポートを完成させる
14週 報告書整理 再検討，再提出扱いとなったレポートを完成させる

15週 総括 総括
授業アンケートの実施

16週
評価割合

課題レポート 実験および口頭試問 合計
総合評価割合 50 50 100
評価項目1 0 40 40
評価項目2 30 0 30
評価項目3 20 0 20
評価項目4 0 10 10



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気電子材料
科目基礎情報
科目番号 2019-176 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 電気電子工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 「これからスタート！電気電子材料」　伊藤國雄、原田寛治共著、電気書院
担当教員 大澤 友克
到達目標
１．水素原子の構造を説明できる。
２．バンド図により、金属、絶縁体、半導体の違いを説明できる。
３．金属の電気伝導特性を説明できる。
４．真性半導体および不純物半導体の導電率の温度変化を、定性的に説明できる。
５．誘電体、磁性体の電磁的性質の起源を説明できる。
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

水素原子の構造を説明できる。
ボーアの理論からボーア半径を導
き、水素原子の構造を説明できる
。

水素原子の構造を説明できる。 水素原子の構造を説明できない。

バンド図により、金属、絶縁体、
半導体の違いを説明できる。

エネルギーバンドの形成とフェル
ミ・ディラック分布を理解し、エ
ネルギーバンド図により、金属、
絶縁体、半導体の違いを説明でき
る。

バンド図により、金属、絶縁体、
半導体の違いを説明できる。

バンド図により、金属、絶縁体、
半導体の違いを説明できない。

金属の電気伝導特性を説明できる
。

金属の電気伝導特性を定式化し、
説明できる。

金属の電気伝導特性を説明できる
。

金属の電気伝導特性を説明できな
い。

真性半導体および不純物半導体の
導電率の温度変化を、定性的に説
明できる。

真性半導体および不純物半導体の
導電率の温度変化を、定量的に説
明できる。

真性半導体および不純物半導体の
導電率の温度変化を、定性的に説
明できる。

真性半導体および不純物半導体の
導電率の温度変化を、定性的に説
明できない。

誘電体、磁性体の電磁的性質の起
源を説明できる。

誘電体、磁性体の電磁的性質の起
源を説明できる。
半導体のエネルギーバンド図を説
明できる。

誘電体、磁性体の電磁的性質の起
源を説明できる。

誘電体、磁性体の電磁的性質の起
源を説明できる。

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）】 ２
教育方法等

概要

情報通信技術の急速な進歩は、現代社会を大きく変えつつある。それらの進歩には各種装置を構成する電気電子材料の
知識が必要不可欠となっている。これは、単に材料開発をおこなおうとしている開発者だけでなく、それらを用いて作
製された電子回路等を効率よく使おうとする技術者にとっても、きわめて重要な意味を持つと考えられる。授業では主
に、電子回路等で扱う主な材料である金属、半導体、絶縁体、誘電体、磁性体の電磁的特性を学ぶ。導入として、量子
力学を始めとした物理学の基礎を学ぶ。

授業の進め方と授業内
容・方法 授業は主に講義形式でおこなう。適宜課題を課すので、提出期限を厳守すること。

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。
中間試験を授業時間内に実施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 導入

学習・教育目標、授業概要・目標、日程、評価方法と基準
の説明。
なぜ電気電子材料を学ぶのか理解できる。
電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できる。
エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算等の計算が
できる。

2週 水素原子構造と量子論

シュレディンガー方程式（一次元井戸型ポテンシャル）が
解ける。
水素原子の構造（ボーアの理論）を説明できる。
電子スピンとパウリの排他原理を理解し、原子の電子配置
を説明できる。

3週 固体における化学結合 原子間力と化学結合、イオン結晶、共有結合、金属結晶、
ファンデルワールス結晶などが説明できる。

4週 結晶構造 原子半径と結晶の充填率、X線回折の計算ができる。

5週 金属の電気伝導 金属の電気的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができ
る。

6週 帯域理論（バンド理論）１ フェルミ･ディラックの統計を理解できる。状態密度を説明
できる。

7週 帯域理論（バンド理論）２ エネルギーバンドの形成を理解し、金属と絶縁体のエネル
ギーバンド図を説明できる。

8週 半導体の導電率１ 真性半導体の導電率を計算できる。

9週 半導体の導電率２ 不純物半導体の導電率を計算できる。
半導体のエネルギーバンド図を説明できる。

10週 半導体の導電率３ 不純物半導体の導電率を計算し、温度変化を説明できる。
11週 p-n接合における電子現象 p-n接合の整流特性を説明できる。
12週 様々な半導体材料 発光ダイオードを説明できる。



13週 誘電体 誘電分極、誘電分極の機構を説明できる。
14週 磁性材料、超伝導 磁性体の分類、超伝導体の説明ができる。
15週 まとめ まとめ
16週

評価割合
中間試験 期末試験 レポート 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 40 40 20 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 40 40 20 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31年度 (2019年度) 授業科目 応用物理Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2019-169 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 電気電子工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 前期はテキスト配布。後期：適宜プリントを配布。参考書としてバイザー著現代物理学の基礎（好学社）を用いる。
担当教員 駒 佳明,設楽 恭平
到達目標
１．実験を正確に行い，データを正しく解析し，結果を適切な有効数字で，かつ，グラフを用いて表現することができる。
２．実験結果およびその背景にある物理現象について正しく理解し，関連する諸量を計算できる。
３．自然現象における現代物理学の役割を理解して、相対論・量子論に基づいた基礎的な量を評価することができる。(B1-3)
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

