
沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 海外語学研修
科目基礎情報
科目番号 2018-349 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 全教員 （海外研修）
到達目標
１．異なる文化や価値観を理解し、広い視野を持つことができる。
２．現地で関わる人々と英語などを用いてコミュニケーションができる。
３．海外での研修への参加を通じて、教養をより高めるための取り組みができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

１．異なる文化や価値観を理解し
、広い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を深く理解し
、より広い視野を持つことができ
る。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができない。

２．現地で関わる人々と英語など
を用いてコミュニケーションがで
きる。

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

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができる
。

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができな
い。

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

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

海外での研修への参加を通じて、
教養をより高めるための取り組み
ができる。

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

後期

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



16週
評価割合

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 総合英語ＡⅢ
科目基礎情報
科目番号 2018-347 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 4
教科書/教材 Science for Everyone，Engage
担当教員 西口 美津子
到達目標
教材の記事を読んで必要な情報を読み取ったり概要を把握でき、その内容を英語あるいは日本語で解説できる。YL1.5 程度までの難易度の教材
をWPH100以上の速度で読んで内容を７割以上理解できる。年間１０万語の多読を目標に自律的に英語を読む習慣を身につけることができる。
英語で書かれた本について300語程度の書評を書くことができ、それらを他者に伝わるように口頭で発表することと他者の発表を聞き取ることが
できる。TOEIC350点以上を取る英語力を身につける。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 基本的語彙、語法、文構造を習得
して、文章を正確に理解できる。

基本的語彙、語法、文構造を習得
して、文章を概ね理解できる。

基本的語彙、語法、文構造を習得
できず、文章を理解することがで
きない。

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

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

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

評価項目3
書評を他者に正確に伝わるように
口頭で発表することと他者の発表
を正確に聞き取ることができる。

書評を他者に伝わるように口頭で
発表することと他者の発表を聞き
取ることが概ねできる。

書評を他者に伝わるように口頭で
発表することや他者の発表を聞き
取ることができない。

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

概要

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

教材の論文記事の概要を把握して必要な情報を読み取るこ
とができる。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

13週
１回目　Chapter 7　　　　　　　　　　　
２回目　Writing Activity　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

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

14週
１回目　Chapter 7　　　　　　　　　　　
２回目　Writing Activity　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

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

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

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

16週
評価割合

試験 課題（英作文発表含む
） 課題テスト 意欲と関心 合計

総合評価割合 70 20 5 5 100
基礎的能力 70 20 5 5 100
専門的能力 0 0 0 ０ 0
分野横断的能力 0 0 0 ０ 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 （学際科目）材料科学基礎Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2018-355 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 基礎 材料学 小林政信著（コロナ社）
担当教員 小村 元憲
到達目標
１．材料の結晶構造と電子状態および電気的特性について説明できる。
２．材料の力学物性について説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

材料の結晶構造と電子状態および
電気的特性について説明できる。

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

材料の結晶構造と電子状態および
電気的特性について説明できる。

材料の結晶構造と電子状態および
電気的特性について説明できない
。

材料の力学物性について説明でき
る。

材料の力学物性について理論式を
用いて正確に説明できる。

材料の力学物性について説明でき
る。

材料の力学物性について説明でき
ない。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ２
教育方法等
概要 材料の基本的な物性(電気，磁気，力学，熱，光)は結晶構造やそれと関連する電子状態により決まる。本授業では材料の

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス 材料の構造と物性の関係の概要を説明できる。

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

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

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

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

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

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

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

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

評価割合
試験 レポート課題 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 学外実習Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 2018-337 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 小谷 進
到達目標
1. 社会人としての基本的なマナーを遵守したコミュニケーションができる。
2. 企業における業務の遂行方法（開発手順、作業手順、文書管理など）について説明できる。
3. 一日の作業内容を的確に報告できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
1. 社会人としての基本的なマナー
を遵守したコミュニケーションが
できる。

社会人としての基本的なマナーを
遵守したコミュニケーションがで
き，円滑に業務遂行ができる，

社会人としての基本的なマナーを
遵守したコミュニケーションがで
きる。

社会人としての基本的なマナーを
遵守したコミュニケーションがで
きない

2. 企業における業務の遂行方法
（開発手順、作業手順、文書管理
など）について説明できる。

企業における業務の遂行方法（開
発手順、作業手順、文書管理など
）について説明でき，応用できる
。

企業における業務の遂行方法（開
発手順、作業手順、文書管理など
）について説明できる。

企業における業務の遂行方法（開
発手順、作業手順、文書管理など
）について説明できない

3. 一日の作業内容を的確に報告で
きる。

 一日の作業内容を的確に報告でき
，スケジューリングができる。

 一日の作業内容を的確に報告でき
る。

一日の作業内容を的確に報告でき
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
本学科の教育目標「C.工学的な解析・分析力、およびそれらを創造的に統合する能力」、「D.論理的な記述力、口頭発
表力、討議等のコミュニケーション能力」、および「E.与えられた制約の下で計画的に仕事を進め、まとめる能力」を養
うために、企業など学外において専門的な作業を実施する。

授業の進め方と授業内
容・方法 本人の要望をきき，受け入れ先との協議による．

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 学外実習 受け入れ先との協議による
2週 学外実習 受け入れ先との協議による
3週 学外実習 受け入れ先との協議による
4週 学外実習 受け入れ先との協議による
5週 学外実習 受け入れ先との協議による
6週 学外実習 受け入れ先との協議による
7週 学外実習 受け入れ先との協議による
8週 学外実習 受け入れ先との協議による
9週 学外実習 受け入れ先との協議による
10週 学外実習 受け入れ先との協議による
11週 学外実習 受け入れ先との協議による
12週 学外実習 受け入れ先との協議による
13週 学外実習 受け入れ先との協議による
14週 学外実習 受け入れ先との協議による
15週 学外実習 受け入れ先との協議による
16週

後期

1週
2週
3週
4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週



16週
評価割合

報告書 口頭試問 自己評価 合計
総合評価割合 70 20 10 100
基礎的能力 0 0 0 0
専門的能力 70 20 10 100
分野横断的能力 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 微分積分Ⅳ
科目基礎情報
科目番号 2018-344 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 4
教科書/教材 新微分積分Ⅱ，新微分積分Ⅱ 問題集（大日本図書），新編 高専の数学３ 問題集 第２版（森北出版）
担当教員 黒澤 恵光
到達目標
１．関数の展開では，級数の収束・発散を理解し，マクローリン展開を求めることができる．
２．多変数の関数，偏導関数の概念を理解し，簡単な関数の偏導関数を求めることができること．また，その応用として２変数関数の極大・極
小問題を解くことができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
関数のｎ次近似式を求めることが
でき，さらに級数の収束・発散を
理解し，マクローリン展開を求め
ることができる．

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

級数の収束・発散が理解できず
，マクローリン展開を求めること
ができない．

評価項目2

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

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

２変数の関数・偏導関数の概念が
理解できず，簡単な関数の偏導関
数をも求めることができない．そ
の応用としての２変数関数の極大
・極小問題を解くことができない
．

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ２重積分による体積の計算 ２重積分を利用して、簡単な立体の体積を求めることがで
きること。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

評価割合
試験 小テスト・課題等 合計

総合評価割合 70 30 100
基礎的能力 70 30 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 ロボット工学演習
科目基礎情報
科目番号 2018-335 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材 PICロボット（TJ3）
担当教員 川上 誠
到達目標
C-StyleやC言語によるハードウェア制御のプログラミングができること。
ロボット製作、プログラム作成に関するプレゼンテーションができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
C-StyleやC言語によるハードウェ
ア制御のプログラミングが素早く
正確にできる。

C-StyleやC言語によるハードウェ
ア制御のプログラミングができる
。

C-StyleやC言語によるハードウェ
ア制御のプログラミングができな
い。

評価項目2
ロボット製作、プログラム作成に
関するプレゼンテーションが正し
くかつ分かりやすくできる。

ロボット製作、プログラム作成に
関するプレゼンテーションができ
る。

ロボット製作、プログラム作成に
関するプレゼンテーションができ
ない。

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）】 １
教育方法等

概要

PIC制御によるロボット（TJ3）を製作し、ソフトウェアによる制御技術を習得する。また、小・中学生対象のロボット
教室や一日体験入学，高専祭といったイベントで使用するテキストを作成し、ロボット教室ではロボット制御に関する
指導の補助を行う。
原則として、ロボカップジュニアのサッカーチャレンジ、もしくはレスキューチャレンジに参加することを義務とする
。

授業の進め方と授業内
容・方法

標準型のロボットを製作し、C-Styleによるプログラミング方法を習得する。
3,4人のグループを構成してチームで参加種目を決定し、その競技内容に合わせてロボットを製作する。
最終的には、ロボカップジュニアの沼津ノード大会に参加する。
チームごとに、ロボットの詳しい解説書と個人の作業記録をまとめた報告書を提出する。

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 ガイダンス
2週 PICロボットの制御ができる。

3週 ロボット教室での指導補助（プレゼンテーション，実地指
導）ができる。

4週 　　〃
5週 　　〃
6週 　　〃
7週 　　〃
8週 ロボットの製作およびプログラミングができる。
9週 　　〃
10週 　　〃
11週 　　〃
12週 　　〃
13週 　　〃
14週 大会参加・大会運営補助ができる。
15週 報告書、作業記録が作成できる。
16週

後期

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



15週
16週

評価割合
報告書 発表 相互評価 積極的態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 10 10 10 0 0 100
基礎的能力 70 0 10 10 0 0 90
専門的能力 0 10 0 0 0 0 10
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 社会と文化
科目基礎情報
科目番号 2018-342 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2

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

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

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
世界の諸地域の風土，歴史をよく
理解し，多面的なものの見方がし
っかりできる。

