
沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 線形回路解析
科目基礎情報
科目番号 2019-295 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 電子制御工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 前期:4 後期:0
教科書/教材 電気回路Ⅱ　遠藤 勲，鈴木 靖 共著　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．システムの線形性を説明できる
２．基本回路の過渡現象をラプラス変換を用いて解き、解の物理的意味を説明できる
３．線形回路網の回路方程式を立てることができ、それを行列で表現できる
４．一端子対回路網の性質を説明でき、簡単な回路合成ができる
５．二端子対回路網を行列によって表現し、回路解析に応用できる(C1-3)
６．分布定数回路の基礎方程式を代表的な境界条件の下に解き、伝送線路に応用できる(C1-3)
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目１ □システムの線形性を具体例に基
づいて説明できる □システムの線形性を説明できる □システムの線形性を説明できな

い

評価項目２
□複雑な回路の過渡現象をラプラ
ス変換を用いて解くことができる
□解の物理的意味についてグラフ
や図を用いて説明できる

□基本回路の過渡現象をラプラス
変換を用いて解くことができる
□解の物理的意味を説明できる

□基本回路の過渡現象をラプラス
変換を用いて解くことができない

評価項目３
□線形回路網の回路方程式を行列
を用いて立てることができる
□行列演算によって回路方程式を
解ける

□線形回路網の回路方程式を立て
ることができる
□それを行列で表現できる

□線形回路網の回路方程式を立て
ることができない
□それを行列で表現できない

評価項目４
□一端子対回路網の性質をイミタ
ンス関数を用いて説明できる
□複数の方法で回路合成ができる

□一端子対回路網の性質を説明で
きる
□簡単な回路合成ができる

□一端子対回路網の性質を説明で
きない
□回路合成ができない

評価項目５（C1-3）
□二端子対回路網をZ, Y, Fパラメ
ータを用いて表現できる
□二端子対回路を組み合わせて回
路解析に応用できる

□二端子対回路網を行列によって
表現できる
□回路解析に応用できる

□二端子対回路網を行列によって
表現できない
□回路解析に応用できない

評価項目６（C1-3）
□分布定数回路の基礎方程式を代
表的な伝送線路を想定した境界条
件の下に解くことができる
□解の意味について考察できる

□分布定数回路の基礎方程式を代
表的な境界条件の下に解くことが
できる

□分布定数回路の基礎方程式を代
表的な境界条件の下に解くことが
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 【プログラム学習・教育目標 】 C
教育方法等

概要

　近年、世界的なエネルギー問題や環境問題が深刻化し、産業界においても、様々な角度からこれらの問題に対する対
策を進めている。一方、工学技術の進展に伴い情報のデジタル化が進み、発展した情報技術を活用して、エネルギーや
資源を有効に活用する”エネルギー革命”が今まさに起こっているところである。その中で、極めて効率的な変換や伝送が
可能な電気エネルギーの担う役割は非常に重大であり、材料や設計技術、解析技術の進展も相まって、従来用いられな
かった用途にまで電気回路の活用の場が広がっている。
 本講義では、３年までに学んだ電気回路理論を、線形回路として解析学的な立場からまとめ、電気エネルギーや信号の
伝送に利用可能な”伝送回路”としての取り扱い方を学ぶ。そのために、まず電気回路網を線形システムの一つと捉え、ラ
プラス変換や複素関数等を用いて、線形回路の入出力関係を様々な解析的手法によって表現する。次に、通信ケーブル
や送電線などを取り扱う際に必要となる分布定数回路の考え方を学ぶ。最後に、これら線形回路の解析、調査、設計を
行う際に重要となる考え方として、様々な信号の本質的な特徴を捉えるフーリエ変換の基本を身につける。本講義で学
習する信号の取り扱い方法は、線形システム論の上に成り立っており、電気回路のみならず様々な線形現象の基礎とな
る考え方である。

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は原則として講義と演習を交互に行う。講義は主に板書により進め、適宜プロジェクターを活用して映像や応用例
を紹介する。演習の時間はグループ活動を伴い、教えあったり質問や議論をすることにより理解を深める。演習問題は
ドリルなどを中心に出題し、個々に作成する課題ノートにて提出する。課題の一覧表を配布するので、未提出課題がな
いか自分で管理すること。演習では、できる限りドリルに付属の解答を参照せず、質問や議論を行うことを推奨する。
授業への参加度は加点対象とする。

注意点

1. 評価については、評価割合に従って行います。ただし、 適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
2. 中間試験を授業時間内に実施することがあります。
3. 授業目標５、６(C1-3)が標準基準（６割）以上で、かつ科目全体で６０点以上の場合に合格となります。
4. この科目は学修単位科目であり、1単位あたり30時間の対面授業を実施します。併せて1単位あたり15時間の事前学
習・事後学習が必要となります。

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
基本回路の過渡現象 線形回路の定義と性質を説明できる。

2週 基本回路の過渡現象 RLC回路の過渡現象を微分方程式を用いて解析できる。
3週 基本回路の過渡現象 基本的なラプラス変換を求めることができる。

4週 基本回路の過渡現象 RLC回路の過渡現象をラプラス変換を用いて解析できる。
インパルス応答の意味を理解し回路解析に利用できる。

5週 一端子対回路 イミタンス関数の性質を説明できる。正実関数の判定がで
きる。

6週 一端子対回路 リアクタンス関数、RC回路、RL回路の回路合成ができる。
7週 演習 過渡現象と一端子対回路の解析ができる
8週 二端子対回路 二端子対回路網を行列によって表現できる。
9週 二端子対回路 二端子対回路網のZ、Y、Fパラメータが求められる。



