
沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 海外語学研修
科目基礎情報
科目番号 2020-160 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 5
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 全教員 （海外研修）
到達目標
１．異なる文化や価値観を理解し、広い視野を持つことができる。
２．現地で関わる人々と英語などを用いてコミュニケーションができる。
３．海外での研修への参加を通じて、教養をより高めるための取り組みができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

１．異なる文化や価値観を理解し
、広い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を深く理解し
、より広い視野を持つことができ
る。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができない。

２．現地で関わる人々と英語など
を用いてコミュニケーションがで
きる。

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

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができる
。

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができな
い。

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

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

海外での研修への参加を通じて、
教養をより高めるための取り組み
ができる。

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス・研修の概要把握、事前調査等
2週 以下、研修・作業等
3週
4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

後期

1週
2週
3週
4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週 以上、研修・作業等
15週 研修報告・研修報告書の提出または研修報告会の実施



16週
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 0 100 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 100 0 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 選択外国語（英会話）
科目基礎情報
科目番号 2020-158 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 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 Icon Intro & 1, D. Freeman, K. Craves, & L. Lee, McGraw-Hill ELT
担当教員 （英語科 非常勤講師）,増山 エリック栄一
到達目標
1)英会話プラクティスを続けることで、英会話能力をつけ、英語を話すことに自信を持ち、楽しむことができる　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安(優) 標準的な到達レベルの目安(良) 未到達レベルの目安(不可)

評価項目1 口語英語を積極的に使い続け、英
語を話すことを十分に楽しめる。

口語英語を使うことで、英語を話
すことを楽しめる。

口語英語を十分使い続けられず、
英語を話すのを楽しめない。

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

後期

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

8週 Review
Mid-term Exam (中間テスト)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16週
評価割合

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

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 卒業研究
科目基礎情報
科目番号 2020-151 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: 10
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 10
教科書/教材 各研究室の担当教員により、指示される
担当教員 大津 孝佳,電気電子工学科 全教員
到達目標
１．背景・目的を明確に記述できる。
２．困難に対し、その対応に努めることができる。
３．妥当な理論展開ができる。
４．適切な方法・手段によってデータを収集し、整理できる。(C2-3)
５．適切な文章表現ができる。
６．口頭発表でコミュニケーションができる。(D1-3)
７．十分な文献調査ができる。(E2-3）
８．英語で研究の概要を記述できる。
９．学外で研究発表を行うことができる。
ルーブリック

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

１．研究の背景・目的・結
果・考察について，図・表
を用いて論理的かつ適切な
文章表現で記述できる。

誤字・脱字がなく，研究の
背景と目的を明確に記述で
き，研究内容や考察をわか
りやすく図・表を用いて論
理的に記述できる。

誤字・脱字がほとんどなく
，背景・目的・結果・考察
について関連付けて図・表
を用いて論理的に明確に記
述できる。

誤字・脱字が少なく，背景
・目的・結果・考察を図・
表を用いて明確に記述でき
る。

誤字・脱字が目立ち，背景
・目的・結果・考察が明確
に記述できない。

２．口頭発表でコミュニケ
ーションができる。(D1-3)

研究発表会において、（規
定時間内に）分かりやすい
報告ができ、さらに質疑に
正しく応答できる。

研究発表会において、（ほ
ぼ規定時間内に）分かりや
すい報告ができる。

研究発表会において、報告
ができる。

研究発表会において、報告
ができない。

３．困難に対し、その対応
に努めることができる。

研究途中で遭遇した困難に
ついて、その原因を探究・
考察し、創意工夫によって
それを克服できる。

研究途中で遭遇した困難に
ついて、その原因を探究・
考察し、その対応に努める
ことができる。

研究途中で遭遇した困難に
ついて、その対応に努める
ことができる。

研究途中で遭遇した困難に
ついて、その対応に努める
ことができない。

４．適切な方法・手段によ
ってデータを収集し、整理
できる。(C2-3)

データ収集の手法・手段を
図表等を用いて分かりやす
く説明でき、最終報告では
収集したデータを図表等に
整理してまとめ、その特徴
を記述できる。

データ収集の手法・手段を
図表等を用いて説明でき、
最終報告では収集したデー
タを整理してまとめること
ができる。

データ収集の手法・手段を
説明できる。

データ収集の手法・手段を
説明できない。

５．十分な文献調査ができ
る。(E2-3）

研究テーマに関係する学会
発行の論文誌を複数調査で
きる。

研究テーマに関係する学会
発行の論文誌を調査できる
。

研究遂行に必要な文献を調
査できる。

研究遂行に必要な文献を調
査できない。

６．英語で研究の概要を記
述できる。

スペルミスや文法的誤りが
なく、正しい専門用語を用
いて研究の概要を英語で記
述できる。

スペルミスや文法的誤りが
ほとんどなく、研究の概要
を英語で記述できる。

スペルミスや文法的誤りが
少なく、研究の概要を英語
で記述できる。

英語で研究の概要を記述で
きない。

７．学外で研究発表を行う
ことができる。

学外で研究発表を行った。
または年度内の発表が確定
済みである

学外で研究発表を行わない
。（０点とする）

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

概要

電気電子工学科5年間の、あるいは総合システム工学プログラム前半期における学習・教育のまとめとして、各研究室に
所属して、担当教員の指導の下に具体的なテーマについて研究を行う。高専５年次までに修得し、なお修得しつつある
電気電子工学科、および本プログラムが目標とする広範囲な知識と技術を基礎として、研究を通じて新しい問題への取
り組み方、自立的で継続的な問題解決の方法と態度を取得するとともに、工学技術の社会的、産業的役割を理解し、討
論の方法を身に付け、成果について発表し、論文としてまとめる。

授業の進め方と授業内
容・方法

学科の全教員が各自研究概要を紹介する。学生は各研究室を訪問し、担当教員による研究テーマの説明を受ける。研究
室配属は学生の希望と各研究室の受け入れ状況を考慮して決定する。学生は各研究室に所属し、担当教員による研究室
の内容や研究実施上必要とされる安全について指導を受ける。

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。

上記に加えて、本実習では以下の点に注意すること。
評価方法と基準については、成績評価基準表による。授業目標４(C2-3)、６(D1-3)、７(E2-3)の最終研究発表会での評
価が最低基準（６割）以上で、かつ科目全体の合計が６０点以上の場合を合格とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期 1週 以下は目安であって、細部は研究室ごとに異なる。
卒研ガイダンスと研究室配属

学生の希望をもとに研究室の配属を行う。各研究室の定員
は2-4名とし、4年次の学年末成績（平均点）の高い学生か
ら優先的に配属先を決定する。学生は各研究室に所属し、
担当教員による研究室内容や研究実施上必要とされる安全
について指導を受ける。



2週 情報収集および研究の背景・目的および意義の理解

研究に関連する情報を探し出すために適切な情報を用いる
ことができるように担当教員の指導を受け、獲得した情報
を適切な方法で整理する。研究テーマに関連する幅広い知
識を身に付けると共に、研究の背景・目的および社会的、
産業的意義を把握する。

3週 同上 同上
4週 同上 同上

5週 実験（計算／フィールドワーク）計画の立案、実施の準備

担当教員の指導野のもとに問題を解決するために複数の工
学に関連する実験等（計算／フィールドワーク）の計画立
案を行う。教科書や論文などの情報に基づき実験等の原理
を理解する。装置（ハードウェア）や測定機器（ソフトウ
ェア）の使用法、および安全かつ効率的に計画を遂行する
力を身に付ける。

6週 同上 同上
7週 同上 同上
8週 同上 同上
9週 同上 同上

10週 実験（計算／フィールドワーク）の実施と結果の整理・考
察

実験（計算／フィールドワーク）計画に基づき、担当教員
の指導を受けて実験（計算／フィールドワーク）を実施す
る。得られた結果を解析し、整理してまとめるとともに、
異なった評価方法によって得られた結果と比較し、誤りを
チェックする。

11週 同上 同上
12週 同上 同上
13週 同上 同上
14週 同上 同上
15週 同上 同上
16週

後期

1週 同上 同上
2週 同上 同上
3週 同上 同上

4週 およそこの頃に中間発表準備と中間発表
得られた成果をまとめ、各学科が主催する発表会で報告し
、討議を行う。担当教員の指導を受けて、研究をまとめる
と方針を得る。実施時期は学校行事を見ながら検討する。

5週 自律的、継続的な研究の遂行

修得した研究の方法論に則り、担当教員との打合せを行い
ながら、自立的かつ継続的に研究を遂行する。得られた成
果や様々な情報を有効に活用し、問題を特定し、仮設を展
開し、解決のための実験（計算／フィールドワーク）計画
にフィードバックする力を養う。

6週 同上 同上
7週 同上 同上
8週 同上 同上
9週 同上 同上
10週 同上 同上

11週 研究成果の見通し、および発表の準備
研究中間報告での議論を踏まえ、研究成果の見直し、およ
び補足実験（計算／フィールドワーク）を行う。併せて、
自らの研究成果を聴衆の前で発表するための準備を行う。
聴衆に伝えるべき情報を系統立て、立案する。

12週 同上 同上
13週 同上 同上

14週 卒業研究発表会の準備と発表 得られた成果をまとめ、各学科が主催する発表会で報告し
、討議を行う。

15週 卒業論文の執筆
卒業研究の成果を論文としてまとめる。研究成果と共に当
該研究の背景や意義を文章や図表で記述する。発表での質
疑応答の結果を英文概要と共に、論文に付記して、卒研統
括責任教員へ提出する。

16週
評価割合

予稿 発表 困難 データ整理 文献検索 英語 学外発表 合計
総合評価割合 30 30 15 5 10 5 5 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 30 30 15 5 10 5 5 100
分野横断的能
力 0 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 （学際科目）機能材料
科目基礎情報
科目番号 2020-145 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 参考書：斎藤勝裕著 新素材を生み出す「機能性化学」がわかる  ベレ出版、高木克彦、高木慎介著　層状化合物　共立
出版

担当教員 大川 政志
到達目標
1　機能材料の基礎と特徴を理解する。
2．分子膜の基礎と特徴を理解する。
3．層状化合物の特徴を理解する。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 機能材料の原理と応用が理解でき
その特徴を理解できる