世界の諸地域の風土，歴史を理解
し，多面的なものの見方ができる
。

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

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

現代社会の諸問題，地域課題に対
して関心を持つことができる。

現代社会の諸問題，地域課題に対
して関心を持つことができない。

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16週

後期

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

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

3週 企業と資本（３）体験学習：ワールドとレジャーランド再
生計画

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

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

5週 民主政治のあり方（１）民主政治とは／体験学習：竹富町
役場建設地問題

みんなの声が反映される政治を実現する上での課題につい
て理解できる。



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16週
評価割合

試験（小テスト等を含む） 態度・姿勢 合計
総合評価割合 90 10 100
基礎的能力 90 10 100
専門的能力 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 微分積分Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 2018-343 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 4
教科書/教材 新微分積分Ⅱ，新微分積分Ⅱ問題集（大日本図書），新編高専の数学3問題集（森北出版）
担当教員 黒澤 恵光
到達目標
1.級数の収束と発散を理解し，マクローリン展開ができる．
2.多変数関数の偏微分を計算でき，2変数関数の極値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
級数の収束と発散をよく理解し
，マクローリンの定理が理解でき
る．

級数の収束と発散を理解し，マク
ローリン展開ができる．

級数の収束と発散を理解できず
，マクローリン展開ができない

やや複雑な多変数関数の偏微分を
計算でき，2変数関数の極値問題を
筋道をたてて解くことができる．

多変数関数の偏微分を計算でき
，2変数関数の極値問題を解くこと
ができる．

多変数関数の偏微分を計算できず
，2変数関数の極値問題を解くこと
ができない

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

概要

関数の展開と偏微分を扱う．関数の展開は，関数を多項式で近似する方法で，物理学や統計学において，式が複雑で厳
密的な値を求めるのが困難なときに近似的な値を簡単な計算で求めるときに用いられる．偏微分は，1変数の実関数に対
する微分を多変数関数に対して拡張したもので，工学的・物理的にも重要な概念である．本講義では，1,2年次で学習し
た数学の基礎の上に一般科目の数学，特に解析関係の学習の仕上げを行い，さらに進んだ応用数学を理解するための橋
渡しをする．

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は講義形式で行う．講義中は集中して聴講すること．
定期試験前にレポート課題を課すので，期限内に提出すること．

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 第1回：ガイダンス，関数の展開(1)
第2回：関数の展開(2)

第1回：ガイダンス，1次式による近似ができる．
第2回：2次式による近似ができる．

2週 第3回：関数の展開(3)
第4回：関数の展開(4)

第3回：n次式による近似ができる．
第4回：極値をとるための十分条件を理解できる．

3週 第5回：関数の展開(5)
第6回：関数の展開(6)

第5回：数列の極限を求めることができる．
第6回：等比数列の極限を求めることができる．

4週 第7回：関数の展開(7)
第8回：関数の展開(8)

第7回：級数の収束・発散を理解できる．
第8回：級数が収束するための必要条件を理解できる．

5週 第9回：関数の展開(9)
第10回：関数の展開(10)

第9回：等比級数の収束・発散を理解できる．
第10回：べき級数の収束半径を求めることができる．

6週 第11回：関数の展開(11)
第12回：関数の展開(12)

第11回：マクローリン展開できる．
第12回：テイラー展開できる．

7週 第13回：関数の展開(13)
第14回：関数の展開(14)

第13回：オイラーの公式を理解できる．
第14回：練習問題を解くことができる．

8週 第15回：演習
第16回：前期中間試験の解説

第15回：第1回から第14回までの基本的な問題を解くこと
ができる.
第16回：テスト直しができる．

9週 第17回：偏微分法(1)
第18回：偏微分法(2)

第17回：2変数関数の定義と曲面を理解できる．
第18回：2変数関数の曲面を求めることができる．

10週 第19回：偏微分法(3)
第20回：偏微分法(4)

第19回：偏微分を計算できる．
第20回：偏微分を計算できる．

11週 第21回：偏微分法(5)
第22回：偏微分法(6)

第21回：全微分を計算できる．
第22回：接平面の方程式を求めることができる．

12週 第23回：偏微分法の応用(1)
第24回：偏微分法の応用(2)

第23回：高次偏導関数を求めることができる．
第24回：極大・極小問題を解くことができる．

13週 第25回：偏微分法の応用(3)
第26回：偏微分法の応用(4)

第25回：極大・極小問題を解くことができる．
第26回：陰関数の微分を計算できる．

14週 第27回：偏微分法の応用(5)
第28回：偏微分法の応用(6)

第27回：条件つき極値問題を解くことができる．
第28回：包絡線の方程式を求めることができる．

15週 第29回：偏微分法の応用(7)
第30回：演習

第29回：練習問題を解くことができる．
第30回：第17回から第29回までの基本的な問題を解くこと
ができる.

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 70 20 0 10 0 0 100
基礎的能力 70 20 0 10 0 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0



分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 学外実習Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2018-338 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 小谷 進
到達目標
1. 社会人としての基本的なマナーを遵守したコミュニケーションができる。
2. 企業における業務の遂行方法（開発手順、作業手順、文書管理など）について説明できる。
3. 一日の作業内容を的確に報告できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
1. 社会人としての基本的なマナー
を遵守したコミュニケーションが
できる。

社会人としての基本的なマナーを
遵守したコミュニケーションがで
き，円滑に業務遂行ができる，

社会人としての基本的なマナーを
遵守したコミュニケーションがで
きる。

社会人としての基本的なマナーを
遵守したコミュニケーションがで
きない

2. 企業における業務の遂行方法
（開発手順、作業手順、文書管理
など）について説明できる。

企業における業務の遂行方法（開
発手順、作業手順、文書管理など
）について説明でき，応用できる
。

企業における業務の遂行方法（開
発手順、作業手順、文書管理など
）について説明できる。

企業における業務の遂行方法（開
発手順、作業手順、文書管理など
）について説明できない

3. 一日の作業内容を的確に報告で
きる。

 一日の作業内容を的確に報告でき
，スケジューリングができる。

 一日の作業内容を的確に報告でき
る。

一日の作業内容を的確に報告でき
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
本学科の教育目標「C.工学的な解析・分析力、およびそれらを創造的に統合する能力」、「D.論理的な記述力、口頭発
表力、討議等のコミュニケーション能力」、および「E.与えられた制約の下で計画的に仕事を進め、まとめる能力」を養
うために、企業など学外において専門的な作業を実施する。

授業の進め方と授業内
容・方法 本人の要望をきき，受け入れ先との協議による．

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 学外実習 受け入れ先との協議による
2週 学外実習 受け入れ先との協議による
3週 学外実習 受け入れ先との協議による
4週 学外実習 受け入れ先との協議による
5週 学外実習 受け入れ先との協議による
6週 学外実習 受け入れ先との協議による
7週 学外実習 受け入れ先との協議による
8週 学外実習 受け入れ先との協議による
9週 学外実習 受け入れ先との協議による
10週 学外実習 受け入れ先との協議による
11週 学外実習 受け入れ先との協議による
12週 学外実習 受け入れ先との協議による
13週 学外実習 受け入れ先との協議による
14週 学外実習 受け入れ先との協議による
15週 学外実習 受け入れ先との協議による
16週

後期

1週
2週
3週
4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週



16週
評価割合

報告書 口頭試問 自己評価 合計
総合評価割合 70 20 10 100
基礎的能力 0 0 0 0
専門的能力 70 20 10 100
分野横断的能力 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 海外技術研修
科目基礎情報
科目番号 2018-339 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 全教員 （海外研修）
到達目標
１．異なる文化や価値観を理解し、広い視野を持つことができる。
２．現地で関わる人々と英語などを用いてコミュニケーションができる。
３．海外での研修への参加を通じて、技術や知識をより高めるための取り組みができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

１．異なる文化や価値観を理解し
、広い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を深く理解し
、より広い視野を持つことができ
る。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができない。

２．現地で関わる人々と英語など
を用いてコミュニケーションがで
きる。

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

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができる
。

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができな
い。

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

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

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

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

後期

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



16週
評価割合

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 保健体育Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 2018-346 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 渡邉 志保美
到達目標
スポーツ実践を通じ、自らの能力に見合った目標を設定し、他者と極力して行動していく中で人間力の向上を図ることができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1
各種スポーツのルールを理解でき
る

各種スポーツのルールを理解し、
実践できる。

各種スポーツのルールを理解でき
る

各種スポーツのルールを十分理解
できない

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

評価項目3
安全面に配慮してスポーツを楽し
むことができる

安全面に十分配慮してスポーツを
楽しむことができる

安全面に配慮してスポーツを楽し
むことができる

安全面に配慮してスポーツをする
ことができない

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

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

3週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

4週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

5週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

6週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

7週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

8週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

9週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

10週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

11週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

12週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

13週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

14週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

15週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

16週

後期

1週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

2週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

3週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

4週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。



5週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

6週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

7週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

8週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

9週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

10週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

11週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

12週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

13週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

14週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

15週 選択種目 仲間と協力して、安全にスポーツを実施することができる
。

16週
評価割合

試験６０ 発表 相互評価 態度２０ ポートフォリオ その他２０ 合計
総合評価割合 60 0 0 20 0 20 100
基礎的能力 30 0 0 20 0 20 70
専門的能力 30 0 0 0 0 0 30
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 国語Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 2018-340 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 新編現代文Ｂ（東京書籍）、新編現代文Ｂ学習課題ノート（東京書籍）
担当教員 小林 美恵子
到達目標
1．文学作品を読みあじわうことによって、感受性を豊かにし、自身の興味・関心に沿って主体的に読書をすることができる。
2．評論文や随筆等の様々な文章に接する中で、論理的な思考方法・表現法を把握し、語彙を豊富にし、自らの文章表現に生かすことができる。
3．自らの考えをまとめて、積極的に発表しようとする姿勢を身につけ、実験結果等を発表する際のコミュニケーションに生かすことができる。
4．漢字・ことわざ・慣用句等の小テストを通して高めた国語の基礎能力を、自らの表現活動に生かすことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

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

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

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

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

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

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

評価項目3

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

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

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

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

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

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

注意点
1.試験や課題レポート等は、JABEE 、大学評価・学位授与機構、文部科学省の教育実施検査に使用することがあります
。
2.授業参観される教員は当該授業が行われる少なくとも1週間前に教科目担当教員へ連絡してください。
3.使用教材は、２年時に国語Ⅱで使用したものと共通です。開講前に紛失しないよう注意してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション／評論「最初のペンギン」
論理的な文章の構成や展開を的確にとらえ、要約できる。
本文中から収集した情報を分析し、目的に応じて整理でき
る。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