10週 二端子対回路 フィルタの周波数特性を求め、その性質を説明できる。
11週 分布定数回路 分布定数回路の考え方を理解し、基本式を導出できる。

12週 分布定数回路 正弦波定常状態における一般解を求め、その意味を説明で
きる。反射、特性インピーダンスについて説明できる。

13週 分布定数回路 整合終端における境界条件を適用し、インピーダンス整合
と関連させて、解の意味を説明できる。

14週 分布定数回路 短絡終端、開放終端における境界条件を適用し、定在波と
関連させて、解の意味を説明できる。

15週 まとめ 線形回路の解析ができる
16週

評価割合
試験 課題レポート 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 工学数理Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2019-293 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 電子制御工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 鄭 萬溶,大庭 勝久
到達目標
＜前期＞
１．フーリエ級数展開の考え方を理解し，関連の計算ができる．
２．剛体の運動を理解し，運動方程式を立てられる．
３．力学系の運動方程式を立てそれを解くことができ，その挙動特性を理解できる．
４．行列の基本性質，固有値解析，対角化について理解し，関連の計算ができる．
５．多自由度系の運動について運動方程式を立てその挙動特性を理解できる．
＜後期＞
６．一般化座標，一般化力，ラグランジュの運動方程式について説明できる．
７．ラグランジュの運動方程式を立て，それを解くことにより力学的な解析をすることができる．(B1-3)
８．変分問題に対するオイラーの方程式を立て，それ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
フーリエ級数展開の考え方を理解
し，関連の計算ができる．

フーリエ級数展開を理解し，それ
を活用し矩形波および三角波によ
る応答を計算できる．

フーリエ級数展開の考え方を理解
し，フーリエ係数を求めることが
できる．

フーリエ級数展開の考え方を理解
していなく，フーリエ係数を求め
ることができない．

評価項目2
剛体の運動を理解し，運動方程式
を立てられる．

棒，円盤，球の慣性モーメントを
計算でき，それらの回転運動に対
する運動方程式を立てられる．

慣性モーメンドの概念を理解でき
，棒や円盤の慣性モーメントを求
めることができる．

剛体の運動を理解していなく，物
体の慣性モーメントを求めること
ができない．

評価項目3
力学系の運動方程式を立てそれを
解くことができ，その挙動特性を
理解できる．

機構学的基礎により並進運動と回
転運動によって構成される系の運
動について理解し，解析的に解く
ことができる．

単純な並進および回転系に対して
運動方程式を立てそれを解くこと
ができる．

単純な並進および回転系に対して
運動方程式を立てそれを解くこと
ができない．

評価項目4
行列の基本性質，固有値解析，対
角化について理解し，関連の計算
ができる．

行列の基本性質，固有値解析，対
角化などについて十分理解し，活
用できる．

行列の基本性質，固有値解析，対
角化などについて理解し，関連の
計算ができる．

行列の基本性質，固有値解析，対
角化などについて理解していなく
，関連の計算ができない．

評価項目5
多自由度系の運動について運動方
程式を立てその挙動特性を理解で
きる．

多自由度振動系の運動について十
分理解し，関連の計算ができる．

多自由度振動系の運動方程式を立
てそれを解くことができる．

多自由度振動系の運動方程式を立
てて解くことができない．

評価項目6
一般化座標，一般化力，ラグラン
ジュの運動方程式について説明で
きる

□一般化座標，一般化力を理解し
，ラグランジュの運動方程式を導
出することができる．

□一般化座標，一般化力，ラグラ
ンジュの運動方程式について説明
できる．

□一般化座標，一般化力，ラグラ
ンジュの運動方程式について説明
できない．

評価項目7
ラグランジュの運動方程式を立て
，それを解くことにより力学的な
解析をすることができる．(B1-3)

□ラグランジュの運動方程式を立
て，それを解くことにより力学的
な解析をすることができる．

□ラグランジュの運動方程式を立
てることができ，それを解くこと
が概ねできる．

□ラグランジュの運動方程式を立
てることができない．

評価項目8
変分問題に対するオイラーの方程
式を立て，それを解くことができ
る．

□変分問題に対するオイラーの方
程式を立て，それを解き，運動の
特徴を考察することができる．

□変分問題を理解してオイラーの
方程式を立て，それを解くことが
できる．

□変分問題を理解して，オイラー
の方程式を立てることができない
．

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

概要

有限要素法の普及とコンピュータの高性能化によりさまざまな分野と場面でCAEが利用されている．特に力学における進
化が目覚しく医療分野や宇宙開発分野においても広く利用されている．その基礎として，多自由度系の運動に対する解
析法について学習することは重要になっている．この授業では，その基礎として必要となる，行列，固有値解析，対角
化などの基礎知識について学習する．
＜後期＞
解析力学とはNewton力学を一般化したものであり，座標の取り方に依存せず統一的に運動を記述することが可能な方法
である。本講義では，力学問題を解析的に解く上で有効な解析力学の基礎を解説する。また，変分原理，オイラーの方
程式，最小作用の原理についても学習する．

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

評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試験や追加課題を課し、加点することがあります。中間
試験を授業時間内に実施することがあります。
この科目は学修単位科目であり、１単位あたり30時間の対面授業を実施します。併せて１単位あたり15時間の事前学習
・事後学習が必要となります。
到達目標７（B1-3）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。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 フーリエ級数 級数展開の考え方を理解し，フーリエ級数を用いて正則で
ない周期関数を級数展開し三角関数の和で表現できる．