□正しい手順で実験を行い，正確
なデータを得ることができる。
□複雑な解析を行った場合でも
，正しい有効数字で結果を表現で
きる。
□実験の解析結果についてその背
景を考察することができる。
□実験データおよびそこから得た
結論を適切にグラフを用いて表現
することができる。

□実験指導書に従い，正しい手順
で実験を行うことができる。
□実験データを正しい有効数字で
表現できる。
□実験データを，実験指導書に従
って正しく解析し，結論を導くこ
とができる。
□実験データを適切にグラフに表
現することができる。

□実験指導書に従い，正しい手順
で実験を行うことができない。
□実験データを正しい有効数字で
表現できない。
□実験データを，実験指導書に従
って正しく解析できない。
□実験データを適切にグラフに表
現することができない。

評価項目2
□実験を行った物理現象について
正しく説明でき，応用的な事例に
ついて関連する諸量の計算ができ
る。

□実験を行った物理現象について
正しく説明でき，関連する諸量の
計算ができる。

□実験を行った物理現象について
正しく説明できない。

評価項目3(B1-3)

□相対論に基づいて諸量の計算が
できる。
□量子論に基づいて諸量の計算が
できる。
□量子力学に基づいて諸量の計算
ができる。

□相対論に基づいて基本の計算が
できる。
□量子論に基づいて基本の計算が
できる。
□量子力学に基づいて基本の計算
ができる。

□相対論に基づいた評価ができな
い。
□量子論に基づいた評価ができな
い。
□量子力学に基づいた評価ができ
ない。

学科の到達目標項目との関係
実践指針 （B1） 実践指針のレベル （B1-3） 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ２
教育方法等

概要

前期は，１－３年で履修した物理I，物理IIおよび工業力学を応用して，重要な物理現象のいくつかを講義と実験の両面
から学ぶ。同時に，実験データの解析や誤差の扱いについても学ぶ。後期は現代物理学の講義を行う。古典力学から現
代物理学への発展を話題として、相対論と量子力学の基礎的な問題を取り扱い、ミクロ世界のエッセンスを習得するこ
とを目的とする。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，理論と実験を交互に学ぶ。物理法則を単に覚えるだけでなく，実際に物理現象を体感し，測定し，データ解析
することにより，実験作法を身に着けるとともに，物理法則の理解を深めるのがねらいである。
後期は，現代物理学における基礎的な事項を講義により学ぶ。相対論・量子論・量子力学と概念を紹介するとともに具
体的な問題を解きながら理解を深める。

注意点

前期は，講義の回も実験の回もともに物理実験室で行う。実験室用の上履きを持参すること（体育館シューズでよい
）。前期は到達度確認テスト１と実験レポートで評価する。後期は到達度確認テスト２，到達度確認テスト３で評価す
る。授業目標3(B1-3)が標準到達基準(満点の60%)以上で，かつ前後期の評価点が60点以上の場合に合格とする。評価
基準はルーブリックによる。評価については、評価割合に従って行う。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点する
ことがある。この科目は学修単位科目であり、1単位あたり30時間の対面授業を実施する。併せて1単位あたり15時間の
事前学習・事後学習が必要となる。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス
（安全な実験，振動の復習） 安全に実験することについて理解できる

2週 振動 強制振動と共振の実験と解析ができる
3週 誤差と有効数字１ 誤差と有効数字の概念を理解できる

4週 誤差と有効数字２ ノギスとマイクロメータを使った測定を通して，結果を適
切な有効数字で表現できる

5週 光の回折 光の回折（講義）とレーザー光を用いた回折の基礎実験を
行い，光の回折について正しく理解できる

6週 応用物理実験解説１ 電気現象を電子の運動として理解できる
7週 応用物理実験解説２ 光の粒子性とプランク定数の関係を理解できる

8週 到達度確認テスト１

9週 応用物理実験１ 光電効果に関する実験を行い，プランク定数を求めること
ができる

10週 応用物理実験2 水素原子のスペクトルを観測する実験を遂行し，プランク
定数を正しく求めることができる

11週 放射線 放射線に関する基礎的な事項を理解できる

12週 応用物理実験３ ローレンツ力による電子の等速円運動の実験を遂行し，そ
の測定から電子の比電荷を求めることができる

13週 応用物理実験４ 温度を変化させながら電気抵抗を測定する実験を遂行し
，その結果から電気抵抗の温度係数を求めることげできる



14週 応用物理実験５ 近現代物理学に関連する実験を遂行し，それらの物理現象
を正しく理解できる

15週 実験のまとめ

16週

後期

1週 現代物理学とは 相対性理論におけるエネルギーを扱うことができる
2週 空間と時間 ローレンツ収縮、時間の伸びを扱うことができる
3週 ローレンツ変換 相対論における時空・速度の変換を扱うことができる
4週 ４次元運動量 相対論におけるエネルギー・質量を扱うことができる
5週 光の粒子性 光子の運動量・エネルギーを扱うことができる
6週 粒子の波動性 ド・ブロイ波長、箱の中の粒子を扱うことができる
7週 概念のまとめ
8週 到達度確認テスト２