16週

後期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16週
評価割合

試験 授業参加度（含
提出物） 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 工業力学
科目基礎情報
科目番号 2018-333 科目区分 専門 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 末益博志 他著「工学系の力学」実教出版
担当教員 森井 宜治,（Ｄ科 非常勤講師）
到達目標
微積分学やベクトルの知識を基礎にして、工学で活用される力学の諸量を，運動方程式を用いて定量的に扱い、解析することができる
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
微積分学やベクトルの知識を基礎
にして、複雑な系における力学の
諸量を定量的に扱い、解析するこ
とができる

微積分学やベクトルの知識を基礎
にして、簡単な系における力学の
諸量を定量的に扱い、解析するこ
とができる

微積分学やベクトルの知識を基礎
にして、簡単な系における力学の
諸量を定量的に扱い、解析するこ
とができない．

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ２
教育方法等
概要 運動の法則や原理を学ぶと共に、それらを用いて工学的問題を解決するための素養を身につける。主な講義内容は、質

点,質点系および剛体の運動である。
授業の進め方と授業内
容・方法

授業は講義を中心に、適宜演習問題に取り組む。適宜レポート課題を課すので、次回授業の初めに提出すること。ノー
トは中間，定期試験終了時に提出すること．

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 前期ガイダンス
力学と数学                                       第9章 初等関数の微分，積分の意味を再認識できる．

2週 力学の数学的基礎(1)                    第9章 ベクトル代数，内積，外積等を理解できる．
3週 力学の数学的基礎(2)                    第9章 ベクトルを円筒座標，球座標で表現できる．

4週 運動学(1)　　　　　　　　　　　　第１章，第2章 質点の位置，速度，加速度，角加速度をベクトルで記述で
きる．

5週 運動学(2)　　　　　　　　　　　第1章，第2章 質点の位置，速度，加速度，角加速度のベクトルを円筒座
標，球座標を用いて演算できる．

6週 質点の運動方程式　　　　　　　　第5章 ニュートンの運動方程式を用いて，簡単な例(重力場での放
体)の運動を求める．

7週 運動量とエネルギーの保存則(1)　　　第7章 力と仕事の関係，中心力場のポテンシャルエネルギーを求
める．

8週 運動量とエネルギーの保存則(2)　　　第7章 粒子の弾性衝突，被弾性衝突を区別できる．

9週 質点の平面運動(1)　　　　　　　第4章 ベクトル表記で中心力場における質点の運動を記述し，角
運動量の保存則を求める．

10週 質点の平面運動(2)　　　　　　　第4章 ベクトル表記で中心力場における質点の運動を記述し，運
動の軌跡を求める．

11週 質点の拘束運動　　　　　　　　　第4章 拘束力，抗力，摩擦力を含んだ運動方程式を例示できる．
12週 質点の相対運動　　　　　　　　　第4章 ガリレイ変換を用いて，相対運動の方程式を記述できる．

13週 解析力学の方法(1) ラグランジェの運動方程式を用いて質点の運動を議論でき
る．

14週 解析力学の方法(2) ラグランジェ関数を用いて，運動量，エネルギー，角運動
量の保存則を理解できる．

15週 解析力学の方法の応用 解析力学の方法を用いて，中心力場における質点の運動を
理解できる．

16週

後期

1週 質点系の力学　　　　　　　　　　第3章 重心座標系を用いて，質点系の運動方程式，作用反作用の
法則，運動量，角運動量を記述できる．

2週 質点系,及び剛体のつり合い(1)　　　第2章　　 力，及び力のモーメントのつり合いを議論できる．

3週 質点系,及び剛体のつり合い(2)　　第２章 慣性モーメントについて議論し，典型的な形状についての
慣性モーメントを求める．

4週 剛体の運動方程式(1)　　　　　　第6章 剛体に働く力の基本的な性質を議論できる．
5週 剛体の運動方程式(2)　　　　　　第6章 固定軸のある剛体の運動を議論できる．

6週 剛体の平面運動(1)　　　　　　　第6章 摩擦，抗力がある場合の剛体の運動方程式をたてることが
できる．

7週 剛体の平面運動(2)　　　　　　　第6章 摩擦，抗力がある場合の剛体の運動方程式を解いて，運動
を決定することができる．斜面での運動等

8週 剛体の平面運動(3)　　　　　　　第6章 棒の運動，滑車の運動について議論できる．
9週 剛体の運動に関するまとめ まとめ
10週 固定点を持つ剛体の運動(1) オイラー方程式について議論できる．
11週 固定点を持つ剛体の運動(2) 非対称ゴマの運動につて議論できる．
12週 簡単な機械要素と力学(1)　　　　第8章 滑車，輪軸，斜面の基本的な問題を解くことができる．



13週 簡単な機械要素と力学(2)　　　　第8章 くさび，ねじ，機械の効率について説明できる．
14週 相対論力学の初歩(1) 相対論の紹介
15週 相対論力学の初歩(2) 相対論力学の骨子を議論できる．
16週

評価割合
試験 ノート評価 相互評価 態度 課題 その他 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 電子回路
科目基礎情報
科目番号 2018-329 科目区分 専門 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 現代電子回路学[Ⅰ]　雨宮 好文 著　オーム社
担当教員 川上 誠
到達目標
トランジスタの小信号等価回路を理解し、CR結合増幅回路および直接結合増幅回路の等価回路を描くことができること。
また、負荷線の考え方を理解し、トランジスタの動作を説明することができること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
トランジスタの小信号等価回路を
正しく理解し、CR結合増幅回路お
よび直接結合増幅回路の等価回路
を正確に描くことができる。

トランジスタの小信号等価回路を
理解し、CR結合増幅回路および直
接結合増幅回路の等価回路を描く
ことができる。

トランジスタの小信号等価回路を
理解し、CR結合増幅回路および直
接結合増幅回路の等価回路を描く
ことができない。

評価項目2
負荷線の考え方を正しく理解し、
トランジスタの動作を正確に分か
りやすく説明することができる。

負荷線の考え方を理解し、トラン
ジスタの動作を説明することがで
きる。

負荷線の考え方を理解し、トラン
ジスタの動作を説明することがで
きない。

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

概要
能動素子と受動素子との組み合わせからなる電子回路は、エレクトロニクスの心臓部である。直流理論、交流理論を基
として、電子回路の基本である半導体能動素子の特性とその等価回路の扱いについて理解させるとともに、アナログ電
子回路について解説する。

授業の進め方と授業内
容・方法 課題レポートを多く出し、問題解析能力、問題解決能力を育成させる。

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス、1章 電子回路とは（エレクトロニクスとその応用，電子デバイ
ス）何か説明できる。

2週 ダイオードの動作1（電圧電流特性，直流負荷線）が理解で
きる。

3週 ダイオードの動作2（交流負荷線，消費電力，応用回路）が
理解できる。

4週 半導体の電気伝導の仕組み1（エネルギー準位，導体・絶縁
体・半導体）が理解できる。

5週 半導体の電気伝導の仕組み2（真性半導体，外因性半導体
，pn接合）が理解できる。

6週 2章 トランジスタによる増幅の原理（トランジスタの動作，増
幅回路の形式）が理解できる。

7週 3章 トランジスタの小信号等価回路1（負荷抵抗とコレクタ電流
，小信号等価回路）が理解できる。

8週 例題が理解できる。
9週 試験問題の解説が理解できる。

10週 トランジスタの小信号等価回路2（hパラメータの物理的意
味・数値例）が理解できる。

11週 4章 増幅回路の入出力抵抗と増幅度1（各種接地形式の入出力抵
抗）が理解できる。

12週 増幅回路の入出力抵抗と増幅度2（電圧・電流・電力増幅度
）が理解できる。

13週 増幅回路の入出力抵抗と増幅度3（デシベルと利得）が理解
できる。

14週 例題が理解できる。
15週 試験問題の解説が理解できる。
16週

後期

1週 5章 直流バイアス回路と安定指数1（ベース電流の流し方，自己
バイアスの効果）が理解できる。

2週 直流バイアス回路と安定指数2（VBEの変化の影響を減らす
方法）が理解できる。

3週 8章 CR結合増幅回路1（直流をコンデンサでカットする，CR結
合増幅回路の実例）が理解できる。

4週 CR結合増幅回路2（結合コンデンサの影響）が理解できる
。

5週 CR結合増幅回路3（バイパスコンデンサの影響）が理解で
きる。



6週 CR結合増幅回路4（周波数の高いところでの問題1）が理解
できる。

7週 例題が理解できる。
8週 試験問題の解説が理解できる。

9週 CR結合増幅回路5（周波数の高いところでの問題2，増幅帯
域幅）が理解できる。

10週 例題（CR結合増幅回路全体）が理解できる。

11週 7章 直接結合増幅回路1（直接増幅回路の例，直接増幅回路の問
題点）が理解できる。

12週 直接結合増幅回路2（ドリフトの対策，差動増幅器）が理解
できる。

13週 直接結合増幅回路3（トランジスタの複合接続）が理解でき
る。

14週 例題（直接結合増幅回路）が理解できる。
15週 試験問題の解説が理解できる。
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 課題・積極的姿

勢 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 60 0 0 40 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 60 0 0 40 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 電子制御工学基礎演習
科目基礎情報
科目番号 2018-336 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 集中 週時間数 4
教科書/教材
担当教員 遠山 和之
到達目標
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1
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
授業の進め方と授業内
容・方法
注意点 本年度受講学生なし
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
2週
3週
4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

後期

1週
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 平成30年度 (2018年度) 授業科目 日本事情
科目基礎情報
科目番号 2018-351 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 必要に応じて教員が用意した資料プリントを配付する。
担当教員 佐藤 崇徳,平田 陽一郎
到達目標
日本の生活文化を理解しようとする姿勢を持ち、様々な手段を通して日本の社会事情に関する情報を収集・整理し、また、発表・議論すること
ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

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

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

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

評価項目2
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ４
教育方法等
概要 ※この授業科目は、外国人留学生を対象にしたものである。

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 1年間の授業の流れや成績評価の基準について理解できる。