2週 面積，体積，重心 重積分を用いて面積，体積，重心を求めることができる．

3週 剛体の運動 慣性モーメントの求め方を理解し，棒，円盤，球の慣性モ
ーメントを計算できる．



4週 剛体の運動 円筒，球，球殻の慣性モーメントを計算できる．

5週 振り子の振動 振り子や剛体振り子の違いを考え，それが固有振動数や運
動にどのような影響を及ぼすかを理解する．

6週 並進運動と回転運動による力学系 具体的な力学系を扱い，運動方程式の立て方と固有振動数
の求め方について理解できる．

7週 並進運動と回転運動による力学系 Newton法，エネルギー法，ラグランジュ法について学習
し，それらにより運動方程式を立てられる．

8週 滑車による回転・並進運動 滑車による回転・並進運動系に対して運動方程式を立て
，固有振動数を計算できる．

9週 行列の基本性質 行列の基本性質を理解し，関連の計算ができる．

10週 線形変換と逆行列 線形変換の応用について考え，逆行列の意味を理解し，計
算ができる．

11週 固有値と固有値解析 固有値と固有値解析について理解し，関連の計算ができる
．

12週 対角化 対角化の意味を理解し，関連の計算ができる．
13週 2自由度振動系の自由振動 2自由度振動系の運動方程式を立てその応答を計算できる．

14週 多自由度系への拡張 2自由度振動系を多自由度振動系に拡張して，固有振動数と
周波数応答関数を求めることができる．

15週 多自由度系への拡張 多自由度系における周波数応答関数を理解し，活用できる
．

16週

後期

1週 後期授業ガイダンス，解析力学について 解析力学の特徴について説明できる．

2週 解析力学の基礎(1) 平面極座標における物体の速度・加速度を求めることがで
きる．平面極座標による運動方程式について説明できる．

3週 解析力学の基礎(2) 平面極座標の場合の一般化力、一般化座標と一般化力につ
いて説明できる．

4週 解析力学の基礎(3) ラグランジュの運動方程式、エネルギー保存則について説
明できる．

5週 演習 中心力場における運動方程式を立てることができる。

6週 ラグランジュの運動方程式(1) ラグランジュ方程式を用いて力学問題を解くことができる
．

7週 ラグランジュの運動方程式(2) ラグランジュ方程式を用いて力学問題を解くことができる
．

8週 ラグランジュの運動方程式(3) ラグランジュ方程式を用いて力学問題を解くことができる
．

9週 ラグランジュの運動方程式と束縛(1) 時間に依存する束縛条件を持つ問題を解くことができる．
10週 ラグランジュの運動方程式と束縛(2) 散逸関数、オイラーの角について説明できる．
11週 演習 振子の運動をラグランジュ方程式から解くことができる．

12週 変分原理(1) 関数と汎関数の違いを説明できる。オイラーの方程式につ
いて説明できる．

13週 変分原理(2) ハミルトンの原理について説明できる．
14週 変分原理(3) 最小作用の原理について説明できる．

15週 演習 解析力学と変分原理について、基本的な問題を解くことが
できる．

16週
評価割合

定期試験 レポート課題 ノートチェック 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 80 15 5 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 15 5 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 学外実習Ⅳ
科目基礎情報
科目番号 2019-308 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 4
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材 教科書なし
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

評価項目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
理解している。

社会人としての基本的なマナー理
解していない。

評価項目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
ついてわかりやすく説明できる。

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。

評価項目3  一日の作業内容を的確に報告でき
る。  一日の作業内容を報告できる。  一日の作業内容を報告できない。

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
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。

授業の進め方と授業内
容・方法

次の１、２のいずれかの方法をとる。
１．教務係が受理した受入企業の募集要項から学生が希望する企業を選び、実施する。
２．学生の希望を元にクラス担任が受入企業の実習内容を精査し、適当とみなした場合に実施する。

(1)口頭試問により社会人としてのコミュニケーションマナーを評価する。
(2)実習報告書の内容とそれに関する口頭試問により、企業における業務の遂行方法を説明できるかを評価する。
(3)作業日誌により、一日の作業報告が的確にできるかを評価する。

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 学内の事前説明会にて、手続きやビジネスマナーについて
学習する 参加必須

2週 必要書類の準備と提出 志望動機、自己PRを作成する
3週 インターンシップ実施 受け入れ先企業にて設定
4週 実習の成果を報告書にまとめ、発表する 過不足なく説明できる
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
実習報告書 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 0 0 0 0
分野横断的能力 70 20 10 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 日本語
科目基礎情報
科目番号 2019-314 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 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 留学生のための ここが大切 文章表現のルール、大学・大学院留学生の日本語⑤漢字・語彙編 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 日本語を聞いて正確に理解し、適
切な対応ができる

日本語を聞いて理解し、対応がで
きる

日本語を聞いて理解し、対応がで
きない

評価項目2
日本語を用いて、適切にレポート
作成やコミュニケーションができ
る

日本語を用いて、レポート作成や
コミュニケーションができる

日本語を用いて、レポート作成や
コミュニケーションができない

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

専門に関する日本語を理解し、文
化的な相違を理解できる

専門に関する日本語を理解し、文
化的な相違を理解できない

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

概要
日本での留学生活を送る上で必要なコミュニケーション能力と、日本の高等教育機関で学習研究活動を行うために必要
な日本語能力を養う。日本語で表現されていることを理解し、情報同士の関係を理解し、理解した情報を活用して論理
的に妥当な解釈を導く能力を養う。基本的に日本語能力試験N2～N1レベルの日本語(および一部英語)で授業を実施する
。

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション 自己紹介。授業概要、課題、評価基準等の説明。地震と防
災について資料を読んで理解出来る。

2週 留学生の日本語 漢字・語彙編第20課 助詞相当語が理解出来る。
3週 留学生の日本語 漢字・語彙編第21課 和語と漢語について理解出来る。

4週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第１課 適切な助詞を選択できる。和語複合語を使うことができる
。

5週 留学生の日本語 漢字・語彙編第22課 言葉の形の使い分けが理解出来る。ゼミに関係がある漢字
が読める。

6週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第２課 形容詞・名詞・動詞の適切な形の使い分けができる。ゼミ
に関係がある漢字を使うことができる。

7週 留学生の日本語 漢字・語彙編第23課 自動詞・他動詞・受け身の形を理解出来る。論文の読み書
きに関係がある漢字が読める。

8週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第３課
自動詞・他動詞・受け身の形を正しく使い分けることがで
きる。論文の読み書きに関係のある漢字を使うことができ
る。

9週 留学生の日本語 漢字・語彙編第24課 文中の呼応について理解出来る。原稿の作成に関する漢字
が読める。

10週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第４課 呼応する表現を正しく使うことができる。原稿の作成に関
する漢字を使うことができる。

11週 留学生の日本語 漢字・語彙編第25課 日本語の文末表現について理解出来る。日本語のワープロ
使用に関する漢字が読める。

12週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第５課 文末表現の使い分けができる。日本語のワープロ使用に関
する漢字が使える。