機能材料の原理が理解できその特
徴を理解できる

機能材料の原理が理解できその特
徴を理解できない。

評価項目2 分子膜の基礎と特徴を理解し応用
について説明できる。

分子膜の基礎と特徴を理解できる
。

分子膜の基礎と特徴を理解できな
い。

評価項目3 層状化合物材料の基礎と特徴を理
解し応用について説明できる。

層状化合物材料の基礎と特徴を理
解できる。

層状化合物材料の基礎と特徴を理
解でない。

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

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

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

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

16週
評価割合

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 経済学
科目基礎情報
科目番号 2020-155 科目区分 一般 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 教科書は用いず、プリントを配布する。参考図書：『伊藤元重のマーケティング・エコノミクス』（日本経済新聞社）
担当教員 （社会科 非常勤講師）,蓼沼 智行
到達目標
・経済学の基本的な考え方を理解した上で、実体経済について説明する能力を身につけている。
・経済学の基本的な考え方を理解した上で、実体経済について分析、検証する能力を身につけている。
・市場主義経済の利点と限界を理解し、現代経済の問題についてある程度の妥当性のある根拠に基づいて自らの判断を示すことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

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

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

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

評価項目2

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

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

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

評価項目3

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

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

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

16週
評価割合

試験 課題 合計
総合評価割合 80 20 100
基礎的能力 80 20 100
専門的能力 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 マイクロ波工学
科目基礎情報
科目番号 2020-143 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 「マイクロ波工学の基礎」，平田仁著，日本理工出版会．
担当教員 佐藤 憲史
到達目標
１．マイクロ波の伝搬を分布定数線路の考え方やマクスウェルの方程式から導出し，マイクロ波の反射・伝送を計算できる．
２．マイクロ波の伝送線路と素子，装置の原理と基本技術を説明できる．
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

１．マイクロ波の伝搬を分布定数
線路の考え方やマクスウェルの方
程式から導出し，マイクロ波の反
射・伝送を計算できる．

□マイクロ波の伝搬を分布定数線
路の考え方やマクスウェルの方程
式から導出し，マイクロ波の反射
・伝送の応用問題を計算できる．

□マイクロ波の伝搬を分布定数線
路の考え方やマクスウェルの方程
式から導出し，マイクロ波の反射
・伝送の基本的な問題を計算でき
る．

□マイクロ波の伝搬を分布定数線
路の考え方やマクスウェルの方程
式から導出し，マイクロ波の反射
・伝送を計算できない．

２．マイクロ波の伝送線路と素子
，装置の原理と基本技術を説明で
きる．

□マイクロ波の伝送線路と素子
，装置の原理と基本技術をさまざ
まな応用技術を含めて説明できる
．

□マイクロ波の伝送線路と素子
，装置の原理と基本技術を説明で
きる．

□マイクロ波の伝送線路と素子
，装置の原理と基本技術を説明で
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
マイクロ波は，テレビ放送や携帯電話等の通信や電子レンジ等，身近なところに応用されている．また，半導体素子や
電子部品の作製では，マイクロ波を応用した製造装置が用いられている．電子回路や装置は高周波化していることから
，マイクロ波工学は重要性を増している．この科目は企業で高速通信の開発を担当していた教員が，その経験を活かし
，分布定数線路，伝送技術，マイクロ波の各種応用等について講義形式で授業を行うものである．

授業の進め方と授業内
容・方法

教科書に沿って講義する．関連する資料を配布し，あるいは関連する部品や装置を回覧する．筆記試験で授業内容の理
解と基本的な計算能力を試験する．100点満点の試験を行い60点以上の場合に合格とする．

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．
この科目は学修単位科目であり，１単位あたり１５（３０）時間の対面授業を実施します．併せて１単位あたり
３０（１５）時間の事前学習・事後学習が必要となりま
す．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 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 授業概要を理解できる．

2週 分布定数線路 集中定数線路と分布定数線路，特性インピーダンスについ
て説明できる．

3週 反射と定在波 分布定数線路における反射と定在波について説明できる．

4週 2端子対回路と整合 2端子対回路の表現と応用，インピーダンス整合とその方法
について説明できる．

5週 散乱行列（Ｓマトリクス）とスミスチャート 散乱行列の計算ができる．スミスチャートを説明できる．

6週 電磁気学の復習とマクスウェルの方程式 電磁気学の復習とマクスウェルの方程式を理解できる．平
面波の導出を計算できる．

7週 マイクロ波の反射 マイクロ波の反射と屈折，表皮効果とマイクロ波電力の流
れについて計算できる．

8週 伝送線路 伝送線路上の電磁波モード，同軸線路等の特性インピーダ
ンスが計算できる．

9週 導波管 方形導波管におけるモードと諸特性について説明できる．
10週 ストリップ線路 各種ストリップ線路の構造と特徴を説明できる．
11週 マイクロ波回路 方向性結合器，非相反素子について説明できる．
12週 マイクロ波電子管 グネトロン，進行波管について説明できる．
13週 マイクロ波半導体素子 発振と増幅用半導体素子について説明できる．
14週 電磁波発生の原理とアンテナ 電磁波発生の原理とアンテナについて説明できる．
15週 マイクロ波の応用 加熱，電力伝送等の応用について説明できる．
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 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 令和02年度 (2020年度) 授業科目 哲学
科目基礎情報
科目番号 2020-138 科目区分 一般 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 中村雄二郎『哲学の現在』（岩波新書、1977年）を元に教員が作成したレジュメを配分する。テキストを購入する必要
はない。　

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

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

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

批判的な思考で考えることができ
、論理的に議論ができるようにな
る。

論理的な思考で考えることができ
ない。

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

映画・アニメ・マンガなどから哲
学的な問題を抽出し議論すること
ができる。

既存の有名な芸術作品や建築など
の思想的な潮流を理解することが
できる。

芸術や建築、またサブカルチャー
などの文化と哲学の関係を理解し
ていない。

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

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

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

心身問題を理解することができな
い。

学科の到達目標項目との関係
実践指針 （A2） 実践指針のレベル （A2-3） 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 １
教育方法等

概要

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

14週 ディスカッション 人前で論理的に意見を述べることができる。

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

16週
評価割合

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 法学
科目基礎情報
科目番号 2020-139 科目区分 一般 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 山下友信ほか編『ポケット六法』有斐閣（最新版のものであれば他の六法でもよい）， 茂野隆晴編著『プライマリー法
学 日本法のシステム』芦書房（本書以外の法学入門書を参照してもよい）

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

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
基本的な法学に関する知識を習得
し、法の役割や意義について理解
した上で、具体的な事例に適用し
、法的根拠を示すことができる。

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

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

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

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

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

評価項目3

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

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

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

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

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

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

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

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

7週 民事法① 市民法の概要および「民法」の基本原理について理解でき
る。

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

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

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

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

14週 環境法 環境法の意義と目的および環境保護政策について理解でき
る。

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

16週



評価割合
試験 レポート 発表 態度 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 （学際科目）医療計測学
科目基礎情報
科目番号 2020-146 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 ＭＥの基礎知識と安全管理　改訂第６版　日本生体医工学会ＭＥ技術教育委員会監修　南江堂
担当教員 鈴木 尚人
到達目標
１．生体計測の基礎を理解し，説明が出来る．
２．生体計測装置に用いられている計測手法・原理を理解し，説明出来る．主要な特性計算が出来る．
３．生体計測装置の操作方法，メンテナンス法を理解し，説明出来る．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
１．生体計測の基礎を理解し，説
明が出来る．

生体計測の基礎を完全に理解し
，説明が出来る．

生体計測の基礎を理解し，説明が
出来る．

生体計測の基礎を理解し，説明が
出来ない．

２．生体計測装置に用いられてい
る計測手法・原理を理解し，説明
出来る．

生体計測装置に用いられている計
測手法・原理を完全に理解し，説
明出来る．

生体計測装置に用いられている計
測手法・原理を理解し，説明出来
る．

生体計測装置に用いられている計
測手法・原理を理解し，説明出来
ない．

３．生体計測装置の操作方法，メ
ンテナンス法を理解し，説明出来
る．

生体計測装置の操作方法，メンテ
ナンス法を完全に理解し，説明出
来る．

生体計測装置の操作方法，メンテ
ナンス法を理解し，説明出来る．

生体計測装置の操作方法，メンテ
ナンス法を理解し，説明出来ない
．

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

注意点

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 生体計測の基礎 生体計測の基礎を理解し，説明出来る．

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

血圧測定の原理，観血式血圧計を理解し，説明出来る．

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

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

心拍出量計を理解し，説明出来る．

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

心拍出量計と血流計を理解し，説明出来る．

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

呼吸計測装置，呼気ガス分析装置を理解し，説明出来る．

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

血液ガス測定装置，パルスオキシメータを理解し，説明出
来る．

8週

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

心電計と医用テレメータを理解し，説明出来る．

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

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

筋電計を理解し，説明出来る．

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

超音波診断装置を理解し，説明出来る．



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

X線CT，SPECTを理解し，説明出来る．

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

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

内視鏡装置を理解し，説明出来る．

15週 まとめ まとめ，アンケート実施
16週

評価割合
試験 小テスト 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 30 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 30 0 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 （学際科目）医用機器学
科目基礎情報
科目番号 2020-147 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 横山 直幸
到達目標
１．一般的な治療機器の動作原理について、本科で修得した工学の知識を元に説明ができる
２．治療機器の適応について、生理学や病理学の知識を元に説明ができる
３．治療機器に設置された警告装置や、機器使用上の注意点について説明ができる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1：一般的な治療機器の動
作原理について、本科で修得した
工学の知識を元に説明ができる