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

3週 日本の社会・文化を学ぶ 自然災害と防災の重要性を認識できる。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16週

後期

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16週
評価割合

試験 発表 相互評価 授業への積極的
姿勢 ポートフォリオ その他 合計

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



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

科目基礎情報
科目番号 2018-352 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2

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

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

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

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

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

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

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

各種のエネルギー資源について、
基本的事項を理解することができ
る。

各種のエネルギー資源について、
概要を説明することができる。

各種のエネルギー資源について、
基本的事項を理解することができ
る。

各種のエネルギー資源について、
概要を説明することができない。

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

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

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

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

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

概要

工学技術者として、環境と調和し持続的な社会の発展に貢献するために必要な環境・エネルギーに関連する知識を習得
することは重要である。本講義では、環境問題、エネルギー問題に関する理解を深め、仕事やエネルギー、力学的エネ
ルギーおよびエネルギー保存則、各種エネルギーについて学ぶ。また、エネルギー変換を理解する上で重要な熱力学の
基本的事項についても学習する。この授業を通して、エネルギーの科学的な概念、各種エネルギーの形態、保存則、エ
ネルギー変換の基本を理解し、高学年でのエネルギー応用を受講するための基礎力を養う。

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 授業計画の説明

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

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

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

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

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

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

14週 熱機関と効率 熱機関と効率について理解し、説明できる
15週 電気エネルギー ジュール熱、ジュールの法則を理解し説明できる
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ レポート課題 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 日本語
科目基礎情報
科目番号 2018-350 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 初級文型で学ぶ科学技術の日本語、留学生のためのアカデミックジャパニーズ、他
担当教員 高澤 啓子,（教養科 非常勤講師）
到達目標
講義や研究発表、学習活動に必要な日本語を聞いて正確に理解し、聞いたことをまとめ、適切な対応が出来る。
知識として得た日本語を実際に使用してレポートを書いたり、コミュニケーションが出来る。　　
理系の教科書の読解、講義の聴講、実験・実習を円滑に行うことが出来る。理系の分野の論理的で明快な科学技術日本語と、アカデミックな日
本語、日常生活の中で使われる日本語の違いを理解出来る。
「日本(人・社会)」という異文化を自国と比較しながら理解し、カルチャーショックを克服出来る。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
日本語を聞いて正確に理解し、聞
いたことをまとめ、適切な対応が
できる

日本語を聞いてに理解し、聞いた
ことをまとめ、対応ができる

日本語を聞いてに理解し、聞いた
ことをまとめ、対応ができない

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

日本語を用いてレポートを作成し
、コミュニケーションができる

日本語を用いてレポートを作成し
、コミュニケーションができない

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

専門的に関する日本語を理解した
り、文化的な違いに対応できる

専門的に関する日本語を理解した
り、文化的な違いに対応できない

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

概要
日本での留学生活を送る上で必要なコミュニケーション能力と、日本の高等教育機関で学習研究活動を行うために必要
な日本語能力を養う。日本語で表現されていることを理解し、情報同士の関係を理解し、理解した情報を活用して論理
的に妥当な解釈を導く能力を養う。基本的に日本語能力試験N2レベル程度の日本語(および一部英語)で授業を実施する
ので前年度中にN2を取得していることが望ましい。

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

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション 自己紹介。授業概要、課題、評価基準等の説明。地震と防
災について

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

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

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

5週 科学技術の日本語　第２課 研究発表のスタイルの日本語

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

7週 科学技術の日本語　第３課 かな漢字変換、ワードプロセッサの日本語入力

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

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

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

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

16週

後期

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

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

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

8週 科学技術の日本語　第9課 先進国の責任、状態の変化の表現



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

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

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

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

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

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

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

16週
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 50 30 0 20 0 0 100
基礎的能力 30 30 0 20 0 0 80
専門的能力 20 0 0 0 0 0 20
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 線形代数Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2018-345 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 新　線形代数(大日本図書)，新　線形代数問題集(大日本図書)
担当教員 西垣 誠一
到達目標
１．消去法や逆行列を用いて連立一次方程式を解くことができる。
２．行列の階数を計算することができる。
３．行列式の定義と性質が分かり，それを用いて計算することができる。
４．余因子を用いて逆行列を求めることができる。
５．線形変換の定義がわかり，簡単な線形変換を行列で表すことができる。
６．固有値と固有ベクトルの定義を述べられ，計算で求めることができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

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

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

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

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

概要

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 消去法 拡大係数行列に対する行基本変形により連立一次方程式を
解くことができる。

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

3週 行列の階数 行列の階数を求めることができる。

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

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

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

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

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

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

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

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



後期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

評価割合
試験 小テストなど 合計

総合評価割合 70 30 100
基礎的能力 70 30 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 （学際科目）材料科学基礎Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 2018-354 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 基礎 材料学　小林政信ら著（コロナ社）
担当教員 新井 貴司
到達目標
以下の5つの項目について修得する。
１．原子モデル(ボーアモデル・量子力学モデル)について説明ができる。　
２．電子軌道・電子配置について説明できる。　　
３．種々の化学結合の違いについて、分子軌道から説明できる。　　
４．結晶系・ブラベ格子について具体例を挙げて説明できる。　　　
５．共有結合結晶・イオン結晶・金属結晶について具体例を挙げて説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
１．原子モデル(ボーアモデル・量
子力学モデル)について説明ができ
る。　

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

☐原子モデル(ボーアモデル・量子
力学モデル)について説明ができる
。　

☐原子モデル(ボーアモデル・量子
力学モデル)について説明ができな
い。　

２．電子軌道・電子配置について
説明できる。

☐電子軌道・電子配置について具
体例を挙げて詳細に説明できる。

☐電子軌道・電子配置について説
明できる。

☐電子軌道・電子配置について説
明できない。

３．種々の化学結合の違いについ
て、分子軌道から説明できる。　

☐種々の化学結合の違いについて
、分子軌道から理論的に説明でき
る。　

☐種々の化学結合の違いについて
、分子軌道から説明できる。　

☐種々の化学結合の違いについて
、分子軌道から説明できない。　

４．結晶系・ブラベ格子について
具体例を挙げて説明できる。　

☐結晶系・ブラベ格子について複
数の具体例を挙げて説明できる。
　

☐結晶系・ブラベ格子について具
体例を挙げて説明できる。　

☐結晶系・ブラベ格子について具
体例を挙げて説明できない。　

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

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

☐共有結合結晶・イオン結晶・金
属結晶について具体例を挙げて説
明できる。

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

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

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

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 授業概要・目標、スケジュール、評価方法の説明、原子の
概念 原子の概念を理解する。

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

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

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

評価割合
筆記試験 合計

総合評価割合 100 100
基礎的能力 100 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 Ｃ言語基礎演習
科目基礎情報
科目番号 2018-332 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 やさしく学べるC言語入門―基礎から数値計算入門まで (UNIX&Information Science) ，サイエンス社
担当教員 中道 義之,（Ｄ科 非常勤講師）
到達目標
１．C言語を用いて数列等の初等数学問題を解くプログラムが書ける
２．C言語を用いて2次元平面状でのロボットの移動を想定したシミュレーションプログラムが組める
３．アルゴリズムの流れを説明できる
４．プログラムをデバッグできる
５．コンパイルに係るコマンドやオプション操作ができる
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．C言語を用いて数列等の初等数
学問題を解くプログラムが書ける

C言語を用いて数列等の初等数学問
題を解くプログラムが書け，実問
題に応用できる

C言語を用いて数列等の初等数学問
題を解くプログラムが書ける

C言語を用いて数列等の初等数学問
題を解くプログラムがかけない

２．C言語を用いて2次元平面状で
のロボットの移動を想定したシミ
ュレーションプログラムが組める

C言語を用いて2次元平面状でのロ
ボットの移動を想定したシミュレ
ーションが組め，より高度化でき
る

C言語を用いて2次元平面状でのロ
ボットの移動を想定したシミュレ
ーションプログラムが組める

C言語を用いて2次元平面状でのロ
ボットの移動を想定したシミュレ
ーションプログラムがくめない

３．アルゴリズムの流れを説明で
きる

フローチャート等を用いて，自分
が書いたアルゴリズムの流れを説
明できる

自分が書いたアルゴリズムの流れ
を説明できる

自分が書いたアルゴリズムの流れ
を説明できない

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

概要
本講義では，2年次のプログラミング入門や計算機の講義内容を基に計算機の仕組みを理解し，より実践的なプログラミ
ングができるようになることを目標とする．具体的には①数列等の問題を解くプログラムが書ける，②2次元平面状での
ロボットの移動を想定したシミュレーションプログラムが組める程度を目標とする．演習と課題レポートを実施し，知
識の定着とプログラミングとデバッグ技術向上を図る．

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は，プレゼンテーション形式の座学の時間と図面を描く実習の時間で構成される。
座学では，適宜プリントを配布し，授業の要点をまとめ，理解を促す。
実習では，時間内に適切な表現で図面を完成させることを評価する。時間が足りない場合は宿題とする場合もある。

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 到達目標や学習方法，評価方法について理解し，使えるよ
うになる

2週 C言語の基本①
コンパイル，main関数，変数と型

コンパイルや変数と型などの基本的なことを理解し，使え
るようになる

3週 C言語の基本②
制御文for,while, if, swicth 制御文の描き方や使い方を理解し，使えるようになる

4週 関数 関数やローカル変数と関数プロトタイプについて理解し
，使えるようになる

5週 関数 関数を使った構造化プログラミングについて理解し，使え
るようになる

6週 ポインタと変数 ポインタ変数宣言，変数とポインタについて理解し，使え
るようになる

7週 ポインタと配列 ポインタと一次元配列，ポインタによる配列表現について
理解し，使えるようになる

8週 ポインタと関数 ポインタと関数について理解し，使えるようになる

9週 構造体 構造体の使い方，構造体とポインタについて理解し，使え
るようになる

10週 構造体 構造体の高度な使い方について理解し，使えるようになる
11週 ファイル入出力 ファイル入出力について理解し，使えるようになる

12週 ソート バブルソート，選択ソート，クイックソートについて理解
する

13週 分割コンパイル 分割コンパイルの方法について理解し，使えるようになる

14週 移動ロボットシミュレーション① 2次元平面状を移動する移動ロボットのシミュレーションが
できる

15週 移動ロボットシミュレーション② 2次元平面状を移動する移動ロボットのシミュレーションが
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 0 0 0