9週 不確定性原理 ハイゼンベルグの思考実験にもとづいて位置と運動量の関
係を理解できる

10週 量子力学１ 波動関数、確率密度分布を扱うことができる

11週 量子力学２ 無限井戸型ポテンシャル問題において波動関数を扱うこと
ができる

12週 量子力学３ 無限井戸型ポテンシャル問題において期待値、固有値を扱
うことができる

13週 量子力学の応用１ 応用問題において波動関数を扱うことができる
14週 量子力学の応用２ 応用問題において期待値を扱うことができる
15週 到達度確認テスト３
16週

評価割合
前期試験 前期実験レポー

ト 後期試験 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 25 25 50 0 0 0 100
基礎的能力 25 25 50 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31年度 (2019年度) 授業科目 （学際科目）医用工学基礎Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2019-193 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 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 床工学シリーズ「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 小村 元憲
到達目標
本科3年後期の「医用工学基礎I」で学んだ生体物性の理解のもとに、電気的、力学的、化学的信号として生体物性を計測し、処理することがで
きる。特に、現在開発されている計測・診断・治療にかかわる医用機器の動作原理を理解し、医学・医療における機器工学の重要性を説明でき
る。これらの知見を基盤とし、医療機器の開発者もしくは臨床工学技士として活用できる、基本的な考え方と姿勢を身につける。
・計測・診断にかかわる医用機器の原理及び使用上の注意点を説明できる．
・治療にかかわる医用機器の原理及び使用上の注意点を説明できる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
計測・診断にかかわる医用機器の
原理及び使用上の注意点を説明で
きる．

計測・診断にかかわる医用機器の
原理及び使用上の注意点を説明で
きる．

計測・診断にかかわる医用機器の
原理を説明できる．

計測・診断にかかわる医用機器の
原理を説明できない．

治療にかかわる医用機器の原理及
び使用上の注意点を説明できる．

治療にかかわる医用機器の原理及
び使用上の注意点を説明できる．

治療にかかわる医用機器の原理を
説明できる．

治療にかかわる医用機器の原理を
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
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。「医用工
学基礎I」に引き続き、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の養成を図る。

授業の進め方と授業内
容・方法 授業は講義を中心に行う。講義内容は教科書の流れで進め，補足内容を適宜プリント配布し解説する。

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 医用工学の概要を理解できる。
2週 計測・診断にかかわる医用機器(1) 血流計・超音波ドップラー血流計を説明できる。
3週 計測・診断にかかわる医用機器(2) 心拍出量計を説明できる。
4週 計測・診断にかかわる医用機器(3) 呼吸流量計・パルスオキシメータを説明できる。

5週 計測・診断にかかわる医用機器(4) 血液ガス分析装置・経皮的血液ガス分析装置を説明できる
。

6週 計測・診断にかかわる医用機器(5) 超音波診断装置を説明できる。
7週 計測・診断にかかわる医用機器(6) X線CTを説明できる。
8週 計測・診断にかかわる医用機器(7) MRIを説明できる。
9週 計測・診断にかかわる医用機器(8) MRIを説明できる。
10週 治療にかかわる医用機器(1) 血液浄化装置を説明できる。
11週 治療にかかわる医用機器(2) 体外循環装置を説明できる。
12週 治療にかかわる医用機器(3) 人工呼吸器を説明できる。
13週 治療にかかわる医用機器(4) ペースメーカ・除細動器を説明できる。
14週 治療にかかわる医用機器(5) 電気メス・電撃に対する人体反応を説明できる。
15週 授業のまとめ 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 90 10 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 90 10 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31年度 (2019年度) 授業科目 応用電気数学Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2019-180 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 電気電子工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 1
教科書/教材
担当教員 山之内 亘
到達目標
①ラプラス変換の定義と公式を説明できる
②波形のラプラス変換を説明できる
③部分分数展によって式を展開できる
④電気回路や微分方程式をラプラス変換によっ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

ラプラス変換の定義と公式を説明
できる

ラプラス変換の定義と公式を説明
でき、物理現象をモデル化できる
。

ラプラス変換の定義と公式を説明
できる

ラプラス変換の定義と公式を説明
できない

波形のラプラス変換を説明できる 波形のラプラス変換を説明でき、
数式として記述できる 波形のラプラス変換を説明できる 波形のラプラス変換を説明できな

い

部分分数展によって式を展開でき
る

部分分数展によって式を展開でき
、逆ラプラス変換により時間関数
にできる

部分分数展によって式を展開でき
る

部分分数展によって式を展開でき
ない

電気回路や微分方程式をラプラス
変換によって解くことができる

電気回路や微分方程式をラプラス
変換によって解くことができる

電気回路や微分方程式のラプラス
変換ができる

電気回路や微分方程式のラプラス
変換ができない

学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要 電気や運動などの解析のために便利なラプラス変換について学習する。特に電気回路の過渡現象やモータの運動につい