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

概要

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス
治療の原理

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

2週 循環器系の機能と構造
電磁治療機器①：心臓ペースメーカー

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

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

4週 電磁治療機器③：電気メス

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

5週 電磁治療機器④：マイクロ波治療装置
光線治療器

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

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

7週 麻酔と麻酔器

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

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

9週 前半の復習演習と解説～治療の原理から超音波治療機器ま
で

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

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



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

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

12週
カテーテル
　カテーテルの歴史、種類
　心血管インターベンション

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

13週
ガンの治療法
　局所療法と全身療法
　ハイパーサーミア

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

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

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

16週 前期末試験
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ 小テスト（毎回
） 合計

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

10 0 0 0 0 25 35

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

10 0 0 0 0 20 30

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

10 0 0 0 0 25 35



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

科目基礎情報
科目番号 2020-157 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 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 Successful Keys To The Toeic Listening And Reading Test, Goal 600, 4th Edition
担当教員 成田 智子
到達目標
大学編入後や社会に出てから使用する英語の基盤である英文法の知識を確かなものとして実用レベルまで高めることができる。プレゼンテーシ
ョンの準備段階で深く学び、クラスメートに伝えることでより深く学習する。その知識を用いて正確なリスニングと読解ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安(優) 標準的な到達レベルの目安(良) 未到達レベルの目安(不可)

評価項目1
実際の研究現場や社会で英語を使
うための文法の重要事項を概ね理
解して文法問題を８割以上解ける
。

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

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

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

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

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

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

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

英語を聴く力がないため実際の研
究現場や社会で英語を使うことが
できない。

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
オリエンテーション
英語の特性
教員によるプレゼンテーション

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

16週

後期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16週
評価割合

プレゼンテーシ
ョン 小テスト 課題 態度 ポートフォリオ その他 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 特別活動Ⅴ
科目基礎情報
科目番号 0107 科目区分 一般 / 必修
授業形態 単位の種別と単位数 履修単位: 0
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 0
教科書/教材
担当教員 クラス担任
到達目標
1.　技術と自然や社会との関りや技術が関わる社会問題に関する具体的事例について，技術者の社会的責任を工学倫理の原則に基づき説明でき
る能力を養う．
2.　工学技術に関する具体的課題にチームで取り組む際，チームでの自分の役割を把握して行動し，活動の進捗状況をメンバーに報告できる能
力を養う．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
技術と自然や社会との関りや技術
が関わる社会問題に関する具体的
事例について，技術者の社会的責
任を工学倫理の原則に基づき説明
できる．

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

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

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

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

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

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

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

学科の到達目標項目との関係
教育方法等

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

注意点 授業内容・方法のカッコ内の数字は時間数をしめす．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

2週 課外教育特別講演　（2）
メンタルヘルス「高専を巣立つ君たちへ」

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

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

4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

後期

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

2週
3週
4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週



12週
13週
14週
15週
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 エネルギー変換工学
科目基礎情報
科目番号 2020-141 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 気体エレクトロニクス　金田輝男著　コロナ社　および　プリント
担当教員 西村 賢治
到達目標
前半は個々の荷電粒子が電界、磁界中そしてその両者が存在する空間でどのように運動するのかニュートンの運動方程式を解くことを通して、
運動方程式を導出して解き、解の意味が理解できるようになる。後半においては集団的な扱いが主となり、平均値や確率といった概念を理解で
きる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安(優) 標準的な到達レベルの目安(良) 未到達レベルの目安(不可)
1運動方程式を導出し、解き、意味
が理解できる。

運動方程式を導出し、解き、意味
が理解十分良くできる。

運動方程式を導出し、解き、意味
が理解できる。 運動方程式を導出できない。

2自由行程、平均自由行程の意味が
理解できる。

自由行程、平均自由行程の意味が
十分良く理解できる。

自由行程、平均自由行程の意味が
理解できる。

自由行程、平均自由行程の意味が
理解できない。

3核融合反応を用いたエネルギー応
用の基礎的な内容を理解できる。

核融合反応を用いたエネルギー応
用の基礎的な内容を十分良く理解
できる。

核融合反応を用いたエネルギー応
用の基礎的な内容を理解できる。

核融合反応を用いたエネルギー応
用の基礎的な内容を理解できない
。

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）】 ２
教育方法等

概要

エネルギー変換工学は、電磁気学を基礎とした電子工学分野にはじまり、イオンや電子といった個々の粒子やそれらの
集団としての特性をふまえて有効利用しようとするものである。本講義においては、電子そのものの性質、加えて基本
的な物理現象を最初に取り扱い、電磁界中での単一電子の運動について考える。ついで気体中の電子やイオンの振舞い
を理解し、集団としての扱いが必要となる気体放電およびエネルギー変換の応用例であるプラズマを用いた核融合を取
り扱う。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

回路理論や電磁気のように方程式を立てて解を求めるような内容ではなく、現象の理解が問われる内容になっている。
およそ指定した教科書に準じて授業を行うが、原子力一般の内容など教科書にはない部分もあるため、適宜資料を用意
して配布する。

注意点
評価については、期末試験で行う。ただし、昨今の事情を鑑みて、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１５時間の対面授業を実施する。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る。

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
電子の性質と物理現象 本授業の概要説明と量子論的考察の基礎が理解できる

2週 運動方程式 ニュートンの運動方程式と電磁力、電子ボルトeVの概念と
単位変換が理解できる

3週 電界中での電子の運動 簡単な系の運動方程式を立てて解くことが理解できる
4週 孤立原子 ボーアの原子模型、ボーア半径について理解できる
5週 固体の概念 バンド理論について定性的に理解できる
6週 電子放出 固体表面から電子を放出させる方法と応用例を理解できる

7週 磁界中の電荷の運動 ローレンツ力が働く場の電荷の運動を運動方程式を立てて
、解き、式の意味が理解できる

8週 電磁界中の電荷の運動 ローレンツ力が働く場の電荷の運動を運動方程式を立てて
、解き、式の意味が理解できる

9週 静電レンズ１ 偏向方法とその理論を定性的・定量的に理解できる

10週 放電・気体の分布法則 気体放電の微視的機構を理解できる。マックスウェルボル
ツマンの分布関数を理解できる。

11週 衝突断面積１ 弾性衝突と非弾性衝突について理解し、共通点と違いを理
解できる

12週 衝突断面積２ 物と物の衝突について、当たりやすさ、当てやすさを定量
的に表すことが理解できる

13週 自由行程と平均自由行程１ 衝突の間に進む自由行程と平均自由工程について理解でき
る

14週 原子力一般 原子核反応と放射線、その影響について理解できる
15週 プラズマと核融合 物質の第４状態であるプラズマについて理解できる
16週 放射線一般 核反応に伴って放出される放射線について理解できる

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 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 令和02年度 (2020年度) 授業科目 学外実習Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 2020-135 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 5
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材 なし
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

評価項目1 実習をとおして学問の実践的意義
を具体的に説明できる．

実習をとおして学問の実践的意義
を説明できる．

実習をとおして学問の実践的意義
を説明できない．

評価項目2 技術者としての労働観・職業観を
具体的に説明できる．

技術者としての労働観・職業観を
説明できる．

技術者としての労働観・職業観を
説明できない．

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

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

実習の目的，実習の意義を説明で
きない．

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

概要

長期休業中（原則として夏期休業中）に，企業または研究機関等において実習を行い，生産現場または研究機関等にお
ける研究・開発・生産などの活動を体験する。企業や大学、研究機関等での実習を通じて、実習先の研究者等、先輩技
術者から指導を受け、これまでに学んだ知識を活かして実際の現場での技術を修得する。また、学外実習の経験を今後
の学習及び自身のキャリア育成に役立て、技術者としての意識を高揚させることを目的とする。工業技術の体得ととも
に，実務経験を通じて技術者としての労働観，職業観を育成する．実施期間は1週間（30時間）とする。

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンスⅠ 教育目標・授業概要・評価方法等の説明
2週 ガイダンスⅡ 受入先機関選定の方法
3週 事前研修Ⅰ 応募書類の作成方法
4週 事前研修Ⅱ 事前レポートの作成
5週 事前研修Ⅲ 合同事前研修
6週 受入先機関での研修Ⅰ 内容は受入先機関との協議により決定
7週 受入先機関での研修Ⅱ 内容は受入先機関との協議により決定
8週 受入先機関での研修Ⅲ 内容は受入先機関との協議により決定
9週 受入先機関での研修Ⅳ 内容は受入先機関との協議により決定
10週 受入先機関での研修Ⅴ 内容は受入先機関との協議により決定
11週 事後研修Ⅰ 実施報告書作成
12週 事後研修Ⅱ 実施報告書作成
13週 事後研修Ⅲ プレゼンテーションの手法
14週 事後研修Ⅳ プレゼンテーション資料作成
15週 事後研修Ⅴ 報告会
16週

後期

1週
2週
3週
4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週



15週
16週

評価割合
履歴書・エント
リーシート

事前学習レポー
ト 実施報告書 報告会 開始・終了報告 その他 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 現代制御工学
科目基礎情報
科目番号 2020-144 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 教科書：とくになし。　参考書：システム制御のための数学(1),太田快人、コロナ社
担当教員 長谷 賢治
到達目標
この講義を受けた成果として、以下のことができるようになる。
1. 制御対象の表現(状態空間モデル、動的システム)ができる。
2. 制御対象の解析(安定性、可制御性、可観測性等)ができる。
3. 制御問題の定式化ができる。
4. 制御系の設計ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1: 制御対象の表現につい
て

与えられた制御対象を「動的シス
テム」で表現することができる。

認識モデルとしての「動的システ
ム」とは何かを人に説明できる。

提示された認識モデルが「動的シ
ステム」であることがわからない
。

評価項目2: 制御対象の解析につい
て

与えられた制御対象の解析を行う
ことができる。

制御対象の解析とは何かを人に説
明できる。

制御対象の解析結果が理解できな
い。

評価項目3: 制御系の設計について 与えられた制御問題に対して制御
系の設計ができる。

制御系の設計とは何かを人に説明
できる。

制御系の設計結果が理解できない
。

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）】 ３
教育方法等
概要 現代制御論的アプローチによる制御系の解析・設計手法を修得する。
授業の進め方と授業内
容・方法 授業は板書による解説を基本とする。授業展開は問題ドリブンな形でおこなう。

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・座学 制御問題とは何か？

2週 認識の位相[2週から5週まで]：
モデリングについて学ぶ・座学 制御対象のモデリングができる。

3週 状態空間モデルについて学ぶ・座学 状態空間モデル表現ができる。
4週 動的システムについて学ぶ・座学 動的システム::認識モデルがわかる。
5週 デジタルシミュレーションについて学ぶ・座学 デジタルシミュレーションができる