専門的能力 50 50 100
分野横断的能力 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 電子機械基礎実習
科目基礎情報
科目番号 2018-330 科目区分 専門 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 PIC/PICライタ，LEGO MINDSTORMS NXT，演習室PC
担当教員 川上 誠,牛丸 真司
到達目標
PICによるハードウェア制御ができ、各種センサの原理を理解すること。
また、C言語によるハードウェア制御のプログラミングができ、組込みシステムのソフトウェア開発を経験すること。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
PICによるハードウェア制御が正し
くでき、各種センサの原理を正確
に理解できる。

PICによるハードウェア制御ができ
、各種センサの原理を理解できる
。

PICによるハードウェア制御ができ
ない、あるいは各種センサの原理
を理解できない。

評価項目2
評価項目3
学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ３
教育方法等
概要 電子機械および機器を、コンピュータやPICを用いて、ソフト的に制御するための基礎とその設計法および実装方法を学

習する。本科目で扱う制御対象は、LEGO MINDSTORMS、4年次の電子機械設計製作で用いる各種センサなどである。

授業の進め方と授業内
容・方法

前期は、アセンブラによるPICへのプログラムの書き込みを行い、主にセンサの制御の基礎について学ぶ。
後期はLEGO MINDSTORMS NXTを用い、C言語によるハードウェア制御のプログラミング能力を獲得し、さらに組込み
システムのソフトウェア開発の経験を積む。

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、データシートの見方 データシートを読むことができる。
2週 PICとは、部品はずし 半田ごてを使い、部品を外すことができる。

3週 回路製作（メインボード，LED表示ボードの製作） 回路を製作（メインボード，LED表示ボードの製作）する
ことができる。

4週 　　〃 　　〃
5週 　　〃 　　〃

6週 プログラムの作成（スイッチ入力に対するLED点灯，７セ
グメントLEDの順次点灯）

プログラムを作成（スイッチ入力に対するLED点灯，７セ
グメントLEDの順次点灯）することができる。

7週 　　〃 　　〃
8週 　　〃 　　〃
9週 PICによる赤外線信号の発信 PICを用いて赤外線信号を発信させることができる。
10週 　　〃 　　〃
11週 　　〃 　　〃
12週 PICによる赤外線信号の解読 PICを用いて赤外線信号を解読することができる。
13週 　　〃 　　〃
14週 　　〃 　　〃
15週 試験問題の解説 試験問題の解説を理解することができる。
16週

後期

1週 ハードウェア制御とMINDSTORMS/brickOS、部品チェッ
ク

ハードウェア制御について説明することができる。
部品チェックを行うことができる。

2週 標準走行体の組み立てとモータ制御 標準走行体の組み立て、モータ制御を行うことができる。
3週 光センサを用いたライントレース 光センサを用いたライントレース行うことができる。

4週 ロータリーエンコーダを用いた走行制御 ロータリーエンコーダを用いた走行制御行うことができる
。

5週 超音波センサによる距離計測 超音波センサによる距離計測行うことができる。

6週 LCDおよびボタンスイッチの使用（LCDへの表示とスイッ
チへの機能の割り当て） LCDおよびボタンスイッチの使用することができる。

7週 Bluetooth 通信 Bluetooth 通信行うことができる。

8週 マルチタスクプログラミング（マルチタスクの概念とその
プログラム手法） マルチタスクプログラミング行うことができる。

9週 競技課題、創作課題に関する説明 これまで学習してきたことを統合したシステムを課題に即
して提案することができる。

10週 競技課題、創作課題の実施 提案したシステムを構築することができる。
11週 　〃 　　〃
12週 　〃 　　〃
13週 　〃 　　〃
14週 　〃 　　〃



15週 競技会、発表会 構築したシステムについて説明することができる。
16週

評価割合
小試験 課題の内容・提

出状況 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 20 70 0 10 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 10 0 0 10
専門的能力 20 70 0 0 0 0 90
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 総合英語ＢⅢ
科目基礎情報
科目番号 2018-348 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 4
教科書/教材 Science for Everyone，Engage
担当教員 西口 美津子
到達目標
教材の記事を読んで必要な情報を読み取ったり概要を把握でき、その内容を英語あるいは日本語で解説できる。YL1.5 程度までの難易度の教材
をWPH100以上の速度で読んで内容を７割以上理解できる。年間１０万語の多読を目標に自律的に英語を読む習慣を身につけることができる。
英語で書かれた本について300語程度の書評を書くことができ、それらを他者に伝わるように口頭で発表することと他者の発表を聞き取ることが
できる。TOEIC350点以上を取る英語力を身につける。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 基本的語彙、語法、文構造を習得
して、文章を正確に理解できる。

基本的語彙、語法、文構造を習得
して、文章を概ね理解できる。

基本的語彙、語法、文構造を習得
できず、文章を理解することがで
きない。

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

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

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

評価項目3
書評を他者に正確に伝わるように
口頭で発表することと他者の発表
を正確に聞き取ることができる。

書評を他者に伝わるように口頭で
発表することと他者の発表を聞き
取ることが概ねできる。

書評を他者に伝わるように口頭で
発表することや他者の発表を聞き
取ることができない。

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

概要

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

14週
１回目　Chapter 15　　　　　　　　　　　
２回目　Chapter 15　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

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

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

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

16週
評価割合

試験 課題（英作文発表含む
） 課題テスト 意欲と関心 合計

総合評価割合 70 20 5 5 100
基礎的能力 70 20 5 5 100
専門的能力 0 0 0 ０ 0
分野横断的能力 0 0 0 ０ 0



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

科目基礎情報
科目番号 2018-353 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 なし　参考書を初回の授業で紹介する
担当教員 西村 賢治
到達目標
電力と電力量の違いを理解できる。発電プラントのおおまかなエネルギー変換システムを理解することができるとともに、そこで起きている化
学反応、核反応といったエネルギー変換の仕組みとそれを電気に置き換える発電機の原理が理解できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
1電力と電力量の違いを理解できる
。

電力と電力量の違いを十分良く理
解できる。

電力と電力量の違いを理解できる
。

電力と電力量の違いを十分良く理
解できない。

2おおまかなエネルギー変換システ
ムを理解することができる。

おおまかなエネルギー変換システ
ムを十分良く理解することができ
る。

おおまかなエネルギー変換システ
ムを理解することができる。

エネルギー変換システムを理解す
ることができない。

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

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

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

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

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

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

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 エネルギー変換工学のガイダンス エネルギー変換の概要、身の回りに存在するエネルギーを
理解する

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

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

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

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

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

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

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

15週 試験解説と一年のまとめ 試験の解説を行うことで、ここまでの内容を振り返り、複
数の考え方や解き方があることを知って、理解を深める

16週
評価割合

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 （学際科目）基礎生理学
科目基礎情報
科目番号 2018-356 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 Qシリーズ 新生理学 フルカラー新装版 日本医事新報社
担当教員 小谷 進
到達目標
人体が環境の変化によらず体内環境を維持する仕組み（恒常性）ついて説明できるようになる
人体の物質代謝について説明できるようになる
人体の調節方法について説明できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
人体が環境の変化によらず体内環
境を維持する仕組み（恒常性）つ
いて説明できるようになる

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

人体の物質代謝について説明でき
るようになる

異化と同化といった物質代謝につ
いて具体例を挙げて説明できる

物質代謝について概略を説明でき
る 物質代謝について説明できない

人体の調節方法について説明でき
る

神経支配、内分泌支配について各
器官の機能を例に挙げながら説明
できる

人体の調整機構について説明でき
る

人体の調整機構について説明でき
ない

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

概要

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 授業目標、授業概要、評価方法について、人体を構成する
要素（遺伝子からタンパク質まで）

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

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

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

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

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

10週 神経系以外の体の調節 内分泌系の種類と仕組みについて説明できる

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

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

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

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

16週
評価割合

試験 課題 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 70 30 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 30 0 0 0 0 100



分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 電子制御工学実験
科目基礎情報
科目番号 2018-334 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 4
教科書/教材 配布資料（各実験別の指導書）
担当教員 青木 悠祐,牛丸 真司,川上 誠,鈴木 静男
到達目標
1. 実験結果を口頭および文書で適切に報告できる。
2. 実験の結果が期待通りでないとき，その原因を工学的な観点や実験原理から推測できる。
3. 上記のような疑問点について、原因などを定量的に分析・考察できる。
4. 実験テーマに対応した専門知識を説明できる。
5. 工場見学にて見聞きしたことを論理的な文章，図表を用いてまとめることができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

1. 実験結果を口頭および文書で適
切に報告できる。

表やグラフを使ってわかりやすく
示し，適切な書式を用いてして報
告できる．

表やグラフを使って示し，書式に
基づいて報告できる．

表やグラフを使って示さない．適
切な専門用語を用いて報告できな
い．

2. 実験の結果に、疑問点があるか
を分析できる。

誤差について定量的に比較検討し
，適切な実験原理を用いて報告で
きる．

誤差について定量的に比較検討し
，専門用語を用いて報告できる．

誤差について定量的に比較検討で
きない．適切な専門用語を用いて
報告できない．

3. 上記のような疑問点について、
原因などを考察できる。

実験原理について調査し，実験条
件や実験原理から論理的に考察で
きる．

実験条件や実験原理から論理的に
考察できる．

実験条件や実験原理から論理的に
考察できない．

4. 実験テーマに対応した専門知識
を説明できる。

専門用語を適切に使用でき，適宜
図や式を使いながら説明できる．

専門用語を使用でき，図や式を使
いながら説明できる．

専門用語を適切に使用できない
．図や式を使いながら説明できな
い．

5. 工場見学にて見聞きしたことを
感想文としてまとめることができ
る。

説明されたことを記録し，調査し
た結果をまとめ，自分の考えも付
加して報告できる．

説明されたことを記録し，その記
録をまとめることができ，自分の
考えも付加して報告できる．

説明記録をまとめることができな
い．自分の考えも付加して報告で
きない．

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

概要
前期・後期に渡り、全10テーマの実験を通して電気電子工学、情報工学、ロボット工学等の基礎を学ぶ。また、講義で
学習した内容に関連した実験を行うことで、学習内容の理解を深めると共に、電子機械設計・製作に必要な基礎技術お
よび電子回路の基礎的な仕組みを学ぶ。そして、共同作業を行う上でのコミュニケーション能力を養い、実験の結果に
対して正当性や疑問点などを、自らの力で考察できる能力を養う。また工場（会社）見学を実施する。