てラプラス変換を用いて理解を深める。
授業の進め方と授業内
容・方法

授業は、講義を中心に行い、後半30分程度理解度を確認するために課題を課す。
適宜レポートを課すので、次回の授業開始時に提出すること

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。
③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 ラプラス変換の概念と例 ラプラス変換の定義や公式を説明できる。
2週 基本的な式のラプラス変換 微分法則や積分法則について説明できる
3週 波形のラプラス変換 波形のラプラス変換について説明できる
4週 部分分数展開 部分分数展開、逆ラプラス変換を説明できる
5週 初期値の定理と最終値の定理 初期値の定理と最終値の定理を説明できる
6週 微分方程式のラプラス変換 微分方程式をラプラス変換によって計算できる
7週 電気回路のラプラス変換 電気回路の過渡特性をラプラス変換によって説明できる
8週 演習
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 平成31年度 (2019年度) 授業科目 工業英語Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 2019-177 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 電気電子工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 プリント（授業毎に配布）
担当教員 大澤 友克
到達目標
１．電気電子工学に関する専門用語を英語で表現できる。逆に英語による専門用語を和訳できる。
２．電気電子工学に関する技術文書を読解し、和訳できる。
３．電気電子工学に関する短い技術文書を英作文できる。（Ｄ２－３）
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．電気電子工学に関する専門用
語を英語で表現できる。逆に英語
による専門用語を和訳できる。

□電気電子工学に関する専門用語
を英語で表現できる。(７割以上の
正解が得られる。）

□英語による専門用語を和訳でき
る。(7割以上の正解が得られる。
）

□電気電子工学に関する専門用語
を英語で表現できる。(6割～7割未
満の正解が得られる。）

□英語による専門用語を和訳でき
る。(6割～7割未満の正解が得られ
る。　）

□電気電子工学に関する専門用語
を英語で表現できない.(6割以上の
正解が得られない。)

□英語による専門用語を和訳でき
ない。(6割以上の正解が得られな
い)

２．電気電子工学に関する技術文
書を読解し、和訳できる。

□電気電子工学に関する技術文書
を読解して和訳できる。（7割以上
の正解が得られる。）

□電気電子工学に関する技術文書
を読解して和訳できる。（6割
～7割未満の正解が得られる。）

□電気電子工学に関する技術文書
を読解して和訳できない。（6割以
上の正解が得られない。）

３．電気電子工学に関する短い技
術文書を英作文できる。
（Ｄ２－３）

□電気電子工学に関する短い技術
文書を英作文できる。（7割以上の
正解が得られる。）

□電気電子工学に関する短い技術
文書を英作文できる。（6割～7割
未満の正解が得られる。）

□電気電子工学に関する短い技術
文書を英作文できない。（6割以上
の正解が得られない。）

学科の到達目標項目との関係
実践指針 （D2） 実践指針のレベル （D2-3） 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ４
教育方法等
概要 先端的な技術文書や論文等は、英語で記述されていることが多く、技術開発のためにはこれらの文献を読んで理解する

必要がある。本講義は、電気電子工学分野の英語技術文書の読解を行う。
授業の進め方と授業内
容・方法 講義だけでなく、毎回小テストによる演習を行いながら、専門用語だけでなく技術英語特有の表現法を修得する。

注意点

1.授業目標３（Ｄ２－３）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（ルーブリック）による。
2.試験や課題レポート等は、JABEE 、大学改革支援・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。
3.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
Lesson 1　Ohm's law