13週 留学生の日本語 漢字・語彙編第26課
漢字を使った方が良い言葉、ひらがなを使った方が良い言
葉について理解出来る。意見や評価に関する漢字が読める
。

14週 テーマ学習 スピーチコンテストに出場する
15週 テーマ学習 スピーチコンテストに出場する
16週

後期

1週 留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第６課 ひらがなと漢字をバランスよく使い分けることができる。
意見・評価に関する漢字が使いこなせる。

2週 留学生の日本語 漢字・語彙編第27課 文中の誤変換された漢字を見つけることができる。名詞・
形容詞の漢字が読める。

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



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

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

9週 面接/留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第
７課

日本の面接試験について理解出来る。／正しい語変換がで
きる。

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

11週 面接/留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第
８課

進学・奨学金応募・就職のための面接、先輩が聞かれた質
問を理解出来る。正しいカタカナ表記ができる。

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

13週 面接/留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第
９課

進学・奨学金応募・就職のための面接練習/句読点の使い方
がわかる。

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

15週 面接/留学生のための ここが大切 文章表現のルール　第
１０課

進学・奨学金応募・就職のための面接練習/書きことばと話
ことばの違いがわかる。

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 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電子制御工学演習B
科目基礎情報
科目番号 2019-306 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 4
開設期 集中 週時間数 4
教科書/教材
担当教員 牛丸 真司
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）】 ２
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31年度 (2019年度) 授業科目 ドイツ語
科目基礎情報
科目番号 2019-312 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 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 ドイツ語練習帳（大久保清美・大久保和子、清文社）／ Deutsche Welle (http://www.dw.de/)
担当教員 （教養科 非常勤講師）,小柴 浩稔
到達目標
１．初級ドイツ文法を理解し、運用できる。２．簡単なドイツ語の日常会話を聞き、話すことができる。 ３．簡単なドイツ語の文章を読み、書
くことができる。 ４．ドイツの歴史や日常生活等を学び、ドイツ（ヨーロッパ）文化を理解することができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1
文法

初級ドイツ文法をよく理解し、よ
く運用できる。

初級ドイツ文法を理解し、運用で
きる。

初級ドイツ文法を理解し、運用で
きない。

評価項目2
聞く・話す

簡単なドイツ語の日常会話をよく
聞き、よく話すことができる。

簡単なドイツ語の日常会話を聞き
、話すことができる。

簡単なドイツ語の日常会話を聞き
、話すことができない。

評価項目3
読む・書く

簡単なドイツ語の文章をよく読み
、よく書くことができる。

簡単なドイツ語の文章を読み、書
くことができる。

簡単なドイツ語の文章を読み、書
くことができない。

評価項目4
異文化理解

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

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

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

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

概要

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション 授業概要・目標・評価方法と基準等の説明、ドイツ語の歴
史、ドイツ及びドイツ語圏の国々について理解できる。

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

3週 Lektion 1／
Deutschlandlabor Folge１

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

4週 Lektion 1／
Deutschlandlabor Folge 3

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

5週 Lektion 1／
Deutschlandlabor Folge 9

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

6週 Lektion 1／
Deutschlandlabor Folge 19

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

7週 Lektion 2／
Bandtagebuch Folge 7

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

8週 Lektion 2／
Deutschlandlabor Folge 20

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

9週 ドイツ歌曲を聴く・歌う／
Bandtagebuch Folge 35

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

10週 Lektion 3／
Deutschlandlabor Folge 4

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

11週 Lektion 3／
Deutschlandlabor Folge 5

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

12週 Lektion 4／
Bandtagebuch Folge 3

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

13週 Lektion 4／
Bandtagebuch Folge 10

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

14週 Lektion 5／
Bandtagebuch Folge 6

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

15週 Lektion 5／
Bandtagebuch Folge 9

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

16週



後期

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

2週 Lektion 6／
Deutschlandlabor Folge 6

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

3週 Lektion 7／
Deutschlandlabor Folge 7

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

4週 Lektion 8／
Deutschlandlabor Folge 8

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

5週 Lektion 8／
Deutschlandlabor Folge 10

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

6週 Lektion 9／
Deutschlandlabor Folge 11

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

7週 Lektion 9／
Deutschlandlabor Folge 12

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

8週 クリスマス／
Bandtagebuch Folge 22

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

9週 Lektion 10／
Bandtagebuch Folge 23

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

10週 Lektion 11／
Deutschlandlabor Folge13

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

11週 Lektion 12／
Deutschlandlabor Folge 15

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

12週 Lektion 13／
Deutschlandlabor Folge 16

分離動詞／
テーマ：Mentalität（国民性）について理解できる。

13週 Lektion 13／
Deutschlandlabor Folge 17

分離動詞／
テーマ：Kälte（寒さ）について理解できる。

14週 Lektion 14／
Bandtagebuch Folge 31

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

15週 Lektion 15／
Deutschlandlabor Folge 18

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

16週
評価割合

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 海外語学研修
科目基礎情報
科目番号 2019-313 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 4
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 全教員 （海外研修）
到達目標
１．異なる文化や価値観を理解し、広い視野を持つことができる。
２．現地で関わる人々と英語などを用いてコミュニケーションができる。
３．海外での研修への参加を通じて、教養をより高めるための取り組みができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

１．異なる文化や価値観を理解し
、広い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を深く理解し
、より広い視野を持つことができ
る。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができない。

２．現地で関わる人々と英語など
を用いてコミュニケーションがで
きる。

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

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができる
。

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができな
い。

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

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

海外での研修への参加を通じて、
教養をより高めるための取り組み
ができる。

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

後期

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



16週
評価割合

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 海外技術研修
科目基礎情報
科目番号 2019-309 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 4
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 全教員 （海外研修）
到達目標
１．異なる文化や価値観を理解し、広い視野を持つことができる。
２．現地で関わる人々と英語などを用いてコミュニケーションができる。
３．海外での研修への参加を通じて、技術や知識をより高めるための取り組みができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

１．異なる文化や価値観を理解し
、広い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を深く理解し
、より広い視野を持つことができ
る。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができない。