授業の進め方と授業内
容・方法

説明時間と実際に手を動かす実験・実習の時間で構成される。
説明時間では，実験担当者が，適宜プリントを配布するなどし，実験ノートに要点をまとめさせるなどし理解を促すよ
うに行われる。
実習では，作業時間を確保し，実験実習能力を高めるように行われる。

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 工学実験とは何か，工学実験を行う意義やレポートの締切
等について説明できる．安全を確保して実験できる．

2週 トランジスタの静特性 トランジスタの基本的な静特性について説明できる．測定
機器の取り扱いを理解し，操作できる．

3週 トランジスタの静特性 トランジスタの基本的な静特性について計算できる．有効
数字を考慮して，決められた書式で報告できる．

4週 論理回路の遅延時間とクロックスキュー
論理回路の遅延時間やクロックスキューについて説明でき
る．測定機器の取り扱いを理解し，操作できる．与えられ
た仕様に基づいて回路が組める．

5週 論理回路の遅延時間とクロックスキュー 論理回路の遅延時間やクロックスキューについて説明でき
る．有効数字を考慮して，決められた書式で報告できる．

6週 CADCAM　3Dプリンタ/基板加工機応用 ３Dプリンタや基板加工機について理解する．機器の取り
扱いを理解し，操作できる．

7週 CADCAM　3Dプリンタ/基板加工機応用 ３Dプリンタや基板加工機について理解する．動作原理を
説明でき，決められた書式で報告できる．

8週 MATLABによる実験データの誤差 Matlabを使った実験データの整理法について理解する．実
験データの分析・誤差解析等を実践できる．

9週 MATLABによる実験データの誤差 有効数字の評価，整理の仕方，考察の論理性に配慮して実
践し，実験データを適切なグラフや表にして表現できる．

10週 PID制御によるライントレース PID制御について，説明できるとともに，基本的な電気量
の測定ができる．ディジタルICが使えるようになる．

11週 PID制御によるライントレース PID制御について，所定の書式でまとめることができ，実
験データをグラフや表を用いて表現できる．

12週 工場見学事前調査 工場に対しての理解を深め，加工学や機械力学，材料力学
などのどのような知識が生かされているか説明できる．

13週 工場見学 実際の製品製造工程について見学し，現場での安全管理方
法を学び，日々の実験に活かせるようになる．



14週 工場見学のまとめ 工場見学で記憶に残ったことを，図と文章でまとめ，論理
的な文章を書けるようになる．

15週 まとめ
16週

後期

1週 ガイダンス 共同実験における基本的なルールや役割分担を意識して実
験を遂行できるようになる．

2週 車輪型ロボットによるファジー制御・シーケンス制御 ファジー制御やシーケンス制御について理解し，ロボット
の制御に実践できる．

3週 車輪型ロボットによるファジー制御・シーケンス制御 ファジー制御やシーケンス制御について，書式に基づいて
まとめ，報告できる．

4週 LabViewによるデータ収集の基礎 LabViewを使ったデータ収集法について理解し，安全に操
作できる．

5週 LabViewによるデータ収集の基礎 LabViewを使ったデータ収集法について理解し，実験デー
タをグラフ等用いて報告できる．

6週 トランジスタの増幅回路 トランジスタの増幅に関して，適切な計測法で測定できる
．

7週 トランジスタの増幅回路 トランジスタの増幅に関して，数式や実験データをグラフ
を用いて報告できる．

8週 FPGAの応用 FPGAを用いた論理回路を使用に基づいて作成できる．
9週 FPGAの応用 FPGAを用いた論理回路の動作を論理的に報告できる．

10週 交流回路の基礎（RL，RC直列回路） RLC素子における正弦波電圧と電流の関係を説明でき，オ
シロスコープ等を用いて観測できる．

11週 交流回路の基礎（RL，RC直列回路） RLC阻止における制限は電圧と電流の関係を説明でき，図
，数式やグラフを用いて説明できる．

12週 工場見学事前調査 工場に対しての理解を深め，加工学や機械力学，材料力学
などのどのような知識が生かされているか説明できる．

13週 工場見学 実際の製品製造工程について見学し，現場での安全管理方
法を学び，日々の実験に活かせるようになる．

14週 工場見学のまとめ 工場見学で記憶に残ったことを，図と文章によってまとめ
，論理的な文章作成を実践する．

15週 まとめ
16週

評価割合
実習態度 レポート 口頭試問 合計

総合評価割合 40 40 20 100
基礎的能力 10 10 10 30
専門的能力 30 30 10 70
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 平成30年度 (2018年度) 授業科目 計算機工学Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 2018-331 科目区分 専門 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 プリント ハードウェア記述言語によるデジタル回路設計の基礎　木村誠聡　数理工学社 講義資料URL　
http://www2.denshi.numazu-ct.ac.jp/~nagasawa/

担当教員 長澤 正氏,（Ｄ科 非常勤講師）
到達目標
1. デコーダ、8bit加算器などの組み合わせ回路が設計できる。
2. ｎ進カウンタなどの基本的な順序回路が設計できる。
3. 交通信号のようなシーケンス制御回路や、ストップウォッチ程度の論理回路が設計できる。
4. 前述のような基礎的な回路をVHDL言語で設計できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1デコーダ、8bit加算器な
どの組み合わせ回路が設計できる
。

□与えられた仕様から入出力関係
を導き
、遅延時間、ハザード等を考慮し
た回路設計ができる。

□与えられた仕様から入出力関係
を導き、
回路を設計できる。

□与えられた真理値表から回路を
設計できない。

ｎ進カウンタなどの基本的な順序
回路が設計できる。

□任意の状態遷移をするカウンタ
の設計ができ、遅延時間、セット
アップタイム、ホールドタイムか
ら最大動作周波数を考察できる。

□バイナリアップダウンカウンタ
の設計ができ、セットアップタイ
ム、ホールドタイムを説明できる
。

□バイナリアップダウンカウンタ
の設計ができない。

交通信号のようなシーケンス制御
回路や、ストップウォッチ程度の
論理回路が設計できる。

□与えられた仕様から、マンマシ
ンインタフェース、組み合わせ回
路、順序回路などの基本回路にブ
ロック分割でき、それぞれのブロ
ックを設計できる。

□基本設計によりにブロック分割
された、それぞれのブロックの仕
様から回路を設計できる。

□基本設計されたのちの各ブロッ
クに於いて、真理値表や状態遷移
表を提示された回路の設計ができ
ない。

前述のような基礎的な回路を
VHDL言語で設計できる。

□VHDL言語で交通信号のようなシ
ーケンス制御回路や、ストップウ
ォッチ程度の回路が記述でき、シ
ミュレーションにより確認できる
。

□組み合わせ回路をif文、case文で
記述できる。clockのエッジによっ
て遷移する順序回路を記述できる
。component文による会葬設計が
できる。

□VHDL言語によるif文、case文,に
よる組み合わせ回路、 clockのエッ
ジによって遷移する順序回路を記
述できない。

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

 本講義では実践的な論理回路設計の能力を身につける事を目標とする。前期には、２学年の計算機基礎で学習した論理
回路の知識をもとに，基本的な組み合わせ回路、順序回路の設計法について述べる。後期には基本的な回路を組み合わ
せた応用例、ストップウォッチや信号機などのシーケンサについて述べる。また、実際の設計ではデバイスの遅延時間
やセットアップタイム、ホールドタイムなどを考慮しなければならないこと、フェイルセーフの考え方などについて述
べる。また、後期後半ではVHDL言語による回路の設計を学ぶ。講義ではいくつかの設計課題が出される。課題は演習室
のコンピュータ上で回路を作成し、実際にFPGAを使って回路を実現し動作確認するという実践的な方法で実施される。

授業の進め方と授業内
容・方法

前半の論理回路記述の講義ではハンドアウトのプリント、後期のVHDL言語の講義では専門書を使用する。ただし、教科
書というより参考書で、その本に沿って講義をするのでなく、設計時に参考にするものであ。講義ではいくつかの設計
課題が出される。課題は演習室のコンピュータ上（EDAソフトquartusII）で回路を作成し、シミュレーションを経て、
実際にFPGAを使って回路を実現し動作確認するという実践的な方法で実施される。

注意点
定期試験の成績を70%、課題30%として評価する。
1.試験や課題レポート等は、JABEE 、大学評価・学位授与機構、文部科学省の教育実施検査に使用することがあります
。
2.授業参観される教員は当該授業が行われる少なくとも1週間前に教科目担当教員へ連絡してください。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス、2進数，ブール代数、カルノー図の復習 2進<->10新変換ができる。ブール代数の意味、カルノー
図の役割が説明できる

2週 ゲート回路、ド・モルガンの定理の復習 and,or,notゲートの動作を説明できる。ドモルガンの定理
を示すことができ、証明できる。

3週 フリップフロップの種類、エッジトリガ型の動作 D、T、JKフリップフロップのの動作、エッジトリガ型の動
作を説明できる。

4週 論理デバイス、ファンイン、ファンアウト
TTL, CMOS, PLD等のICの種類と内部の回路を説明できる
。ファンイン、ファンアウト条件を満足しているか判定で
きる。