Ohm's lawを読解し、短い英文を書ける。(ガイダンス含む
）

2週 Lesson 2　Wheatstone Bridge Wheatstone Bridgeを読解し、短い英文を書ける。

3週 Lesson 3
Primary and Secondary Cell

Primary and Secondary Cellを読解し、短い英文を書ける
。

4週 Lesson 4
Electricity and Magnetism Electricity and Magnetismを読解し、短い英文を書ける。

5週 Lesson 5
Electromagnetic Induction

Electromagnetic Inductionを読解し、短い英文を書ける
。

6週 Lesson 6
DC Generator DC Generatorを読解し、短い英文を書ける。

7週 Lesson 7
AC Motors AC Motorsを読解し、短い英文を書ける。

8週 Lesson ８
Radio-Wave Propagation Radio-Wave Propagationを読解し、短い英文を書ける。

9週 Lesson ９
Electron Devices Electron Devicesを読解し、短い英文を書ける。

10週 Lesson １０
Transistors Transistorsを読解し、短い英文を書ける。

11週 Lesson １１
Sine Waves Sine Wavesを読解し、短い英文を書ける。

12週 Lesson １２
Transformers Transformersを読解し、短い英文を書ける。

13週 Lesson １３
Transmission Systems Transmission Systemsを読解し、短い英文を書ける。

14週 Lesson １４
Tuning Tuningを読解し、短い英文を書ける。

15週 Lesson １５
Nuclear Energy Nuclear Energyを読解し、短い英文を書ける。

16週
評価割合

小テスト 中間試験 期末試験 態度 ポートフォリオ その他 合計



総合評価割合 25 25 50 0 0 0 100
１．電気電子工
学に関する専門
用語を英語で表
現できる。逆に
英語による専門
用語を和訳でき
る。　

10 10 20 0 0 0 40

２．電気電子工
学に関する技術
文書を読解し、
和訳できる。

10 10 20 0 0 0 40

３．電気電子工
学に関する短い
技術文書を英作
文できる。
（Ｄ２－３）

5 5 10 0 0 0 20



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電子回路Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2019-173 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 電気電子工学科 対象学年 4
開設期 前期 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
・等価回路を適切に使うことができる。
・負帰還の理論を理解し，負帰還回路の特徴を数式を使って説明できる。
・オペアンプを使った基本的な回路の解析，設計ができる。
・オペアンプを使った簡単な応用回路（発振回路や電源回路）の解析ができる。（C1-3）
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．回路解析を適切に行える．
□理解が不十分な人が読んでも分
かる答案を書ける．
□未知数の数を変えても正しく導
くことができる．

AND
□回路図から，未知数と既知数を
明確に分離できる．
□回路図から，最初の方程式を書
き下すことができる．
□自ら立てた方程式を元に式を適
切に変形して正しい答えを導くこ
とができる．

□回路図から，最初の方程式を書
くことができない．（そのため
，それ以上の能力を問うこともで
きない）

２．等価回路を適切に使うことが
できる．

□デバイスの特性図に対して，複
数の条件が指定されても，それぞ
れの条件に応じた適切な等価回路
を書くことができる．

□デバイスの特性図を，与えられ
た条件の下で適切な等価回路に書
き直すことができる．

□特性図から適切な等価回路を導
くことができない．

３．負帰還の理論を理解し，負帰
還回路の特徴を数式を使って説明
できる．

□負帰還の特徴を生かした回路を
設計できる．

AND
□負帰還の理論を理解している．
□与えられた負帰還回路について
，その特徴を数式を使って説明で
きる．

OR
□負帰還の理論を理解していない
．
□負帰還回路の特徴を数式を使っ
て説明することができない．

４．オペアンプを使った基本的な
回路の解析，設計ができる．

□オペアンプの特性が理想的でな
くても，正しく解析・設計できる
．

AND
□理想特性のオペアンプを使った
基本的な回路を正しく解析できる
．
□理想特性のオペアンプを使った
基本的な回路を正しく設計できる
．

OR
□理想特性のオペアンプを使った
基本的な回路を解析できない．
□理想特性のオペアンプを使った
基本的な回路を設計ができない．

５．(C1-3)オペアンプを使った簡
単な応用回路（発振回路や電源回
路等）の解析ができる．

□オペアンプを使った応用回路
（発振回路や電源回路等）につい
て，複数の回路を正しく解析でき
る．

□オペアンプを使った簡単な応用
回路（発振回路や電源回路等）に
ついて，どれか一つなら正しく解
析できる．

□オペアンプを使った簡単な応用
回路（発振回路や電源回路等）に
ついてはどの回路についても解析
できない．

学科の到達目標項目との関係
実践指針 （C1） 実践指針のレベル （C1-3） 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ２
教育方法等

概要
エレクトロニクスの中枢を成す技術の一つが電子回路である。電子回路で用いられる素子は真空管からバイポーラトラ
ンジスタ，FETと変遷しているが，いずれの素子の場合でも電子回路に特有の考え方や計算方法の基本は共通である。本
科目では，特に等価回路とフィードバック技術を理解し，その応用を学ぶ。なお，平常時のレポート提出状況から，宿
題を「演習問題」と考え，「演習問題」の授業を通常授業にすることがある。

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。年間4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】中間35%，期末65%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。特別な対応があった場合は加算が増えることがある。（例：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
・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。
・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 導入 プログラムの学習・教育目標，授業概要・目標，スケジュ
ール，評価方法と基準，等の説明

2週 学力の前提確認 オペアンプとは
3週 オペアンプ回路の基礎 反転増幅回路
4週 同 負帰還理論
5週 同 正相増幅回路
6週 オペアンプ回路の応用 加算回路と積分回路
7週 同 計装アンプ

8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）

9週 発振回路 発振回路の理論と，CR発振回路
10週 同 LC発振回路
11週 同 弛張発振回路
12週 変復調回路 変復調回路



13週 電源回路 電源回路

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 おさらい いままでのおさらい
16週 （定期テスト） （定期テスト）

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 80 20 0 0 0 0 100
基礎的能力 20 10 0 0 0 0 30
専門的能力 60 10 0 0 0 0 70
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31年度 (2019年度) 授業科目 総合英語ＡⅣ
科目基礎情報
科目番号 2019-185 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 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『English Stream Pre-intermediate』（金星堂）, 『Engage』（いいずな書店）, 担当者が用意するハンドアウト
担当教員 鈴木 久博
到達目標
１．ある程度まとまった分量の論説文や自己の研究にかかわる英文を読んで、内容を７割程度理解できる。(D2-3)　
２．自分の考えや研究等に関して、適切なパラグラフ構成で、英語で分かりやすく書くことができる。（D2-3）　　
３．英語を聞いて内容を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