6週 解析の位相[6週から10週まで]:
位相面解析・座学 位相面解析ができる

7週 固定点と安定性解析・座学 安定性解析ができる
8週 可到達性と可制御性・座学 可到達性と可制御性を調べることができる
9週 可観測性と可再現性・座学 可観測性と可再現性を調べることができる

10週 設計の位相[10週から14週まで]:
制御系の構造 制御系の構造をつくれる

11週 運動計画問題(最適制御問題と最大原理)・座学 最適制御問題の定式化ができ、最適制御を最大原理を用い
て引き出すことができる

12週 最適制御問題の数値解法・座学 無制約最適制御問題の数値解法(勾配法)がわかる
13週 レギュレータ問題(軌道の安定化制御)・座学 LQ制御問題の最適解が導ける
14週 レギュレータ問題(固定点の安定化制御)・座学 極配置法を用いてレギュレーターを設計できる

15週 事例研究：
スイング・アップ制御問題を例に 事例研究を追試できる。

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 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 令和02年度 (2020年度) 授業科目 電気電子工学実験Ⅴ
科目基礎情報
科目番号 2020-132 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実験・実習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 4
教科書/教材 プリント
担当教員 高野 明夫,眞鍋 保彦,大澤 友克,望月 孔二,山之内 亘,野毛 悟
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
)(E1-3)
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)(E1-3)

□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．

□期限内に得られた学修成果をレ
ポートにまとめて報告できない．

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，４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。

授業の進め方と授業内
容・方法

実験テーマ数は5 で、各テーマは２回に渡って行う。内容はこれまでの実験より専門的になり、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。

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。

上記に加えて，本実験では以下の点に注意すること。
(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。（この科目の不合格者は卒業できない）
(2) すべての報告書を提出した学生の評価点は，担当者が提出した点数の平均値とする。

授業目標１（E1-3）が標準基準（６割）以上で、かつ科目全体で６０点以上の場合に合格とする。評価基準については
、成績評価基準表(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

前期

1週 ガイダンス
実験全体に対するガイダンス 実験全体に関するガイダンス、安全教育などを学ぶ

2週 ガイダンス
各実験の担当者による事前説明

各実験の概要を理解し、実験前に予習を行うための準備を
する

3週 電力円線図１
三相電源の並列運転と同期電動機 同期投入，負荷分担及び電動機のＶ曲線を学ぶ

4週 電力円線図２
三相電源の並列運転と同期電動機 同上

5週 小型回転機の特性１
直流チョッパ回路とその特性

降圧、昇圧、昇降圧チョッパの回路を構成し、特性を実験
により確認し、原理を理解する

6週 小型回転機の特性２
直流チョッパ回路とその特性 同上

7週 ドップラーレーダ１
ドップラーレーダの解析 回転羽を10GHz 帯で計測し，偏波とミキサ動作を理解する

8週 ドップラーレーダ２
ドップラーレーダの解析 同上

9週 報告書整理 未提出の報告書がある場合は，それを速やかに完成し提出
する。提出済みの場合は，次回以降の実験の予習を行う。

10週 離散時間処理の基礎１
離散時間処理の基礎

ディジタル信号処理の基本定理であるサンプリング定理に
ついて，計算機を用いて理解する

11週 離散時間処理の基礎２
離散時間処理の基礎 同上



12週 OP アンプの応用１
ＯＰアンプの応用回路

加減算回路、微分回路、積分回路、アクティブフィルタを
構成し、特性を実験により確認し、原理を理解する

13週 OP アンプの応用２
ＯＰアンプの応用回路 同上

14週 課題 実験指導書または実験内容に関する課題に取り組む

15週 報告書整理 未提出の報告書がある場合は，それを速やかに完成し提出
する。提出済みの場合は，次回以降の実験の予習を行う。

16週
評価割合

態度 期限 内容 面接 合計
総合評価割合 40 30 20 10 100
基礎的能力 0 0 0 0 0
専門的能力 40 30 20 10 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 デジタル制御工学
科目基礎情報
科目番号 2020-148 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 プリント　参考書：ディジタル制御入門、金原・黒須、日刊工業新聞社
担当教員 高野 明夫
到達目標
離散時間系に関し、次の事項を目標とする。
①離散化された状態方程式を導出し、その意味を説明できる。
②パルス伝達関数を導出できる。
③ＰＩ制御、2自由度制御、レギュレータ、サーボ、オブザーバの設計ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

１．離散化された状態方程式を導
出し、その意味を説明できる。

離散化された状態方程式を詳細に
導出し、その意味を分かり易く説
明できる。

離散化された状態方程式を導出し
、その意味を説明できる。

離散化された状態方程式を導出で
きず、その意味を説明できない。

２．パルス伝達関数を導出できる
。

パルス伝達関数の導出問題を８割
以上解くことができる。

パルス伝達関数の導出問題を６割
以上解くことができる。 パルス伝達関数を導出できない。

３．ＰＩ制御、2自由度制御、レギ
ュレータ、サーボ、オブザーバの
設計ができる。

ＰＩ制御、2自由度制御、レギュレ
ータ、サーボ、オブザーバの設計
問題を８割以上解くことができる
。

ＰＩ制御、2自由度制御、レギュレ
ータ、サーボ、オブザーバの設計
問題を６割以上解くことができる
。

ＰＩ制御、2自由度制御、レギュレ
ータ、サーボ、オブザーバの設計
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

近年の制御は、コンピュータを用いたデジタル制御が主流となっている。家庭電化製品や自動車、ロボット、飛行機等
その必要性は極めて高い。本講義は、４年次の自動制御を引き継いで、離散時間系のデジタル制御理論について解説す
る。内容は古典から現代に及ぶが、本講義で初めて現代制御理論に触れる学生にも理解できるよう、連続時間系の状態
方程式とその解の導出から始める。そして、離散化状態方程式を導出し、安定化の根本原理、ｚ変換域での設計法など
、重要事項に的を絞って講義する。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義を中心に実施するが、演習も適宜実施する。宿題を課すことがあるので、その場合には指定の期日までに提出する
こと。

注意点
1.６０点以上を合格とする。評価基準は成績評価基準表（ルーブリック）による。
2.評価については,評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
3.この科目は学修単位であり、１単位あたり15時間の対面授業を実施します。併せて１単位あたり30時間の事前学習・
事後学習が必要になります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス、デジタル制御とは 授業の目標、評価方法を示すことができる。コンピュータ
によるデジタル制御の概要を示すことができる。

2週 連続時間系の離散化 状態方程式の意味を理解し離散化ができる。
3週 連続時間系の離散化 Ｚ変換とパルス伝達関数の基礎を説明できる。
4週 連続時間系の離散化 Ｚ変換の公式を導出できる。

5週 連続時間系の離散化 離散化状態方程式とパルス伝達関数との相互変換ができる
。

6週 連続時間系の離散化 可制御性と可観測性について説明できる。
7週 連続時間系の離散化 安定化の基本について説明できる。
8週 古典的なディジタル制御系の設計 デジタルＰＩ制御の設計ができる。
9週 古典的なディジタル制御系の設計 デジタル2自由度制御の設計ができる。
10週 デジタル制御系の状態空間法による設計 状態フィードバック系の設計ができる。

11週 デジタル制御系の状態空間法による設計 オブザーバ（予測的観測器、現在観測器）の設計ができる
。

12週 デジタル制御系の状態空間法による設計 オブザーバを併用した状態フィードバック系について説明
できる。

13週 デジタル制御系の状態空間法による設計 サーボ（Ｉ動作を含む状態フィードバック系）を説明でき
る。

14週 デジタル制御系の状態空間法による設計 オブザーバを内蔵したサーボについて説明できる。

15週 デジタル制御系の状態空間法による設計 演習（レギュレータ、オブザーバ、サーボについて設計で
きる。）

16週
評価割合

学習「シート 試験 合計
総合評価割合 40 60 100
１．離散化された状態方程式を導
出し、その意味を説明できる。 10 15 25

２．パルス伝達関数を導出できる
。 10 15 25



３．ＰＩ制御、2自由度制御、レギ
ュレータ、サーボ、オブザーバの
設計ができる。

20 30 50



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 日本語
科目基礎情報
科目番号 2020-161 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 5
開設期 通年 週時間数 1
教科書/教材 大学・大学院留学生の日本語 ⑤漢字・語彙編、進学のための面接設問集、他
担当教員 （教養科 非常勤講師）,高澤 啓子
到達目標
講義や研究発表、学習活動に必要な日本語を聞いて正確に理解し、聞いたことをまとめ、適切な対応が出来る。
知識として得た日本語を実際に使用してレポートを書いたり、コミュニケーションが出来る。　　
理系の教科書の読解、講義の聴講、実験・実習を円滑に行うことが出来る。理系の分野の論理的で明快な科学技術日本語と、アカデミックな日
本語、日常生活の中で使われる日本語の違いを理解出来る。
「日本(人・社会)」という異文化を理解しカルチャーショックを克服出来る。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 日本語を聞いて、適切な対応がで
きる 日本語を聞いて対応ができる 日本語を聞いて対応ができない

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

日本語を使用して、レポート作成
やコミュニケーションがとれる

日本語を使用して、レポート作成
やコミュニケーションがとれない

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

専門分野に関する日本語を理解し
、文化的な相違を理解できる

専門分野に関する日本語を理解で
きず、文化的な相違も理解できな
い

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

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

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

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

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

2週 面接 進学・就職・奨学金応募のための面接の質問に的確に答え
られる。

3週 面接 進学・就職・奨学金応募のための面接の質問に的確に答え
られる。

4週 面接 進学・就職・奨学金応募のための面接の質問に的確に答え
られる。

5週 面接 進学・就職・奨学金応募のための面接の質問に的確に答え
られる。

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

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

後期

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

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

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

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



11週 漢字・語彙３７課 形容詞の対義語がわかる。

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

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

評価割合
試験 課題・提出物 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 50 30 0 20 0 0 100
基礎的能力 30 30 0 20 0 0 80
専門的能力 20 0 0 0 0 0 20
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