5週 スレショルド電圧，遅延時間、セットアップ，ホールドタ
イム

スレショルド電圧の意味を説明できる。論理回路の遅延時
間を計算できる。順序回路の最大動作周波数を求めること
ができる。

6週 スイッチ入力
quartus-IIの使い方

チャタリングの意味を説明できる。チャタリング除去回路
を示し、動作原理を説明できる。quartus-IIで回路図作成
ができる。

7週 組み合わせ回路の設計 7セグメントLEDデコーダの設計ができる

8週 組み合わせ回路の演習
遅延時間計算の演習 組み合わせ回路が設計できる。遅延時間が計算できる。

9週 組み合わせ回路の演習
遅延時間計算の演習 組み合わせ回路が設計できる。遅延時間が計算できる。

10週 組み合わせ回路の設計 7セグメントLEDデコーダの回路をquartus上で回路図作成
、コンパイルしてFPGAに実装できる

11週 加算回路の設計 全加算器が設計でき、複数ビットの加算器に拡張できる



12週 加算回路の設計 ８bit加算回路をquartus上で作成、コンパイルしFPGAに実
装できる

13週 順序回路の設計（同期式回路、２のｎ乗進カウンタ） 同期式の回路について説明できる。２のｎ乗進カウンタを
設計できる

14週 順序回路の設計（ｎ進カウンタ） 任意の状態遷移をするN進カウンタを設計できる
15週 順序回路の設計（ｎ進カウンタ） ジョンソンカウンタを使った順序回路を設計できる
16週

後期

1週 順序回路の設計演習
（チャタリング除去回路、同期回路）

quatus上でチャタリング除去回路、同期回路を実装し動作
を確認できる

2週 順序回路の設計演習
（前縁検出回路）

quatus上で前縁検出回路を設計し、シミュレーションによ
り動作を確認できる。

3週 順序回路の設計演習
（N進カウンタ）

quatus上でN進カウンタを設計し、シミュレーションで動
作の確認ができる

4週 順序回路の設計演習
（N進カウンタFPGA実装）

スイッチ押下でカウントするN進カウンタを、7segデコー
ダとともにFPGA上に実装し動作を確認できる

5週 リングカウンタ、ジョンソンカウンタ リングカウンタ、ジョンソンカウンタによるシーケンス回
路を設計できる

6週 ハザードについて ハザードが発生するメカニズムを説明でき、回路への影響
を説明でき、回避の方法を示すことができる

7週 順序回路の設計演習 順序回路が設計できる。
回路からタイミングチャートが書ける。

8週 順序回路の設計演習 タイミングチャートから回路が設計できる
9週 VHDL言語の基本構文 VHDL言語で全加算器を記述でき、シミュレーションできる

10週 VHDL言語でのチャタリング除去回路の設計演習 VHDL言語でのチャタリング除去回路を記述でき、シミュレ
ーションできる

11週 VHDL言語　if文Case文 if文を使ってand or selector 回路を、Case文で7セグメン
トLEDデコーダを記述できる

12週 VHDL言語　8bit加算器 全加算器をcomponentとして8bit加算回路を記述できる

13週 VHDL言語　16進カウンタ case文を使ったカウンタ回路が記述できる。シミュレーシ
ョンで確認できる。

14週 VHDL言語　ｎ進カウンタ
算術演算ライブラリを使ってカウンタが記述できる。プリ
スケーラ、ｎ進カウンタ、7segデコーダをcomponennt文
で接続し動作を確認できる

15週 VHDL言語　階層設計 コンポーネント文による階層設計ができる
16週

評価割合
試験 課題 合計

総合評価割合 70 30 100
基礎的能力 10 5 15
専門的能力 50 20 70
分野横断的能力 10 5 15



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 工学数理Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 2018-327 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 わかりやすい振動工学（共立出版）
担当教員 鄭 萬溶
到達目標
１．微分方程式の一般解と特（殊）解の意味を理解し，それぞれの解を求めることができる．
２．Newtonの運動法則を基本原理を理解し，運動方程式を立てることができる．
３．１自由減衰および非減衰振動系の運動方程式を解き，自由振動と強制振動を求めることができる．
４．複素ベクトル法を用いて強制振動応答を求めることができる．
５．インパルス入力による応答を求めることができ，畳込み積分の意味を理解できる．
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
一階斉次および非斉次微分方程式
の一般解を求めることができる
．また，一般解と特解を求めるこ
とができ，独立解を計算できる．

定数係数常微分方程式を解き，一
般解を求めることができる．

微分方程式の一般解を計算できな
い．

評価項目2
複数の手法で運動方程式で運動方
程式を立てることができ，回転運
動に対する運動にも同様のことが
できる．

Newton力学により１自由度振動系
の運動方程式を立てられる．

Newton力学の基礎が定着していな
く運動方程式を立てることができ
ない．

評価項目3
１自由減衰および非減衰振動系の
運動方程式を解き，自由振動と強
制振動を求めることができ，その
結果をひょうかできる．

１自由減衰および非減衰振動系の
運動方程式を解き，自由振動と強
制振動を求めることができる．

１自由減衰および非減衰振動系の
運動方程式を解き，自由振動と強
制振動を求めることができない．

評価項目4 複素ベクトル法を用いて強制振動
応答を求めることができる．

複素ベクトルに基礎を理解し，そ
の計算ができる．

複素ベクトルに基礎を理解してい
なく，その計算ができない．

評価項目5
インパルス入力による応答を求め
ることができ，畳込み積分の意味
を理解できる．

インパルス入力による応答と畳込
み積分の導出法を理解できる．

インパルス入力による応答と畳込
み積分の導出法を理解できない．

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
Newtonの運動法則を基本原理とする古典力学を講義する．d'Alembertの原理に基づき物体の運動方程式を導き，それ
を解析して運動を議論する．微分方程式の解法について解説し，それを用いた運動方程式の解法について講義する．ま
た，インパルス入力による強制振動応答と畳込み積分についても学習する．詳細は授業の際にガイダンスする．

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は講義を中心に適宜学習内容について解説し，議論する．数学と力学の関連について学習させ，数学が専門科目で
どのように活用されるかを理解してもらいモチベーション向上につなげる．授業用ノートとは別に課題用のノートを用
意してもらい，適宜課題を課すので翌週の授業開始時に提出することとする．授業時間に理解が不十分だった場合，オ
フィスアワーを活用し，補うこととする．

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス 工学数理を学ぶ意義：どのような立場・観点から「力学」
を学ぶかを理解できる．

2週 １階微分方程式 変数分離形，完全微分方程式，積分因子などによる解法を
身につける．

3週 １階微分方程式 １階非斉次微分方程式の解法を身につける．
4週 ２階微分方程式 ２階斉次微分方程式の解法を身につける．

5週 Newtonの運動法則，エネルギー保存則，運動方程式 Newtonの運動法則，エネルギー保存則，ラグランジュ関
数を用いて運動方程式を立てることができる．

6週 質点・バネ系の運動（自由振動） 質点・バネ系の運動方程式の解法 (自由振動，初期値問題
)を身につける．

7週 質点・バネ系の運動（強制振動） 質点・バネ系の運動方程式の解法 (強制振動)を身につける
．

8週 複素ベクトル法による強制振動応答の計算 複素ベクトル法を用いて正弦波入力に対する応答を計算で
きる．

9週 インパルス力による応答
インパルス力により自由振動と同様の固有振動が励起され
ることと，任意の入力に対する応答は，入力とシステムの
特性を表す関数（伝達関数のラプラス逆変換）の畳み込み
積分で表現できることを理解できる．

10週 振り子の振動
振り子の振動についてエネルギー法やラグランジュ関数を
使って運動方程式を立て，固有振動数を求めることができ
る．

11週 剛体の運動（重心，慣性モーメント） さまざまな形の剛体に対して重心と慣性モーメントを求め
ることができる．

12週 剛体の運動（回転運動，滑車の運動）
回転運動に対する運動方程式を立てることができる．回転
運動と並進運動の関係理解し，運動方程式を解くことがで
きる．



13週 衝突，自由落下，自由振動応答 自由落下による衝突によって2つの質量が合体して振動する
1自由度非減衰振動系の応答を計算できる．

14週 畳込み積分 任意の入力に対する応答は畳込み積分で表現できることを
理解できる．

15週 フーリエ級数 矩形波と三角波をフーリエ級数展開でき，それらによる応
答を計算できる．

16週
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 70 0 0 10 20 0 100
基礎的能力 50 0 0 10 10 0 70
専門的能力 10 0 0 0 5 0 15
分野横断的能力 10 0 0 0 5 0 15



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 歴史Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2018-341 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 詳説世界史（木村靖二・佐藤次高・岸本美緒）山川出版社　最新世界史図説タペストリー十三訂版：帝国書院
担当教員 金澤 麻理子,（社会科 非常勤講師）
到達目標
近現代史を学ぶことによって、今日の世界を理解する力を身につけ、問題解決の方向を探る歴史的見方を養うことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
近現代史を学ぶことによって、今
日の世界を理解する力を身につけ
、問題解決の方向を探る歴史的見
方を養うことがよくできる。

近現代史を学ぶことによって、今
日の世界を理解する力を身につけ
、問題解決の方向を探る歴史的見
方を養うことができる。

近現代史を学ぶことによって、今
日の世界を理解する力を身につけ
、問題解決の方向を探る歴史的見
方を養うことができない。

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）】 １
教育方法等
概要 近代ヨーロッパの始まりと発展、帝国主義時代における世界分割とアジア諸国の民族運動、二つの世界大戦に至った原

因とその経過、戦後の世界情勢について学ぶ
授業の進め方と授業内
容・方法 現代世界で起きている動きと関連付けながら、近代以降の世界の歴史を学ぶ

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 近現代史を学ぶために必要な地理の基礎を理解できる

2週 近代ヨーロッパ世界の形成（1） 大航海時代がなぜ生じ、その後の世界にどんな影響を与え
たかを説明できる

3週 近代ヨーロッパ世界の形成（2） ヨーロッパ近代の始まりとなるルネサンスと宗教改革の概
要を理解しその意義を説明できる

4週 近代ヨーロッパ世界の形成（3）
オランダの独立、イギリスの海外進出、フランスの宗教内
乱、三十年戦争を通じてヨーロッパの主権国家体制が成立
したことを理解できる

5週 近代ヨーロッパ世界の形成（4）
オランダの独立、イギリスの海外進出、フランスの宗教内
乱、三十年戦争を通じてヨーロッパの主権国家体制が成立
したことを理解できる