評価項目1
ある程度まとまった分量の英文を
読んで内容をほぼ正確に理解する
ことができる (D2-3)

ある程度まとまった分量の英文を
読んで内容を7割程度理解できる
(D2-3)

ある程度まとまった分量の英文を
読んで7割程度理解することが困難
である (D2-3)

評価項目2
適切なパラグラフの構成で論旨の
明確な英語の文章を書くことがで
きる(D2-3)

適切なパラグラフの構成で英語の
文章を書くことができる (D2-3)

適切なパラグラフの構成で、英語
の文章を書くことができない (D2-
3)

評価項目3 英語を聴いて内容をほぼ理解する
ことができる

英語を聴いて内容を7割程度理解す
ることができる

英語を聴いて内容を7割程度理解す
ることが困難である

学科の到達目標項目との関係
実践指針 （D2） 実践指針のレベル （D2-3） 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ４
教育方法等

概要
本講座では英語が国際社会における情報・意思伝達の言語媒体となっている現状を踏まえて、高校卒業程度の英語力を
土台にして、様々なトピックを読み、それに関して自分の意見を出し、学生同士で対話し、エッセイとしてまとめる作
業を通して、四技能（reading, listening, speaking, writing）を高めることを目指す。なお、重要な文法事項や構文の
復習のために、副教材を用いて自ら勉強することも求める。

授業の進め方と授業内
容・方法

教科書のトピックに関して、自分の考えを簡単に述べ、クラスメイトと意見交換をする。その上で教科書を読み、英文
の読解の仕方、英文の構成の仕方を学びつつ、内容理解をする。さらに、様々な表現や構文を用いて英文を書く力を養
う。また、自分の意見や研究に関するまとまった分量の英文を書く表現力を養うため、年に数回のパラグラフライティ
ングを課す。一方、基本的な文法や語法の復習として、副教材を用いた小テストを適宜行う。

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。
3.学科により担当教員が異なる為、授業の進度と課題に学科間で差が出ることがあります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 Course Guidance 授業の概要を理解し、英語学習の目標と学習方法を理解す
ることができる。

2週 U1  Are You Ready for a Pet?
コミュニケーション活動を通して自分の考えを簡潔に述べ
るとともに、他者の意見を理解できる。また、英文を読ん
で概要を把握するとともに、重要表現を理解することがで
きる。

3週 U1  Are You Ready for a Pet? 本文の内容を確認するとともに、英文の構成法を理解でき
る。また、重要構文を用いて英作文ができる。

4週 U2  Gap Year
コミュニケーション活動を通して自分の考えを簡潔に述べ
るとともに、他者の意見を理解できる。また、英文を読ん
で概要を把握するとともに、重要表現を理解することがで
きる。

5週 U2  Gap Year 本文の内容を確認するとともに、英文の構成法を理解でき
る。また、重要構文を用いて英作文ができる。

6週 復習、Essay Writing
英文の構成法に従って、自分の考えを英語で表現できる。
また、ある程度まとまった分量のエッセイを書くことがで
きる。

7週 U3 What Is Wealth?
コミュニケーション活動を通して自分の考えを簡潔に述べ
るとともに、他者の意見を理解できる。また、英文を読ん
で概要を把握するとともに、重要表現を理解することがで
きる。

8週 U3 What Is Wealth?
本文の内容を確認するとともに、英文の構成法を理解でき
る。また、重要構文を用いて英作文ができる。クラスメイ
トに英語でインタビューして、情報を収集できる。

9週 U4 Globalization
コミュニケーション活動を通して自分の考えを簡潔に述べ
るとともに、他者の意見を理解できる。また、英文を読ん
で概要を把握するとともに、重要表現を理解することがで
きる。

10週 U4 Globalization 本文の内容を確認するとともに、英文の構成法を理解でき
る。また、重要構文を用いて英作文ができる。

11週 復習、Essay Writing 英文の構成法に従って、自分の考えを英語で表現できる。
また、他人が書いた英文を正しく評価できる。

12週 U5 What I Learned in College
コミュニケーション活動を通して自分の考えを簡潔に述べ
るとともに、他者の意見を理解できる。また、英文を読ん
で概要を把握するとともに、重要表現を理解することがで
きる。



13週 U5 What I Learned in College 本文の内容を確認するとともに、英文の構成法を理解でき
る。また、重要構文を用いて英作文ができる。

14週 U6 How Paper Is Recycled
コミュニケーション活動を通して自分の考えを簡潔に述べ
るとともに、他者の意見を理解できる。また、英文を読ん
で概要を把握するとともに、重要表現を理解することがで
きる。

15週 U6 How Paper Is Recycled
本文の内容を確認するとともに、英文の構成法を理解でき
る。また、重要構文を用いて英作文ができる。英語を使っ
て、物語の説明を口頭で行うことができる。

16週

後期

1週 U7 Life Expectancy
コミュニケーション活動を通して自分の考えを簡潔に述べ
るとともに、他者の意見を理解できる。また、英文を読ん
で概要を把握するとともに、重要表現を理解することがで
きる。