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

科目基礎情報
科目番号 2020-154 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2

教科書/教材 基本からわかる「電気電子材料」講義ノート　湯本雅恵　監修、青柳稔・鈴木薫・田中康寛・松本聡・湯本雅恵　共著
　オーム社

担当教員 遠山 和之
到達目標
物質中の電子のふるまいを「電子の性質」、「原子の構造」、「結晶の構造」、「エネルギーバンド構造」という観点から捉えることができる
。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
５つの固体の結合力と電気的な性
質の関係、結晶構造、転位、不純
物や欠陥が電気的な性質に与える
影響などを説明できる。

５つの固体の結合力と電気的な性
質の関係について説明できる。

５つの固体の結合力を列挙できる
が、電気的な性質との関係は説明
できない。

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

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

導電材料の電気抵抗が、温度によ
って変化することを知っている。

評価項目3

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

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

真性半導体や不純物半導体を知っ
ている。

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
ガイダンス
1章　電気電子材料とは
1－1　電気電子材料とは何だろう

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

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

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

3週
2章　電気電子材料の基礎
2－1　物質の構成と電子
【課題２】

原子レベルでの電子の状態や量子数、電子の軌道について
説明できる。

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

５つの固体の結合力と電気的な性質の関係について説明で
きる。

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

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

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

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

7週 章3章　導電材料
3－5　配線・接触・接合材料

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

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

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

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

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



10週
4章　半導体材料
４－３　不純物半導体
【課題７】

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

11週
4章　半導体材料
４－４　ダイオード
【課題８】

ｐｎ接合を理解し、ダイオードやトランジスタの動作を定
性的に説明できる。

12週
4章　半導体材料
４－５　トランジスタ
【課題９】

ｐｎ接合を理解し、ダイオードやトランジスタの動作を定
性的に説明できる。

13週
4章　半導体材料
４－６　化合物半導体
【課題１０】

化合物半導体による発光素子の動作原理を説明できる。

14週 4章　半導体材料
４－７　半導体の製造プロセスの概要

真性半導体の製造プロセス、集積回路の製造工程などを説
明できる。

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

16週 第1章～第4章の総括

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

評価割合
課題 定期試験 合計

総合評価割合 50 50 100
専門的能力 50 50 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 選択外国語（国際理解）
科目基礎情報
科目番号 2020-156 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 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『Stories from Around the World』(Nan'un-do)
担当教員 村上 真理
到達目標
1. 教材を読んで内容を把握して、それらに関する問いに解答できる。
2. 異文化を理解し受容する姿勢、国際人としての視野を培うことができる。
3. 与えられたテーマについて400 words 以上の明瞭な英文を作成できる。　　　
4. 英語文書を他者に伝わるように口頭で発表することと他者の発表を聞き取り、評価することができる。　
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安(優) 標準的な到達レベルの目安(良) 未到達レベルの目安(不可)

評価項目1
基本的語彙、語法、文構造を習得
して、英語文書を正確に理解でき
、質問に正しく答えることができ
る。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

2週 Unit 1 テーマに沿って英語で意見交換ができる。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

語彙の確認や指示された英作文ができる。

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



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

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

学習した内容を復習し、テーマに沿って英文を書いて発表
することができる。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15週 総復習 培った能力を生かして積極的に様々な活動ができる。
16週

評価割合
課題小テスト 課題と発表 意欲と感心 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 コンピュータ工学
科目基礎情報
科目番号 2020-150 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 電子計算機概論[第2版]，新保利和/松尾守之 共著，森北出版
担当教員 眞鍋 保彦
到達目標
1. コンピュータ上における2進数の表現が行なえ，かつ，その計算が行える。
2. 組み合わせ論理回路を構成でき，その動作が説明できる。
3. 順序回路を構成でき，その動作が説明できる。
4. コンピュータの基本構成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
コンピュータ上における2進数の表
現が行なえ，かつ，その計算が行
える。

コンピュータ上における2進数の表
現が柔軟に行なえ，かつ，その複
雑な計算が行える。

コンピュータ上における2進数の表
現が行なえ，かつ，その計算が行
える。

コンピュータ上における2進数の表
現が行なえないか，または，その
計算も行えない。

組み合わせ論理回路を構成でき
，その動作が説明できる。

組み合わせ論理回路を柔軟に構成
でき，その動作が詳細に説明でき
る。

組み合わせ論理回路を構成でき
，その動作が説明できる。

組み合わせ論理回路を構成できな
い。また，その動作も説明できな
い。

順序回路を構成でき，その動作が
説明できる。

順序回路を柔軟に構成でき，その
動作が詳細に説明できる。

順序回路を構成でき，その動作が
説明できる。

順序回路を構成できない。また
，その動作も説明できない。

コンピュータの基本構成について
説明できる。

コンピュータの基本構成について
詳細に説明できる。

コンピュータの基本構成について
説明できる。

コンピュータの基本構成について
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 今日の情報化社会の重要な要素であるコンピュータの基本構成，内部の数値表現，基本的な回路設計法等について学ぶ

。

授業の進め方と授業内
容・方法

教科書に従い，コンピュータの基本構成，論理回路，2進数による数値計算等について理解を深めることを目標とし，講
義を進める。
コンピュータの進化は日々，目覚ましいものがあるため，時事的な内容も随時盛り込む。

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス 本教科の学習・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する

2週 コンピュータの概要 コンピュータをハードウェア面とソフトウェア面から眺め
，それぞれの概要を説明できる。

3週 数体系 10進数と2進数の仕組みを説明でき，両者をお互いに変換
できる。

4週 2進数の表現と計算 2進数における負数の表現方法と計算方法が説明できる。

5週 2進数の内部表現と符号化 2進数の内部表現について説明でき，それらを符号化できる
。

6週 ブール代数 ブール代数の概念について説明できる。
7週 論理関数の標準形 加法標準形および情報標準形について説明できる。

8週 論理関数の簡単化 カルノー図やクワインマクラスキー法により論理式を簡単
化できる。

9週 基本論理回路 OR, AND, NOT回路の動作が説明できる。

10週 組み合わせ論理回路 基本論理回路を組み合わせて加算器等の回路が設計できる
。

11週 フリップフロップ，レジスタ，カウンタ フリップフロップ，レジスタ，カウンタの動作が説明でき
る。

12週 コンピュータの基本構成 演算装置，レジスタ，バス，バッファの役割が説明できる
。

13週 命令の形式とプログラム 機械語について説明できる。
14週 記憶装置とインターフェース RAM, ROM, インターフェースについて説明できる。
15週 総括 コンピュータ工学のまとめ
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ 課題 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 電力工学
科目基礎情報
科目番号 2020-140 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 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 「電力工学」（改訂版) 江間敏・甲斐隆章　コロナ社
担当教員 大津 孝佳
到達目標
１．日本のエネルギー事情を説明できる。
２．発電所から消費地までの電気の流れを説明できる。
３．火力発電のしくみと熱サイクルを説明できる。
４．熱力学の法則とランキンサイクルを説明できる。
５．水力発電の仕組みと水力設備を説明できる。
６．再生エネルギーについて説明できる。
７．送配電では送電方式、架空送電線路の構成、電力用ケーブル、送電線路の等価回路、故障計算法と中性点接地方式を説明できる。(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．日本のエネルギー事情を理解
する。

□日本のエネルギー事情について
、専門用語、数値等を用いて分か
りやすく説明できる。

□日本のエネルギー事情を説明で
きる

□日本のエネルギー事情を説明で
きない。

２．発電所から消費地までの電気
の流れを理解する。

□発電所から消費地までの電気の
流れについて、専門用語、数値等
を用いて分かりやすく説明できる
。

□発電所から消費地までの電気の
流れを説明できる。

□発電所から消費地までの電気の
流れを説明できない。

３．火力発電のしくみと熱サイク
ルを理解する。

□火力発電のしくみと熱サイクル
について、専門用語、数値等を用
いて分かりやすく説明できる。

□火力発電のしくみと熱サイクル
を説明できる。

□火力発電のしくみと熱サイクル
を説明できない。

４．熱力学の法則とランキンサイ
クルを理解する。

□熱力学の法則とランキンサイク
ルについて、専門用語、数値等を
用いて分かりやすく説明できる。

□熱力学の法則とランキンサイク
ルを説明できる。

□熱力学の法則とランキンサイク
ルを説明できない。

５．水力発電の仕組みと水力設備
を理解する。

□水力発電の仕組みと水力設備に
ついて、専門用語、数値等を用い
て分かりやすく説明できる。

□水力発電の仕組みと水力設備を
説明できる。

□水力発電の仕組みと水力設備を
説明できない。

６．送配電では送電方式、架空送
電線路の構成、電力用ケーブル、
送電線路の等価回路、故障計算法
と中性点接地方式を理解する。
（Ｃ１）

□送配電では送電方式、架空送電
線路の構成、電力用ケーブル、送
電線路の等価回路、故障計算法と
中性点接地方式について、専門用
語、数値等を用いて分かりやすく
説明できる。

□送配電では送電方式、架空送電
線路の構成、電力用ケーブル、送
電線路の等価回路、故障計算法と
中性点接地方式を説明できる。

□送配電では送電方式、架空送電
線路の構成、電力用ケーブル、送
電線路の等価回路、故障計算法と
中性点接地方式を説明できない。

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）】 ３
教育方法等

概要
今日の社会は電力を基幹エネルギーとして成り立っている。
この科目は企業での高電圧/電磁環境信頼性評価を担当していた教員が、その経験を活かし、高電圧送電や電気環境信頼
性、最新の高電圧計測技術等について講義形式で授業を行うものである。

授業の進め方と授業内
容・方法 電力工学はきわめて広い範囲にかかわるが、ここでは発変電工学（前半）と送配電工学（後半）を主体に講義する。

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.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。
3.中間試験を授業時間内に実施することがあります。
4.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 電気エネルギー 電気エネルギーをつくる（発電/送配電工学）