２．現地で関わる人々と英語など
を用いてコミュニケーションがで
きる。

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

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができる
。

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができな
い。

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

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

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

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

後期

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



16週
評価割合

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 （学際科目）環境と新エネル
ギー

科目基礎情報
科目番号 2019-316 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 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 エネルギーと環境の科学、山崎耕造 著、共立出版
担当教員 鈴木 静男
到達目標
１．エネルギーには、力学、熱、電磁、光、化学、生体及び核エネルギーがあり、その内容を理解できる。
２．環境には、大気圏、水圏、地圏、生物圏があり、その内容を理解できる。
３．急激なエネルギー消費の増加は、環境問題を引き起こすことを理解できる。
４．地球規模の環境問題には、どのようなものがあり、その原因を理解できる。
５．「経済の持続的な発展」「資源・エネルギー・食糧の確保」「地球環境の保全」のバランスが重要であることを理解できる。
ルーブリック

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

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

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

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

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

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

環境には、大気圏、水圏、地圏、
生物圏があり、その内容を理解で
きる。

環境には、大気圏、水圏、地圏、
生物圏があり、その内容を理解で
きる。

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

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

急激なエネルギー消費の増加は、
環境問題を引き起こすことを理解
できる。

急激なエネルギー消費の増加は、
環境問題を引き起こすことを理解
できない。

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

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

地球規模の環境問題には、どのよ
うなものがあり、その原因を理解
できる。

地球規模の環境問題には、どのよ
うなものがあり、その原因を理解
できない。

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

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

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

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 授業計画の説明、エネルギー及び環境の基礎について説明
できる。

2週 基礎編 人間・資源・経済について説明できる。

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

4週 エネルギー応用編 熱エネルギーと地熱・太陽熱について説明できる。
5週 エネルギー応用編 電磁エネルギーと電力について説明できる。
6週 エネルギー応用編 光エネルギーと太陽光について説明できる。
7週 エネルギー応用編 化学エネルギーと化石燃料について説明できる。
8週 エネルギー応用編 生体エネルギーとバイオマスについて説明できる。
9週 エネルギー応用編 核エネルギーと核燃料について説明できる。
10週 エネルギー応用編 エネルギーの有効利用について説明できる。
11週 エネルギー応用編 環境資源（非エネルギー資源）について説明できる。
12週 エネルギー応用編 地球温暖化について説明できる。
13週 エネルギー応用編 さまざまな環境保全について説明できる。
14週 未来編 未来エネルギーと未来環境について説明できる。
15週 基礎、応用及び未来編 まとめ
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ 課題レポート 合計



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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 応用数学
科目基礎情報
科目番号 2019-292 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 電子制御工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 教科書：新応用数学（大日本図書）、問題集：新応用数学問題集（大日本図書）
担当教員 西垣 誠一
到達目標
１．いくつかの典型的な関数のラプラス変換を求めることができる。（Ｂ１ー３）
２．周期関数のフーリエ級数を求めることができる。（Ｂ１－３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．簡単な関数のフーリエ変換を求めることができる。（Ｂ１－３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
４．複素関数の導関数を求めることができること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．複素関数の積分を計算できること。（Ｂ１－３）
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
□ラプラス変換を用いて微分方程
式を解いたり、線形システムの問
題に適用できる。

□典型的な関数のラプラス変換を
求めることができる。

□典型的な関数について、そのラ
プラス変換を求めることができな
い。

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

□2π周期の周期関数のフーリエ級
数を求めることができる。

□2π周期の周期関数のフーリエ級
数を求めることができない。

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

□簡単な関数のフーリエ変換を求
めることができる。

□関数のフーリエ変換を計算する
ことができない。

評価項目4

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

□正則関数の導関数を求めること
ができる。

□正則関数の導関数を求めること
ができない。

評価項目5 □留数定理が理解でき、その応用
ができること。

□複素関数の積分を計算すること
ができる。

□複素関数の積分を計算すること
ができない。

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

概要

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

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は講義を中心に進めるが、教科書の問いの一部を各自で解いてみる時間もとるようにし、残りの問いは自主学習用
としたい。また、長期休暇明け等には課題提出を求める。尚、授業中における質問も随時可とする。

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス、ラプラス変換の定義 ラプラス変換の定義を理解できる。
2週 相似性と移動法則 相似性と移動法則を用いてラプラス変換を計算できる。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16週



後期

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

2週 絶対値と偏角 複素数の絶対値と偏角の概念を理解することができる。

3週 複素関数 いくつかの初等的な複素関数の定義を理解することができ
る。

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

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

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

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

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

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

評価割合
試験 課題等 合計

総合評価割合 70 30 100
基礎的能力 70 30 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 文学特論
科目基礎情報
科目番号 2019-310 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 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『現代文学名作選』（明治書院）『大学生のための日本語表現実践ノート』（風間書房）
担当教員 芳賀 多美子
到達目標
１．日本語による表現について的確な理解力・表現力を身につけ、自己の学習・研究活動の経過を、専門用語を含む適切な語句を正しく用いて
報告できる。（D1-3）
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

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

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

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

評価項目2

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

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

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

注意点

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

授業目標（D1-3）が標準基準（６割）以上で、かつ科目全体で６０点以上の場合に合格とする。評価項目は評価（ルー
ブリック）、評価基準については成績評価基準表（別紙）による。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
ガイダンス
表現　第２課話してみよう
自己紹介（スピーチ）