6週 近代ヨーロッパ世界の展開（1）
近代化を遂げたヨーロッパの主権国家が世界を一体化して
いく過程について、その概要を説明できる
きる。

7週 近代ヨーロッパ世界の展開（2）
近代化を遂げたヨーロッパの主権国家が世界を一体化して
いく過程について、その概要を説明できる
きる。

8週 近代ヨーロッパ世界の展開（3）
近代化を遂げたヨーロッパの主権国家が世界を一体化して
いく過程について、その概要を説明できる
きる。

9週 近代ヨーロッパ・アメリカ世界の成立（1） 産業革命についてその概要を理解できる

10週 近代ヨーロッパ・アメリカ世界の成立（2） アメリカ独立革命が近代民主政治の基本原理を表明して達
成されたことを理解できる

11週 近代ヨーロッパ・アメリカ世界の成立（3） フランス革命が近代国家と近代市民社会の重要な原理を提
起するものであったことを理解できる

12週 近代ヨーロッパ・アメリカ世界の成立（4） フランス革命が近代国家と近代市民社会の重要な原理を提
起するものであったことを理解できる

13週 欧米における近代国民国家の発展（1） ウィーン体制の成立と崩壊の過程を理解できる
14週 欧米における近代国民国家の発展（2） ナショナリズムや自由主義的改革の動きを理解できる

15週 欧米における近代国民国家の発展（3）
クリミア戦争、ロシアの改革、ドイツとイタリアの統一な
どを通じてヨーロッパ諸国の再編が進んだことを理解でき
る

16週

後期

1週 欧米における近代国民国家の発展（4）
クリミア戦争、ロシアの改革、ドイツとイタリアの統一な
どを通じてヨーロッパ諸国の再編が進んだことを理解でき
る

2週 欧米における近代国民国家の発展（5） 南北戦争の概要を理解し、その後のアメリカが産業の急速
な成長を遂げたことを説明できる

3週 アジア諸地域の動揺（1） オスマン帝国支配の動揺と西アジア地域の変容を理解でき
る

4週 アジア諸地域の動揺（2） 西欧勢力の南アジア・東南アジアへの侵略および植民地化
の過程を理解できる

5週 アジア諸地域の動揺（3） 19世紀後期以降の日本とアジア近隣諸国との関係について
、その概要を説明できる

6週 帝国主義とアジアの民族運動（1） 帝国主義諸国の抗争と世界分割について説明できる



7週 帝国主義とアジアの民族運動（2） 中国の半植民地化とアジア諸国の民族運動について理解で
きる

8週 二つの世界大戦（1） 第一次世界大戦とそれに至る世界の動向について説明でき
る

9週 二つの世界大戦（2） 戦間期の歴史について理解し二度目の世界大戦に至った経
緯を説明できる

10週 二つの世界大戦（3） 日本を含む第二次世界大戦の経緯と平和の意義について考
察･説明できる

11週 冷戦と第三世界の独立 戦後世界秩序の形成とアジア諸地域の独立について理解で
きる

12週 冷戦から現代の世界へ（1） 冷戦の激化と西欧･日本の経済復興について説明できる

13週 冷戦から現代の世界へ（2） 冷戦の終結に至る日本を含む世界の動向の概要を説明でき
る

14週 冷戦から現代の世界へ（3） 石油危機と世界経済の再編について理解できる

15週 現在の世界 グローバリゼーションの進展について理解し、現代社会の
諸問題について歴史的に考察・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 70 0 0 10 20 0 100
基礎的能力 70 0 0 10 20 0 100
専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 （学際科目）医用工学基礎Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 2018-357 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 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 臨床工学シリーズ6 「医用工学概論」　島津秀昭他著　日本生体医工学会監修（コロナ社）
担当教員 芹澤 弘秀
到達目標
１．生体物性の基礎を理解し、生体組織の物理的性質について説明できる。
２．生体信号の計測と処理の方法を理解し、説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
１．生体物性の基礎を理解し、生
体組織の物理的性質について説明
できる。

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

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

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

２．生体信号の計測と処理の方法
を理解し、説明できる。

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

生体信号の計測と処理の方法を理
解しており、その要点を説明でき
る。

生体信号の計測と処理の方法を理
解しておらず、説明できない。

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

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

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

注意点
1.試験や課題レポート等は、JABEE 、大学評価・学位授与機構、文部科学省の教育実施検査に使用することがあります
。
2.授業参観される教員は当該授業が行われる少なくとも1週間前に教科目担当教員へ連絡してください。
3.中間試験35%、期末試験35%、レポート20%、授業態度10%で評価する。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

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

評価割合
中間試験 期末試験 レポート 授業態度 合計

総合評価割合 35 35 20 10 100
基礎的能力 35 35 20 10 100
専門的能力 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 回路理論
科目基礎情報
科目番号 2018-328 科目区分 専門 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 電気回路I　柴田 尚志 著　コロナ社、ドリルと演習シリーズ 電気回路　上原 正啓 著　電気書院
担当教員 大沼 巧
到達目標
(1) 電気回路の基本素子の特性を理解し、数学を用いて表現できる。
(2) 電気回路に関する基本的な法則を理解し、それを用いて回路方程式が立てられる。
(3) 直流回路、交流回路の問題を解き、その解の意味が説明できる。
(4) 共振回路・結合回路の説明および計算ができる。
(5) 交流電力と力率についての説明および計算ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 □電気回路の基本素子の特性を理
解し、数学を用いて表現できる。

□電気回路の基本素子の特性を理
解できる。

□電気回路の基本素子の特性を理
解できない。

評価項目2
□電気回路に関する基本的な法則
を理解し、それを用いて回路方程
式が立てられる。

□電気回路に関する基本的な法則
を理解できる。

□電気回路に関する基本的な法則
を理解できない。

評価項目3 □直流回路、交流回路の問題を解
き、その解の意味が説明できる。

□直流回路、交流回路の問題を解
ける。

□直流回路、交流回路の問題を解
けない。

評価項目4 □共振回路・結合回路の説明およ
び計算ができる。

□共振回路・結合回路について説
明ができる。

□共振回路・結合回路について説
明ができない。

評価項目5 □交流電力と力率についての説明
および計算ができる。

□交流電力と力率について説明が
できる。

□交流電力と力率について説明が
できない。

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

概要

電気回路を学ぶ上で最も大事なことは、抵抗、コイル（インダクタ）、コンデンサ（キャパシタ）の各素子における電
圧と電流の関係をよく理解することである。直流回路においては、電圧と電流の関係はオームの法則しかないので理解
は容易であるが、電圧・電流が時間的に変化する交流回路においては、コイルやコンデンサの電圧と電流の関係を、微
分積分によって表すことが必要となる。また、正弦波交流回路では、電気回路の解析に、複素数やベクトルの考え方を
用いることで、複雑な計算を容易にしている。さらに大規模な回路網の解析においては、行列・行列式が強力なツール
となる。このように、回路の理論解析を行う上で、数学表現に基づく物理現象の理解が非常に重要であり、このときに
利用する様々な解析手法は、電気回路のみならず制御、力学、通信工学などにも通ずる、基本的な工学の考え方に基づ
いている。本授業では、数学を応用して、電気回路の基礎から交流理論、回路計算手法、周波数解析などを学ぶと同時
に、多くの例題や問題を解くことによって、問題解決のための工学的なスキルを養う。

授業の進め方と授業内
容・方法

授業のテーマに沿った解説を行い、関連する演習問題を解く。授業の一部に反転授業を取り入れ、順次発表の機会を作
る。
全4回の定期試験、課題、およびノート（定期試験後に回収）によって総合的に評価する。また、授業への参加度に応じ
て加点する。

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・電気回路概説 基本的な電気回路の用語を挙げることができる
2週 基本回路素子における電圧と電流の関係 R,L,Cの電圧と電流の基本関係式が説明できる
3週 基本回路素子の直列接続と並列接続 R,L,Cをそれぞれ接続した場合の合成値の計算ができる
4週 直流回路 直流回路の基本法則に基づく回路計算ができる
5週 正弦波交流 正弦波の基本諸特性を図を用いて説明できる
6週 正弦波交流の発生 発電機による正弦波交流電圧の発生原理を説明できる

7週 基本回路素子における正弦波交流電圧と電流の関係 R,L,Cの各素子を正弦波交流電源に接続した場合に流れる電
流を求めることができる

8週 演習 基本回路の計算ができる
9週 交流回路の計算（瞬時値を用いる方法） R,L,Cの基本回路について瞬時値を用いた回路計算ができる

10週 インピーダンスとアドミタンス 回路素子をインピーダンスとアドミタンスに置き換えて計
算することができる

11週 交流回路の計算（フェーザを用いる方法） R,L,Cの基本回路についてフェーザを用いた回路計算ができ
る

12週 交流回路の計算（複素数を用いる方法） R,L,Cの基本回路について複素数を用いた回路計算ができる
13週 演習 様々な交流回路の回路計算ができる
14週 交流回路の電力 交流電力の計算ができる
15週 演習 前期の内容について回路計算ができる
16週

後期

1週 合成インピーダンス，合成アドミタンス 複数の交流素子が接続された回路の計算ができる
2週 分圧と分流 分圧と分流を使った回路計算ができる
3週 交流電源 電圧源と電流源の等価変換を用いた回路の解析ができる
4週 回路理論における諸定理 様々な定理を用いた回路計算ができる



5週 交流ブリッジ回路 交流ブリッジ回路の計算ができる

6週 グラフ理論による回路網の解析 回路網のグラフから木と補木を定めて節点と閉路を設定で
きる

7週 回路網方程式の立て方 閉路方程式と節点方程式を立てることができる
8週 演習 交流回路の基本計算ができる

9週 周波数特性 電源の周波数が変化した場合のインピーダンスや電流など
の変化を調べることができる

10週 共振回路 共振条件を示し共振周波数と共振の鋭さを求めることがで
きる

11週 ベクトル軌跡 回路の諸量が変化したときのベクトル軌跡を求めることが
できる

12週 相互誘導現象 相互誘導現象を説明できる
13週 相互誘導回路 相互誘導回路の計算ができる
14週 変圧器 変圧器について説明できる
15週 演習 後期の内容について回路計算ができる
16週

評価割合
試験 課題 ノート 合計

総合評価割合 70 20 10 100
基礎的能力 0 0 0 0
専門的能力 70 20 10 100
分野横断的能力 0 0 0 0