2週 火力発電 火力発電のしくみと構成、火力発電の熱サイクルと熱力学
の法則

3週 火力発電 水蒸気の一般特性、等温変化と断熱変化、

4週 火力発電 カルノーサイクルとランキンサイクル、再生・再熱・コン
バインドーサイクル発電

5週 火力発電 ボイラと蒸気タービン、火力の環境対策設備

6週 水力発電 水力発電の概要と理論水力、水力発電の設備、水車と調速
機

7週 原子力力発電 原子力発電の原理と主要設備
8週 再生可能エネルギー 太陽光・風力、地熱・バイオマス・燃料電池
9週 送配電工学 電気事業と送電電圧の歴史、送電方法と周波数
10週 送配電工学 架空送電線路、送電鉄塔と電線のたるみ
11週 送配電工学 架空送電線路と雷、架空送電線路と風、雪などの気象対策

12週 送配電工学 地中送電線路と電力ケーブル、架空送電線路の抵抗、イン
ダクタンスと静電容量

13週 送配電工学 送電線路の等価回路、送電線路の電力円線図
14週 送配電工学 避雷器と誘導障害、故障計算と中性点接地方式



15週 発変電 変電所、保護継電器
16週 電力システム 電力システム

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

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 学外実習Ⅳ
科目基礎情報
科目番号 2020-136 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 5
開設期 集中 週時間数 4
教科書/教材 なし
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

評価項目1 実習をとおして学問の実践的意義
を具体的に説明できる．

実習をとおして学問の実践的意義
を説明できる．

実習をとおして学問の実践的意義
を説明できない．

評価項目2 技術者としての労働観・職業観を
具体的に説明できる．

技術者としての労働観・職業観を
説明できる．

技術者としての労働観・職業観を
説明できない．

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

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

実習の目的，実習の意義を説明で
きない．

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

概要

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

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンスⅠ 教育目標・授業概要・評価方法等の説明
2週 ガイダンスⅡ 受入先機関選定の方法
3週 事前研修Ⅰ 応募書類の作成方法
4週 事前研修Ⅱ 事前レポートの作成
5週 事前研修Ⅲ 合同事前研修
6週 受入先機関での研修Ⅰ 内容は受入先機関との協議により決定
7週 受入先機関での研修Ⅱ 内容は受入先機関との協議により決定
8週 受入先機関での研修Ⅲ 内容は受入先機関との協議により決定
9週 受入先機関での研修Ⅳ 内容は受入先機関との協議により決定
10週 受入先機関での研修Ⅴ 内容は受入先機関との協議により決定
11週 事後研修Ⅰ 実施報告書作成
12週 事後研修Ⅱ 実施報告書作成
13週 事後研修Ⅲ プレゼンテーションの手法
14週 事後研修Ⅳ プレゼンテーション資料作成
15週 事後研修Ⅴ 報告会
16週

後期

1週
2週
3週
4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週



15週
16週

評価割合
履歴書・エント
リーシート

事前学習レポー
ト 実施報告書 報告会 開始・終了報告 その他 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 選択外国語（時事英語）
科目基礎情報
科目番号 2020-159 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 5
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 John Urry and Jonas Larsen, The Tourist Gaze 3.0, Sage Publications, 2011.ジョン・アーリ／ヨーナス・ラース
ン（加太宏邦訳）『観光のまなざし〔増補改訂版〕』、法政大学出版局、2014年。担当者が用意するプリント資料。

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

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
英語を文法的に正しく理解し、そ
の内容を把握して読んでいくこと
ができる。

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

英語を文法的に理解できず、その
内容もまた理解できない。

評価項目2 人文学・社会科学の学問手法をよ
く理解でき、実践できる。

人文学・社会科学の学問手法を理
解でき、実践できる。

人文学・社会科学の学問手法を理
解できず、また実践できない。

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

概要

時事英語：観光学演習

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

注意点

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

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

16週 これまでのまとめ それまでの内容を理解できる。

後期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15週 これまでのまとめ それまでの内容を理解できる。
16週

評価割合
意欲・関心 レポート試験 合計

総合評価割合 50 50 100
基礎的能力 50 50 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 工業英語Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2020-149 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 配布プリント
担当教員 野毛 悟
到達目標
１．科学・技術に関する基本的な英語文章を読んで理解することができる．
２．簡単な英文の技術報告書，取扱説明書，指示書，注意事項を解読できる．
３．自分の研究についての概要を，英語で書くことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
科学・技術に関する基本的な英語
文章を読んで理解することができ
る．

科学・技術に関する基本的な英語
文章を読んで理解することができ
る．

科学・技術に関する基本的な英語
文章を読んで概要を理解すること
ができる．

科学・技術に関する基本的な英語
文章を読んで理解することができ
ない．

簡単な英文の技術報告書，取扱説
明書，指示書，注意事項を解読で
きる．

英文の技術報告書，取扱説明書
，指示書，注意事項を解読できる
．

簡単な英文の技術報告書，取扱説
明書，指示書，注意事項を解読で
きる．

簡単な英文の技術報告書，取扱説
明書，指示書，注意事項を解読で
きない．

自分の研究についての概要を，英
語で書くことができる。

自分の研究についての概要を，英
語で簡潔に書くことができる。

自分の研究についての概要を，英
語で書くことができる。

自分の研究についての概要を，英
語で書くことができない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ４
教育方法等
概要 グローバル化に対応したコミュニケーション手段として，工業英語の正しい理解と活用が産業界，学会で必須であるこ

とを理解し，技術に関する英語構文分析能力，英作文能力および英単語能力の向上を目的とする。
授業の進め方と授業内
容・方法

7週目までは論文や技術文書の解読を前半で行い、後半その解説を行う。
英作文及びプレゼンテーションについては、講義を中心に行い、適宜、レポート課題を課す。

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。

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，英作文１ 英論文の書き方の概要を説明できる
2週 技術報告書の解読１ 電力，エネルギー分野の論文を解読できる
3週 技術報告書の解読２ 電力，エネルギー分野の論文を解読できる
4週 技術報告書の解読３ 電子デバイス分野の論文を解読できる
5週 技術報告書の解読４ 電子デバイス分野の論文を解読できる
6週 技術報告書の解読５ 情報通信分野の論文を解読できる
7週 技術報告書の解読６ 情報通信分野の論文を解読できる
8週 演習 電気に関連する分野の論文を解読できる
9週 演習 電気に関連する分野の論文を解読できる
10週 英作文２ ３つのCについて説明できる
11週 英作文３ 前置詞の使い方を説明できる
12週 英作文４ 前置詞と冠詞の使い方を説明できる
13週 英作文５ 冠詞の使い方を説明できる
14週 演習 自分の研究分野のAbstractを作成できる
15週 演習 簡単な技術文書の作成ができる
16週

評価割合
試験 レポート 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 30 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 30 0 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



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

科目基礎情報
科目番号 2020-152 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 電気応用（１）（新編　電気工学講座（２１）　深尾保、他、コロナ社
担当教員 高野 明夫
到達目標
１．照明の基礎事項について説明できる。
２．照明に関する計算（配光・光度及び光束、照度など）ができる。
３．電熱に関する一般事項が説明できる。
４．電熱に関する計算問題を解くことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
１．照明の基礎事項について説明
できる。

照明の基礎事項について分かり易
く説明できる。

照明の基礎事項について説明でき
る。

照明の基礎事項について説明でき
ない。

２．照明に関する計算（配光・光
度及び光束、照度など）ができる
。

照明に関する計算（配光・光度及
び光束、照度など）問題を８割以
上全て解くことができる。

照明に関する計算（配光・光度及
び光束、照度など）を６割以上解
くことができる。

照明に関する計算（配光・光度及
び光束、照度など）ができない。

３．電熱に関する一般事項が説明
できる。

電熱に関する一般事項を分かり易
く説明できる。

電熱に関する一般事項が説明でき
る。

電熱に関する一般事項が説明でき
ない。

４．電熱に関する計算問題を解く
ことができる。

電熱に関する計算問題を８割以上
解くことができる。

電熱に関する計算問題を６割以上
解くことができる。

電熱に関する計算問題を解くこと
ができない。

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

概要

電気エネルギーは我々の生活に欠かすことのできないエネルギー媒体である。かつて3種の神器と呼ばれたテレビ、冷蔵
庫、洗濯機は全て電気製品であり、近年にはこれにエアーコンディショナーが加わり、さらにはオール電化住宅まで登
場している。照明分野においても、人類は長い間火を利用してきたが、電気によるアーク灯、白熱電球、蛍光灯、
ＬＥＤへと進歩してきている。ＬＥＤの利用などは歴史的には最近の事であり、照明分野の進歩は極めて著しい。家庭
分野だけでなく産業分野においては、電気を応用した電気溶接は重要な位置を占めており、多くの工業製品の製造過程
に用いられている。本講義では、照明工学と電熱工学に範囲を絞り、これらの分野に電気エネルギーがどのような仕組
みで応用されているのかを学ぶ。

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は講義を中心に行うが、演習問題も実施する。適宜宿題を課すので、課された場合は指定期日までに提出すること
。

注意点 1.６０点以上の場合に合格とする。評価基準については、成績評価基準表（ルーブリック）による。
2.評価については,評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス、照明工学 教育目標・授業概要・評価方法等について知る。照明の基
礎事項を説明できる。

2週 照明工学 放射・視感度、温度放射、ルミネセンス、効率について説
明できる。

3週 照明工学 拘束、光度、照度、光束発散度、輝度、反射率・透過率・
吸収率について説明できる。

4週 照明工学 電球、放電灯について説明できる。
5週 照明工学 測光について説明できる。
6週 照明工学 配光、光度、光束および照度の計算ができる。
7週 照明工学 照度設計ができる。
8週 電熱工学 温度と熱量の単位について説明できる。
9週 電熱工学 熱の移動について説明できる。

10週 電熱工学 発熱体、耐火材料と保温材料、家庭電熱について説明でき
る。

11週 電熱工学 電気炉に関する計算ができる。
12週 電熱工学 電気乾燥機について説明できる。
13週 電熱工学 電気溶接について説明できる。
14週 電熱工学 電気冷凍について説明できる。
15週 電熱工学 電熱に関する計算問題が解ける。
16週