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

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

3週 表現　第６課就職活動の準備
エントリーシート作成

エントリーシートの特性を理解し、自分なりのシートを作
成することができる

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

5週 表現　第１課ことばと表現
同音異義語・同訓異義語

同音・同訓異義語についての理解を深め、適切に書くこと
ができる

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

9週 表現　第１課ことばと表現
四字熟語・ことわざなど

四字熟語・ことわざなどについての理解を深め、適切に使
うことができる

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

11週
表現　第２課話してみよう
友人紹介文作成
Who　am　I ？

他人を客観的な視点から描写し、特徴を伝えることができ
る

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

13週 表現　第３課敬語・敬意表現
敬語の種類・敬語の用法その１

敬語表現の基礎的種類・用法について理解することができ
る

14週 表現　第２課話してみよう
自分を振り返る（スピーチ）

自分自身の行動について客観的視点から振り返り、伝える
ことができる

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

16週

後期

1週 表現　第２課話してみよう
研修を振り返る（スピーチ）

自分自身の行動について客観的視点から振り返り、伝える
ことができる

2週 文学　太宰治「黄金風景」 名作の一部分を味わい、鑑賞することができる

3週 表現　第２課話してみよう
学校行事を考える（スピーチ）　

自分自身の行動について客観的視点から振り返り、伝える
ことができる



4週 文学　中島敦「名人伝」 名作の一部分を味わい、鑑賞することができる

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

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

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

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

10週 表現　第４課書いてみよう
手紙文・案内文・ビジネス文書

基本的な手紙文に関連する事項について理解することがで
きる

11週
表現　第２課話してみよう
漢字で語る新年の決意
（スピーチ）

漢字の成り立ちや本来の意味を利用して、自分の決意を述
べることができる

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

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

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

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

16週
評価割合

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 Ｃ言語応用演習
科目基礎情報
科目番号 2019-304 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 1
開設学科 電子制御工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 前期:2 後期:0
教科書/教材 プリント配布
担当教員 牛丸 真司
到達目標
１．分割プログラミングができ、Makefile を記述できる。
２．ライブラリを利用、作成できる。
３．マルチスレッドプログラムを作成できる。
４．OSの基本機能とカーネルモジュールについて説明できる。
 5. デバイスドライバを利用できるできる。
 6．ソフトウェアを適切にモジュール分割し、その構造を表現できる。
 7．プロセス間通信を利用できる。
 7．ソフトウェアの振る舞いを表現できる。
 8．MIRS標準プログラムの内容を理解できる。
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

分割プログラミング Makefile を作成できる。 プログラムを分割して作成できる
。

プログラムを分割して作成できな
い。

ライブラリとリンク ライブラリを作成できる。
スタティックリンクとダイナミッ
クリンクを違いを理解し、ライブ
ラリを使うことができる。

ライブラリを使うことができない
。

マルチスレッドプログラミング マルチスレッドプログラムを作成
できる。

マルチスレッドプログラムについ
て説明できる。

マルチスレッドプログラムについ
て説明できない。

OSの基本機能とカーネルモジュー
ルについて説明できる。

OSの基本機能とカーネルモジュー
ルについてs詳細に説明できる。

OSの基本機能とカーネルモジュー
ルについて説明できる。

OSの基本機能とカーネルモジュー
ルについて説明できない。

デバイスドライバを利用できる。 デバイスドライバを利用でし、そ
の内部構造を説明できる。 デバイスドライバを利用できる。 デバイスドライバを利用できない

。
プロセス間通信プログラムを利用
できる。

異なる種類のプロセス間通信プロ
グラムを利用できる。

プロセス間通信プログラムを利用
できる。

プロセス間通信プログラムを利用
できない。

MIRSソフトウェアを理解できる。 MIRSソフトウェアの詳細を理解で
きる。

MIRSソフトウェアの全体像を理解
できる。

MIRSソフトウェアの全体像を理解
できない。

 ソフトウェア設計を行うことがで
きる。

状態遷移モデルおよびタスク設計
ができる。

モジュール分割の指針を理解し、
適切に分割できる。

モジュール分割の指針を理解でき
ず、適切な分割ができない。

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
C言語の最大の特徴は、ハードウェアを制御するプログラムが容易に組めるということであり、組み込みシステムの多く
もC言語でコーディングされている。本科目では機器制御の組込みプログラム開発を想定し、その開発に必要なプログラ
ミングスキルとソフトウェア設計の基礎を習得することを目的とする。

授業の進め方と授業内
容・方法

本科目では、講義と演習により分割プログラミング、デバイス制御プログラミング、マルチタスクプログラミング、プ
ロセス間通信の技法およびソフトウェアの開発手法を習得する。

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス 授業概要を理解できる。
2週 分割プログラミング（１） プログラム分割の指針について説明できる。

3週 分割プログラミング（２） Makefileファイルを記述でき、make を使うことができる
。

4週 ライブラリとリンク ライブラリの種類と作成、リンクの種類について説明でき
る。

5週 マルチスレッドプログラミング マルチスレッドとそのプログラミングについて説明できる
。

6週 デバイスドライバ（１） デバイスドライバを利用すうことができる。
7週 デバイスドライバ（２） デバイスドライバのプログラミングについて説明できる。

8週 OSとカーネルモジュール OSの基本機能（スケジューリング、排他処理、割込み処理
）とカーネルモジュールについて説明できる。

9週 プロセス間通信 プロセス間通信について説明できる。
10週 ソフトウェア設計（１） ソフトウェア設計の必要性について説明できる。
11週 ソフトウェア設計（２） モジュール分割を行うことができる。
12週 ソフトウェア設計（３） 設計の表現手法について説明できる。
13週 MIRSプログラム（１） MIRS標準プログラムの実装について説明できる。
14週 MIRSプログラム（２） MIRS標準プログラムの試験について説明できる。
15週 MIRSプログラム（３） MIRS標準プログラムの試験について説明できる。
16週