2週 U7 Life Expectancy
本文の内容を確認するとともに、英文の構成法を理解でき
る。また、重要構文を用いて英作文ができる。英語を使っ
てグラフの説明ができる。

3週 U8 From "Snail Mail" to PDAs in Barely Thirty Years
コミュニケーション活動を通して自分の考えを簡潔に述べ
るとともに、他者の意見を理解できる。また、英文を読ん
で概要を把握するとともに、重要表現を理解することがで
きる。

4週 U8 From "Snail Mail" to PDAs in Barely Thirty Years 本文の内容を確認するとともに、英文の構成法を理解でき
る。また、重要構文を用いて英作文ができる。

5週 復習、Essay Writing 英文の構成法に従って、自分の考えを英語で表現できる。
また、他人が書いた英文を正しく評価できる。

6週 U9 Rules for Success
コミュニケーション活動を通して自分の考えを簡潔に述べ
るとともに、他者の意見を理解できる。また、英文を読ん
で概要を把握するとともに、重要表現を理解することがで
きる。

7週 U9 Rules for Success
本文の内容を確認するとともに、英文の構成法を理解でき
る。また、重要構文を用いて英作文ができる。英語のスピ
ーチを聴いて概要を理解できる。

8週 U10 Paid Leave and Public Holidays
コミュニケーション活動を通して自分の考えを簡潔に述べ
るとともに、他者の意見を理解できる。また、英文を読ん
で概要を把握するとともに、重要表現を理解することがで
きる。

9週 U10 Paid Leave and Public Holidays
本文の内容を確認するとともに、英文の構成法を理解でき
る。また、重要構文を用いて英作文ができる。まとまった
英文を聴いて趣旨を理解することができる。

10週 復習、Essay Writing 英文の構成法に従って、自分の考えを英語で表現できる。
また、他人が書いた英文を正しく評価できる。

11週 U11 A Suitable Hotel
コミュニケーション活動を通して自分の考えを簡潔に述べ
るとともに、他者の意見を理解できる。また、英文を読ん
で概要を把握するとともに、重要表現を理解することがで
きる。

12週 U11 A Suitable Hotel
本文の内容を確認するとともに、英文の構成法を理解でき
る。また、重要構文を用いて英作文ができる。英語で聴い
た情報を理解でき、まとめることができる。

13週 U12 Another Earth?
コミュニケーション活動を通して自分の考えを簡潔に述べ
るとともに、他者の意見を理解できる。また、英文を読ん
で概要を把握するとともに、重要表現を理解することがで
きる。

14週 U12 Another Earth?
本文の内容を確認するとともに、英文の構成法を理解でき
る。また、重要構文を用いて英作文ができる。英語のニュ
ースを聴いて理解でき、概要を英語でまとめることができ
る。

15週 U15 Rent Control Board Hears Local Concerns、
Additional Reading

英語の文章構成法を再確認しつつ、時事問題や身近な問題
について英語で読み、関心を高めることができる。

16週
評価割合

定期試験 エッセイライティング その他課題 TOEIC 合計
総合評価割合 50 25 20 5 100
基礎的能力 50 25 20 5 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電気電子機器
科目基礎情報
科目番号 2019-174 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 電気電子工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 電気機器工学Ⅰ、尾本義一・他、電気学会、オーム社
担当教員 高野 明夫
到達目標
１．直流機の電機子巻線の回路図を描ける。直流機の原理を説明しできる。直流機の主要な特性計算ができる。　
２．変圧器の原理を説明できる。変圧器の等価回路が描ける。変圧器の特性計算ができる。
３．回転磁界の発生原理が説明できる。誘導機の等価回路を描き、主要な特性計算ができる。
４．同期機のベクトル図を描ける。同期機の主要な特性計算ができる。同期電動機では力率１運転ができる理由を説明できる。
５．回転機の応用事例を挙げ、その回転機が用いられている理由を説明できる。(C1-3)
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．直流機の電機子巻線の回路図
を描ける。直流機の原理を説明し
できる。直流機の主要な特性計算
ができる。　

□電機子巻線の回路図を描き、並
列回路数を読み取れる。
□直流電動機の原理を数式を用い
て説明できる。
□直流発電機の自己励磁現象につ
いて図を用いて分かりやすく説明
できる。
□直流機の主要な特性計算を全て
正しく行える。

□電機子巻線の回路図を描ける。
□直流電動機の原理を説明できる
。
□直流発電機の自己励磁現象につ
いて説明できる。
□直流機の主要な特性計算をほぼ
正しく行える。

□電機子巻線の回路図が描けない
。
□直流電動機の原理を説明できな
い。
□直流発電機の自己励磁現象を説
明できない。
□直流機の主要な特性計算を正し
く行えない。