評価割合
学習シート 試験 合計

総合評価割合 40 60 100
１．照明の基礎事項について説明
できる。 10 15 25

２．照明に関する計算（配光・光
度及び光束、照度など）ができる
。

10 15 25

３．電熱に関する一般事項が説明
できる。 10 15 25



４．電熱に関する計算問題を解く
ことができる。 10 15 25



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 固体電子工学
科目基礎情報
科目番号 2020-142 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 半導体工学　（第３版）森北出版　高橋　清　著
担当教員 大澤 友克
到達目標
半導体物理を学ぶことで，この理論を適用して，デバイスの動作機構および諸特性を解析できる。
シュレディンガー方程式にペニー・クロニッヒモデルを適用し，バンドモデルを導くことができる。
固体内の電子のエネルギー状態を導出し，バンド理論を理解できる。
バンド理論を用いて，半導体の伝導機構・デバイス特性を解析できる。
スピントロニクスデバイスであるTMR素子の動作原理を説明できる。
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 不可

時間に依存しないシュレディンガ
ー方程式を記述できる。
量子力学の簡単なポテンシャル問
題を解くことができる。
状態密度について説明することが
できる。

時間に依存しないシュレディンガ
ー方程式を記述できる。
量子力学の簡単なポテンシャル問
題を解くことができる。
状態密度について説明することが
でき、2次元、3次元の状態密度を
導出できる。

時間に依存しないシュレディンガ
ー方程式を記述できる。
量子力学の簡単なポテンシャル問
題を解くことができる。
状態密度について説明することが
できる。

時間に依存しないシュレディンガ
ー方程式を記述できない。
量子力学の簡単なポテンシャル問
題を解くことができない。
状態密度について説明することが
できない。

フェルミ分布関数を数式で書くこ
とができる。
フェルミ分布関数のグラフが書け
る。フェルミ分布関数の物理的意
味を説明できる。

フェルミ分布関数を数式で書くこ
とができる。
フェルミ分布関数のグラフが書け
る。フェルミ分布関数の物理的意
味を説明できる。

フェルミ分布関数を数式で書くこ
とができる。
フェルミ分布関数のグラフが書け
る。

フェルミ分布関数を数式で書くこ
とができない。
フェルミ分布関数のグラフが書け
ない。フェルミ分布関数の物理的
意味を説明できない。

半導体のキャリア濃度の温度依存
性を説明できる。

半導体のキャリア濃度の温度依存
性を数式を用いて説明できる。

半導体のキャリア濃度の温度依存
性を説明できる。

半導体のキャリア濃度の温度依存
性を説明できない。

連続の方程式について説明できる
。

連続の方程式について数式を用い
て説明できる。

連続の方程式について説明できる
。

連続の方程式について説明できな
い。

スピントロニクスの代表的なデバ
イスであるTMR（トンネル磁気抵
抗）素子の構造を図示できる。
外部磁場に対する、トンネル抵抗
および磁化のグラフの概形を図示
できる。
TMR効果の概要を説明することが
できる。

スピントロニクスの代表的なデバ
イスであるTMR（トンネル磁気抵
抗）素子の構造を図示できる。
外部磁場に対する、トンネル抵抗
および磁化のグラフの概形を図示
できる。
TMR効果の概要を説明することが
できる。

スピントロニクスの代表的なデバ
イスであるTMR（トンネル磁気抵
抗）素子の構造を図示できる。
TMR効果の概要を説明することが
できる。

スピントロニクスの代表的なデバ
イスであるTMR（トンネル磁気抵
抗）素子の構造を図示できない。
外部磁場に対する、トンネル抵抗
および磁化のグラフの概形を図示
できない。
TMR効果の概要を説明することが
できない。

半導体接合（ｐｎ接合、トランジ
スタ）について説明できる。

半導体接合（ｐｎ接合、トランジ
スタ）について数式を用いて説明
できる。

半導体接合（ｐｎ接合、トランジ
スタ）について説明できる。

半導体接合（ｐｎ接合、トランジ
スタ）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
４年次の電気電子材料を復習し、講義で割愛した単元に関して学ぶ。具体的には、①トンネル効果、②ペニークローニ
ッヒモデルによるバンド理論の導出、③ホール効果などである。さらに、連続の方程式やトランジスタについても学習
する。また近年の話題として、スピントロニクスについても学ぶ。

授業の進め方と授業内
容・方法 授業は講義中心で、適宜レポートを出題する。

注意点
評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
この科目は学修単位科目であり、１単位あたり15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 オリエンテーション、授業概要・目標，スケジュール，評
価方法と基準等の説明。量子力学入門。 物質の二重性、ド・ブロイの関係式が説明できる。

2週 電気電子材料の復習 簡単なシュレディンガー方程式（井戸型ポテンシャル）が
解ける。電子のエネルギー状態を説明できる。

3週 トンネル効果 フェルミエネルギーや状態密度関数を説明できる。トンネ
ル効果を説明できる。

4週 固体のバンド理論 ペニー・クロニッヒモデルを説明できる。
5週 エネルギーバンド理論を理解できる。
6週 統計力学の基礎 フェルミディラック分布関数を説明できる。
7週 半導体の伝導機構 半導体の電気伝導を説明できる。
8週 半導体の伝導機構 キャリアの再結合や、連続の方程式を説明できる。
9週 アインシュタインの関係式、ホール効果を説明できる。
10週 ｐn 接合 ｐｎ接合の整流特性、接合容量を説明できる。
11週 ヘテロ接合 ヘテロ接合と金属半導体接触を説明できる。
12週 トランジスタ トランジスタの増幅作用を説明できる。
13週 スピントロニクス スピンエレクトロニクスの基礎を説明できる。

14週 スピントロニクス トンネル磁気抵抗効果（TMR）、巨大磁気抵抗効果
（GMR）を説明できる。



15週 まとめ まとめ
16週

評価割合
期末試験 レポート 合計

総合評価割合 60 40 100
基礎的能力 0 0 0
専門的能力 60 40 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 海外技術研修
科目基礎情報
科目番号 2020-137 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 5
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 全教員 （海外研修）
到達目標
１．異なる文化や価値観を理解し、広い視野を持つことができる。
２．現地で関わる人々と英語などを用いてコミュニケーションができる。
３．海外での研修への参加を通じて、技術や知識をより高めるための取り組みができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

１．異なる文化や価値観を理解し
、広い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を深く理解し
、より広い視野を持つことができ
る。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができない。

２．現地で関わる人々と英語など
を用いてコミュニケーションがで
きる。

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

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができる
。

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができな
い。

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

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

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

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス・研修の概要把握、事前調査等
2週 以下、研修・作業等
3週
4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

後期

1週
2週
3週
4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週 以上、研修・作業等
15週 研修報告・研修報告書の提出または研修報告会の実施



16週
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 0 100 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 100 0 0 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 パワーエレクトロニクス
科目基礎情報
科目番号 2020-133 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 「基本からわかるパワーエレクトロニクス講義ノート」西方正司[監修] ・ 高木亮・高見弘・鳥居粛・枡川重男[共著]　
オーム社　　参考書： プリントを適宜使用する

担当教員 山之内 亘
到達目標
１、半導体の基礎特性と6種類のデバイスの基本的特性について説明できる。　
２、単相及び三相全波整流回路を説明できる。
３、インバータ回路の、ブリッジ型、PWM回路を理解できる。
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
半導体の基礎特性と6種類のデバイ
スの基本的特性について説明でき
る

半導体の基礎特性と6種類のデバイ
スの基本的特性について説明でき
る

半導体の基礎特性やいくつかのデ
バイスの基本的特性について説明
できる

半導体の基礎特性と6種類のデバイ
スの基本的特性について説明でき
ない

単相及び三相全波整流回路を説明
できる

単相及び三相全波整流回路を説明
できる 単相全波整流回路を説明できる 単相全波整流回路を説明できない

インバータ回路の、ブリッジ型、
PWM回路を理解できる。

インバータ回路の、ブリッジ型、
PWM回路を理解できる。

インバータ回路基本原理を理解で
きる。

インバータ回路の基本原理を理解
できない。

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

概要
電力用ダイオード、サイリスタ、GTO、IGBTなどのパワーデバイスが目ざましい進化を遂げ、電力の変換、制御を応用
した「パワーエレクトロニクス」の分野は格段に広がっている。エアコン、蛍光灯からソーラー発電、ロボットそして
新幹線などである。半期の本講義においては、主に6種類のパワーデバイスと整流回路、インバータの基本回路について
、図表や演習問題を多数用いながら講義を進め、着実な理解を深める。

授業の進め方と授業内
容・方法 講義と演習（レポート）による授業を行う。

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.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 パワーエレクトロニクス パワーデバイス、電力制御、インバータ制御 などの概要を
説明できる

2週 パワー半導体 半導体素子を用いたスイッチングについて説明できる
3週 パワーデバイス（１） 整流用ダイオード、パワートランジスタ特性を説明できる
4週 パワーデバイス（２） パワーMOSFET、IGBT特性を説明できる
5週 パワーデバイス（３） サイリスタの基礎特性とGTO特性を説明できる

6週 パワーデバイス（４） パワーエレクトロニクスの周辺技術 (IPM、冷却方式)につ
いて説明できる

7週 交流波形と高調波 交流の基本的表し方と、高調波の取り扱いについて説明で
きる

8週 整流回路（１） 単相整流回路を説明できる
9週 整流回路（２） 三相整流回路を説明できる
10週 チョッパ回路(1) 昇圧、降圧チョッパ回路を理解できる
11週 チョッパ回路(2) 昇降圧チョッパ回路を理解できる
12週 インバータ（１） インバータ回路の原理を説明できる

13週 インバータ（２） 種々のインバータ回路 (ブリッジ形、PWM など)を説明で
きる

14週 インバータ（３） インバータと高周波障害を説明できる
15週 パワーエレクトロニクスの応用技術 基本的なモータのインバータ制御について説明できる。
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 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 令和02年度 (2020年度) 授業科目 学校行事Ⅴ
科目基礎情報
科目番号 0108 科目区分 一般 / 集中
授業形態 単位の種別と単位数 履修単位: 0
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 0
教科書/教材 特になし
担当教員 教務主事
到達目標
（１）就業体験を通して自己の職業適性や将来設計について考える。
（２）学問の実際的な意義を認識する。
（３）職場や地域社会で活躍する上で必要となる社会人としての意識や行動を身につける。
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