評価割合
中間試験 期末試験 演習課題 レポート その他 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 制御工学
科目基礎情報
科目番号 2019-300 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 電子制御工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 フィードバック制御入門，杉江俊治・藤田政之著，コロナ社，1999
担当教員 青木 悠祐
到達目標
(1)制御系の標準的構成を理解し，フィードバック制御の利点について実例を挙げて説明できる．また，制御工学に関する用語を英語に変換でき
る
(2)ダイナミカルシステムの伝達関数表現を理解し，結合法則と等価変換を用いてブロック線図を簡単化することができる
(3)ラプラス変換を応用して，時不変線形システムの時間応答を求めることができる
(4)システムの過渡応答特性を理解し，極の位置との関係について説明できる．また，システムの安定性の概念を理解し，ラウス・フルビッツの
方法により系が安定であるための必要十分条件を導くことができる
(5)フィードバック制御系の感度特性・定常特性について説明できる
(6)システムの周波数応答を理解し，ベクトル軌跡・ボード線図を描くことができる(C1-3)
(7)フィードバック系の内部安定性の概念を理解し，ナイキスト線図を描いて系の安定性を判別することができる．また安定余裕の概念を説明で
きる(C1-3)
(8)PID補償器および位相進み-遅れ補償器を用いて，設計仕様を満たすフィードバック制御系を設計できる(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．制御系の標準的構成を理解し
，フォードバック制御の利点につ
いて実例を挙げて説明できる。ま
た、制御工学に関する用語を英語
にすることができる

□フィードバック制御系とフィー
ドフォワード制御系の例を挙げる
ことができる。更に、それぞれの
利点欠点を述べることができる。
□身近な例をブロック線図にする
ことができる。それに加えて、ブ
ロック線図を変形させて表現する
ことができる。
□制御工学に関する用語を英語に
することができる

□フィードバック制御系とフィー
ドフォワード制御系の例を挙げる
ことができる。
□身近な例をブロック線図にする
ことができる。
□制御工学に関する用語を英語に
することができる

□フィードバック制御系とフィー
ドフォワード制御系の例を挙げる
ことができない。
□身近な例をブロック線図にする
ことができない。
□制御工学に関する用語を英語に
することができない

２．ダイナミカルシステムの伝達
関数表現を理解し，結合法則と等
価変換を用いてブロック線図を簡
単化することができる

□ブロック線図の結合・等価変換
を用いて、フィードフォーワード
、フィードバックを含むブロック
線図の閉ループ伝達関数を求める
ことができる。

□ブロック線図の結合ができる
□ブロック線図の等価変換ができ
る
□ブロック線図を簡単化して、閉
ループ伝達関数を求めることがで
きる

□ブロック線図の結合ができない
□ブロック線図の等価変換ができ
ない
□ブロック線図を簡単化して、閉
ループ伝達関数を求めることがで
きない。

３．ラプラス変換を応用して，時
不変線形システムの時間応答を求
めることができる　　

□システムの線形/非線形を判断で
き、数式を用いて証明することが
できる
□システムの時変/時不変を判断で
き、数式を用いて証明することが
できる
□インパルス応答・ステップ応答
を求めることができ、その情報を
もとに伝達関数を求めることがで
きる
□逆ラプラス変換を求めることが
できる
□畳み込みのラプラス変換を証明
することができる

□システムの線形/非線形を判断で
きる
□システムの時変/時不変を判断で
きる
□インパルス応答を求めることが
できる
□ステップ応答を求めることがで
きる
□逆ラプラス変換を求めることが
できる

□システムの線形/非線形を判断で
きない
□システムの時変/時不変を判断で
きない
□インパルス応答を求めることが
できない
□ステップ応答を求めることがで
きない
□逆ラプラス変換を求めることが
できない

４．システムの過渡応答特性を理
解し，極の位置との関係について
説明できる．また，システムの安
定性の概念を理解し，ラウス・フ
ルビッツの方法により系が安定で
あるための必要十分条件を導くこ
とができる

□漸近角、漸近線の実軸交点、軌
跡の分離点、複素極からの進出角
、虚軸との交点をもとに、一巡伝
達関数の根軌跡を描くことができ
る
□フィードバック制御系が安定と
なるコントローラの範囲をラウス
・フルビッツの安定判別法により
求めることができる。また、ラウ
ス配列において計算を進めること
ができない際に、補助多項式を用
いて求めることができる。

□伝達関数の根軌跡を描くことが
できる
□フィードバック制御系が安定と
なるコントローラの範囲をラウス
・フルビッツの安定判別法により
求めることができる

□伝達関数の根軌跡を描くことが
できない
□フィードバック制御系が安定と
なるコントローラの範囲をラウス
・フルビッツの安定判別法により
求めることができない

５．フィードバック制御系の感度
特性・定常特性について説明でき
る

□制御対象とコントローラが与え
られた際に感度関数を求めること
ができる
□制御パラメータと感度の関係を
考察することができる
□伝達関数・入力が与えられた際
に、定常位置偏差および定常値を
求めることができる

□制御対象とコントローラが与え
られた際に感度関数を求めること
ができる
□伝達関数・入力が与えられた際
に、定常位置偏差および定常値を
求めることができる

□制御対象とコントローラが与え
られた際に感度関数を求めること
ができない
□伝達関数・入力が与えられた際
に、定常位置偏差および定常値を
求めることができない

６．システムの周波数応答を理解
し，ベクトル軌跡・ボード線図を
描くことができる(C1-3)

□2次系のベクトル軌跡を描くこと
ができる
□2次系のボード線図を描くことが
できる
□ボード線図からゲイン余裕、位
相余裕を読み取ることができる
□ベクトル軌跡とボード線図の違
いを説明することができる

□1次系のベクトル軌跡を描くこと
ができる
□1次系のボード線図を描くことが
できる
□ボード線図からゲイン余裕、位
相余裕を読み取ることができる

□ベクトル軌跡を描くことができ
ない
□ボード線図を描くことができな
い
□ボード線図からゲイン余裕、位
相余裕を読み取ることができない



７．フィードバック系の内部安定
性の概念を理解し，ナイキスト線
図を描いて系の安定性を判別する
ことができる．(C1-3)

□伝達関数のゲイン、位相差を求
め、それをもとにナイキスト線図
を描くことができる
□ナイキスト線図から制御系の安
定判別ができる
□安定余裕の概念を説明できる

□ナイキスト線図を描くことがで
きる
□ナイキスト線図から制御系の安
定判別ができる

□ナイキスト線図を描くことがで
きない
□ナイキスト線図から制御系の安
定判別ができない

８．PID補償器および位相進み-遅
れ補償器を用いて，設計仕様を満
たすフィードバック制御系を設計
できる(C1-3)