２．変圧器の原理を説明できる。
変圧器の等価回路が描ける。変圧
器の特性計算ができる。

□理想変圧器の原理を、法則に基
づいて分かりやすく説明できる。
□専門用語を用いて等価回路を描
くことができる。
□変圧器の主要な特性計算を全て
正しく行える。

□理想変圧器について、その原理
を説明できる。
□等価回路を描くことができる。
□変圧器の主要な特性計算をほぼ
正しく行える。

□理想変圧器について、その原理
を説明できない。
□等価回路を描くことができない
。
□変圧器の主要な特性計算を正し
く行えない。

３．回転磁界の発生原理が説明で
きる。誘導機の等価回路を描き、
主要な特性計算ができる。

□回転磁界の発生原理を数式を用
いて説明できる。
□専門用語を用いて誘導機の等価
回路を描くことができる。
□誘導機の主要な特性計算を全て
正しく行える。

□回転磁界の発生原理を説明でき
る。
□誘導機の等価回路を描くことが
できる。
□誘導機の主要な特性計算をほぼ
正しく行える。

□回転磁界の発生原理を説明でき
ない。
□誘導機の等価回路を描くことが
できない。
□誘導機の主要な特性計算を正し
く行えない。

４．同期機のベクトル図を描ける
。同期機の主要な特性計算ができ
る。同期電動機では力率１運転が
できる理由を説明できる。

□円筒型同期機のベクトル図を描
けない。
□同期機の主要な特性計算を正し
く行えない。
□同期電動機が力率1運転できる理
由を説明できない。

□円筒型同期機のベクトル図を描
くことができる。
□同期機の主要な特性計算をほぼ
正しく行える。
□同期電動機が力率1運転できる理
由を説明できる。

□円筒型同期機のベクトル図を描
けない。
□同期機の主要な特性計算を正し
く行えない。
□同期電動機が力率1運転できる理
由を説明できない。

５．回転機の応用事例を挙げ、そ
の回転機が用いられている理由を
説明できる。(C1-3)

□回転機の応用事例を挙げ、その
概要を説明できる。
□用いられている回転機の種類を
答え、その回転機が用いられてい
る理由を説明できる。
□性能向上のために回転機に施す
べき改善点を論じることができる
。

□回転機の応用事例を挙げられる
。
□用いられている回転機の種類を
答えられる。

□回転機の応用事例を挙げられな
い。

学科の到達目標項目との関係
実践指針 （C1） 実践指針のレベル （C1-3） 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ３
教育方法等

概要

電気電子機器はエネルギー変換機器であり、電気エネルギーの伝達や変換に重要な役割を果たしている。例えば、発電
所の同期発電機によって発生された電気エネルギーは、変圧器を介して消費地に輸送され、電動機などを駆動している
。電動機は家庭電化製品のみならず、電気鉄道や自動車、エレベータなど様々な動力源として用いられている。この授
業では、電気電子機器として特に重要な変圧器、直流機、誘導機、同期機を採り上げ、その基本的な定常特性に関する
解析、計算法について講義する。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義を中心に進める。宿題を課すことがあるので、その場合には期日までに提出すること。

注意点

1.授業目標５（C1-3）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（ルーブリック）による。
2.試験や課題レポート等は、JABEE 、大学改革支援・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。
3.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 評価方法を理解できる。電磁気諸現象の原理を理解できる
。

2週 直流機 直流機の構造と原理を説明できる。
3週 直流機 直流機の種類と特性について説明できる。

4週 直流機 直流機の損失について説明できる。直流機の計算問題を解
くことができる。

5週 変圧器 変圧器の原理、構造を説明できる。
6週 変圧器 変圧器の等価回路を説明できる。

7週 変圧器 変圧器の特性を説明できる。変圧器の計算問題を解くこと
ができる。



8週 誘導機 誘導機の原理と構造を説明できる。回転磁界の発生原理が
説明できる。

9週 誘導機 誘導機の等価回路を説明できる。
10週 誘導機 ハイランド円線図の原理を説明できる。

11週 誘導機 比例推移について説明できる。誘導機の特性計算ができる
。

12週 同期機 同機器の原理と構造を説明できる。円筒型同期機のベクト
ル図と等価回路を描くことができる。

13週 同期機 突極型同期機のベクトル図を描ける。円筒型同期機の出力
を導出できる。

14週 同期機 電動機の力率１運転とＶ曲線について説明できる。

15週 同期機 電圧変動率と短絡比について説明できる。同機機の特性計
算ができる。

16週
評価割合

前期中間試験 前期末発表 後期中間試験 後期末試験 課題レポート その他 合計
総合評価割合 20 20 20 20 20 0 100
１．直流機の電
機子巻線の回路
図を描ける。直
流機の原理を説
明しできる。直
流機の主要な特
性計算ができる
。

20 0 0 0 0 0 20

２．変圧器の原
理を説明できる
。変圧器の等価
回路が描ける。
変圧器の特性計
算ができる。

0 20 0 0 0 0 20

３．回転磁界の
発生原理が説明
できる。誘導機
の等価回路を描
き、主要な特性
計算ができる。

0 0 20 0 0 0 20

４．同期機のベ
クトル図を描け
る。同期機の主
要な特性計算が
できる。同期電
動機では力率
１運転ができる
理由を説明でき
る。

0 0 0 20 0 0 20

５．回転機の応
用事例を挙げ、
その回転機が用
いられている理
由を説明できる
。(C1-3)

0 0 0 0 20 0 20