就業体験を通して自己の職業適性
や将来設計について考え，より具
体的に将来のことを考えることが
できる．事前レポート・履歴書
（自己アピール・志望動機）にそ
の旨記載されている．

就業体験を通して自己の職業適性
や将来設計について考えることが
できる．そのために、事前レポー
ト・履歴書（自己アピール・志望
動機）を作成することができる．

就業体験を通して自己の職業適性
や将来設計について考えることが
できない．事前レポート・履歴書
（自己アピール・志望動機）を作
成することができない．

評価項目2

学問の実際的な意義を認識し，学
習活動の重要性を再認識し，その
意欲が見られる．事前レポート及
び実習後レポートにその内容につ
いて記載がある．

学問の実際的な意義を認識するこ
とができる．事前レポート及び実
習後レポートにその内容について
記載がある．

学問の実際的な意義を認識するこ
とができない．事前レポートもし
くは実習後レポートにその記述が
ない．

評価項目3

職場や地域社会で活躍する上で必
要となる社会人としての意識や行
動を身につけ，実践しようとする
姿勢が見られる．提出物の〆切を
守り，実習に真摯に取り組むこと
ができる．

職場や地域社会で活躍する上で必
要となる社会人としての意識や行
動を身につけることができる．提
出物の〆切を守り，実習に取り組
むことができる．

職場や地域社会で活躍する上で必
要となる社会人としての意識や行
動を身につけることができない
．提出物の〆切を守ることができ
ず，実習先であいさつや取り組み
姿勢などに注意を受ける．

学科の到達目標項目との関係
教育方法等

概要

企業や大学、研究機関等での実習を通じて、実習先の研究者等、先輩技術者から指導を受け、これまでに学んだ知識を
活かして実際の現場での技術を修得する。また、学外実習の経験を今後の学習及び自身のキャリア育成に役立て、技術
者としての意識を高揚させることを目的とする。
授業で修得した知識や技術が実際の工場あるいは研究機関において、どのように利用・実用化されているか理解する。
長期休暇中に2週間程度の実習を学外にて行う。実習後に報告書を提出するとともに、報告会にて実習内容および実習で
学んだことなどを発表する。

授業の進め方と授業内
容・方法

夏季休業中に実習を行うために、4～5月中に実習に参加するかどうかの意思決定をし、希望先企業等を決め、履歴書お
よびエントリーシートの準備を行う。授業担当者から適宜添削を受け、企業等の定める申込期限までに学生課を通じて
書類を提出する。夏季休業前までに、事前学習レポートを作成・提出し、実習直前ガイダンスを受ける。実習中は、実
習日誌を書き、最終日に実習証明書を交付してもらう。実習終了後、速やかに実習報告書をまとめ、提出する。9～10月
にある学科内報告会で実習内容や学んだことなどを発表する。

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

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション・学外実習説明会 実習に対する心構えや実習の主旨を理解できる。
2週 過去の受け入れ企業 株式会社ヤクルト本社
3週 アステラス ファーマテック株式会社
4週 株式会社資生堂
5週 森永乳業株式会社
6週 東レ株式会社
7週 Meiji Seika ファルマ株式会社
8週 第一三共プロファーマ株式会社
9週 北里第一三共ワクチン株式会社
10週 ダイキン工業株式会社
11週 三菱アルミニウム株式会社

12週 サントリー株式会社（現　サントリーホールディングス株
式会社）

13週 東洋インキ株式会社（現　東洋インキSCホールディングス
株式会社）

14週 花王株式会社
15週 株式会社日本触媒

16週 学外実習報告会 実習目的、実習内容、実習で学んだことを報告することが
できる。

後期

1週
2週
3週
4週
5週
6週



7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

評価割合
履歴書・エントリ
ーシート 事前学習レポート 実習報告書 発表 自己評価 合計

総合評価割合 10 10 40 30 10 100
基礎的能力 10 10 40 30 10 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0



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

科目基礎情報
科目番号 2020-153 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 新冨 雅仁
到達目標
１．熱効率について理解し、カルノーサイクルを含む各種熱機関の熱効率などが計算できる。
２．エクセルギーについて理解し、その値などが計算できる。
３．ヒートポンプについて理解し、成績係数やエクセルギー効率などが計算できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

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

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

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

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

２．エクセルギーについて理解し
、その値などが計算できる。

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

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

エクセルギーについて理解してお
らず、その値などを計算できない
。

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

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

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

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

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

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

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

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

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

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

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

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

15週 有効活用技術3 燃料電池、熱電変換素子について説明できる。
16週

評価割合
試験 レポート 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 30 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 30 0 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 電気法規
科目基礎情報
科目番号 2020-134 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電気電子工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 「電気法規と電気施設管理」（東京電機大学出版局）
担当教員 （Ｅ科 非常勤講師）,國司 論理
到達目標
　1. 電気関係法規の必要性を理解し、法令遵守の基本的考え方を自覚できること。
　2. 電気事業法と事業用電気工作物の保安規制の概要を理解し、電力設備の公衆安全のあり方を技術者として自ら考察できる。
　3. 電気設備技術基準、電気主任技術者の役割、電気施設管理等を理解し、電気安全の意識を自ら高めていけること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
電気関係法規の必要性を理解し、
法令遵守の基本的考え方を自覚で
きる

電気関係法規の必要性を理解し、
法令遵守の基本的考え方を自覚で
きる

電気関係法規の必要性を理解し、
法令遵守の基本的考え方をおおよ
そ自覚できる

電気関係法規の必要性を理解し、
法令遵守の基本的考え方をほとん
ど自覚できない

電気事業法と事業用電気工作物の
保安規制の概要を理解し、電力設
備の公衆安全のあり方を技術者と
して自ら考察できる

電気事業法と事業用電気工作物の
保安規制の概要を理解し、電力設
備の公衆安全のあり方を技術者と
して自ら考察、検討できる

電気事業法と事業用電気工作物の
保安規制の概要を理解し、電力設
備の公衆安全のあり方を技術者と
して自ら考察できる

電気事業法と事業用電気工作物の
保安規制の概要を理解し、電力設
備の公衆安全のあり方を技術者と
して自ら考察できない

電気設備技術基準、電気主任技術
者の役割、電気施設管理等を理解
し、電気安全の意識を自ら高めて
いける

電気設備技術基準、電気主任技術
者の役割、電気施設管理等を十分
に理解し、電気安全の意識を自ら
積極的に高めていくことができる

電気設備技術基準、電気主任技術
者の役割、電気施設管理等を理解
し、電気安全の意識を自ら高めて
いくことができる

電気設備技術基準、電気主任技術
者の役割、電気施設管理等を理解
し、電気安全の意識を自ら高めて
いくことができない

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）】 １
教育方法等

概要

　電力事業は、今日の社会・経済活動を支える基幹エネルギー産業の一つである。この電力事業の健全な発展を図ると
ともに、電気安全の確保を目的として電気事業法等の法規制が設けられている。電気関係法規の目的や規制の必要性を
理解し、電気主任技術者として必要な技術基準・電気設備管理等の知識を深めるとともに、安全に対する意識を高める
ようにする。
　この科目は企業で電力設備の保守・運用業務に従事していた教員が、その経験を活かし、電気関係法規について講義
形式で授業を行うものである。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義形式による、事例の解説を行なう。
授業内容についての理解度を授業時間内に行うミニテストおよび中間試験・期末試験にて確認する。
中間試験・期末試験を６０％、授業時間内に行うミニテストならびに事後学習としてのレポートをそれぞれ２０％とし
て評価し、評価点数の合計点が６０点以上を合格とする。

注意点

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。
中間試験を授業時間内に実施することがある。

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 授業ガイダンスと電気関係法規の体系
シラバスによる授業の概要，授業目標，授業計画，評価方
法などを説明する。
電気関係法規の必要性と体系を理解する。

2週 電気事業と電気法規の変遷
電気事業の種類および特質を理解し，電気事業の発展とそ
れに合わせた電気法規の変遷を学び，法律の必要性を理解
する。

3週 電気事業法の目的と事業規制 電気事業法の目的と電力自由化に対応した事業規制の概要
を理解する。

4週 事業用電気工作物の保安
電気工作物の種類を理解し，事業用電気工作物における自
主保安体制の概要を理解する。電気主任技術者の役割と資
格を理解する。

5週 一般用電気工作物の保安
一般家庭などの電気安全を確保するための法的な考え方と
一般用電気工作物の調査義務，電気工事士法，電気用品安
全法等の概要を理解する。

6週 電気工作物の技術基準１
技術基準の種類と規制の概要を理解する。電気設備技術基
準の基本事項として，電圧の区分、電路の絶縁と絶縁耐力
を理解する。

7週 電気工作物の技術基準２ 接地工事の種類を理解する。

8週 電気工作物の技術基準３ 発電所，変電所等の電気工作物に対する電気設備技術基準
の概要を理解する。

9週 電気工作物の技術基準４ 送電線，配電線，電力用保安通信設備の電気工作物に対す
る電気設備技術基準の概要を理解する。

10週 電力設備見学 実際の電力設備を見学することにより，事業用電気工作物
への理解を深める。

11週 電気工作物の技術基準５ 屋内の低圧電気工作物の施設などに関する電気設備技術基
準の概要を理解する。

12週 電気工作物の技術基準６ 分散型電源の系統連係設備などに関する電気設備技術基準
の概要を理解する。

13週 電気施設の管理と運用１ 電力需給のバランスと水力・火力・原子力・新エネルギー
の各電源の特質を理解する。



14週 電気施設の管理と運用２ 電力系統の運用の基本となる周波数調整，電圧調整の必要
性と制御方式の概要を理解する。

15週 自家用電気工作物の保守管理
自家用電気工作物の構成機器と役割を理解するとともに
，自家用電気工作物の事故例を踏まえた保守管理のポイン
トを理解する。

16週
評価割合

試験 ミニテスト 相互評価 態度 レポート その他 合計
総合評価割合 60 20 0 0 20 0 100
基礎的能力 30 10 0 0 10 0 50
専門的能力 30 10 0 0 10 0 50
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0