□MATLAB等を用いて、制御対象
のインパルス応答、ステップ応答
をグラフ化できる。また、制御対
象の変化による影響を考察できる
□MATLAB等を用いて、ボード線
図、ナイキスト軌跡を描くことが
できる。また、ゲイン余裕・位相
余裕を読み取ることができる。
□PID補償器、位相進み-遅れ補償
器等、補償器を用いて、入力に対
する応答を改善することができる
。また、パラメータによる影響を
考察することができる

□MATLAB等を用いて、制御対象
のインパルス応答、ステップ応答
をグラフ化できる
□MATLAB等を用いて、ボード線
図、ナイキスト軌跡を描くことが
できる
□PID補償器、位相進み-遅れ補償
器等、補償器を用いて、入力に対
する応答を改善することができる

□MATLAB等を用いて、制御対象
のインパルス応答、ステップ応答
をグラフ化できない
□MATLAB等を用いて、ボード線
図、ナイキスト軌跡を描くことが
できない
□PID補償器、位相進み-遅れ補償
器等、補償器を用いて、入力に対
する応答を改善することができな
い

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

概要

　制御とは「制し，御する」こと，すなわち動くモノを意図するように動かすことである．本講義では、「制御」に関
する体系的な学問である制御理論の基礎において最も重要な概念である「フィードバック」の本質的利点について学習
する．特に，種々の対象システムから，制御に関する特性を数学的モデルという形で抽出し，このモデルに基づいてシ
ステムの挙動を解析し，制御系の設計理論を組み立てることを主眼に置く．中でも，1入力1出力システムの伝達関数表
現に基づいて古典制御の枠組で扱われてきたフィードバック制御系の解析と設計に関する内容を中心に進める．

授業の進め方と授業内
容・方法

授業は原則として講義を中心に行い、適宜課題演習、設計演習を行う。
講義は主に板書により進め、適宜例題や演習を交え、質問や議論をすることにより理解を深める。

注意点

1.評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
2.中間試験を授業時間内に実施することがあります。
3.この科目は学修単位科目であり、１単位あたり30時間の対面授業を実施します。併せて１単位あたり15時間の事前学
習・事後学習が必要となります。
4.到達目標(6)(7)(8)(C1-3）が標準基準（６割）以上で、かつ科目全体で６０点以上の場合に合格とする。評価項目に
ついては評価（ルーブリック）、評価基準については成績評価基準表（別紙）による。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 授業ガイダンス フィードバック制御系とフィードフォワード制御系の例を
挙げることができる

2週 ダイナミカルシステムの表現 身近な例をブロック線図にすることができる
3週 ラプラス変換 ダイナミカルシステムの伝達関数表現を理解できる
4週 ラプラス変換　演習 ダイナミカルシステムの伝達関数表現を理解できる

5週 制御系の表現 結合法則と等価変換を用いてブロック線図を簡単化するこ
とができる

6週 制御系の表現　演習 結合法則と等価変換を用いてブロック線図を簡単化するこ
とができる

7週 時間応答～インパルス応答、1次系の過渡応答～ ラプラス変換を応用して，時不変線形システムの時間応答
を求めることができる

8週 時間応答～2次系の過渡応答～ ラプラス変換を応用して，時不変線形システムの時間応答
を求めることができる

9週 システムの安定性　～過渡応答、極・零点～ システムの過渡応答特性を理解し，極の位置との関係につ
いて説明できる

10週 システムの安定性～ラウス・フルビッツの安定判別法～
システムの安定性の概念を理解し，ラウス・フルビッツの
方法により系が安定であるための必要十分条件を導くこと
ができる

11週 システムの安定性　演習 フィードバック制御系の感度特性・定常特性について説明
できる

12週 フィードバック制御系の特性　～感度、感度関数～ フィードバック制御系の感度特性・定常特性について説明
できる

13週 フィードバック制御系の特性　～開ループ伝達関数、定常
偏差～ 開ループ伝達関数、定常偏差について説明できる

14週 制御系の特性　演習 フィードバック制御系の感度特性・定常特性について説明
できる

15週 制御系の特性　演習② フィードバック制御系の感度特性・定常特性について説明
できる

16週

後期

1週 フィードバック制御系の安定性 伝達関数の根軌跡を描くことができる
2週 フィードバック制御系の安定性　～根軌跡～ 伝達関数の根軌跡を描くことができる

3週 周波数応答　～周波数応答と伝達関数～ システムの周波数応答を理解し，ベクトル軌跡を描くこと
ができる

4週 周波数応答　～ベクトル軌跡～ システムの周波数応答を理解し，ベクトル軌跡を描くこと
ができる

5週 周波数応答　～ボード線図～ システムの周波数応答を理解し，ボード線図を描くことが
できる

6週 周波数応答　演習 システムの周波数応答を理解し，ボード線図を描くことが
できる

7週 フィードバック制御系の安定性　～内部安定性～ フィードバック系の内部安定性の概念を理解することがで
きる



8週 フィードバック制御系の安定性　～ナイキストの安定判別
法～

ナイキスト線図を描いて系の安定性を判別することができ
る

9週 フィードバック制御系の安定性～ゲイン余裕、位相余裕～
システムの周波数応答を理解し，ボード線図を描くことが
できる
フィードバック系の内部安定性の概念を理解し，ナイキス
ト線図を描いて系の安定性を判別することができる

10週 フィードバック制御系の安定性　演習 ボード線図，ナイキスト線図を描いて系の安定性を判別す
ることができる

11週 制御系のロバスト性解析　～不確かさとロバスト性、ロバ
スト安定性～

フィードバック系の内部安定性の概念を理解し，ナイキス
ト線図を描いて系の安定性を判別することができる

12週 フィードバック制御系の設計法　～設計手順と性能評価～ PID補償器および位相進み-遅れ補償器を用いて，設計仕様
を満たすフィードバック制御系を設計できる

13週 フィードバック制御系の設計法　～PID補償、位相進み-遅
れ補償～

PID補償器および位相進み-遅れ補償器を用いて，設計仕様
を満たすフィードバック制御系を設計できる

14週 制御系設計　総合演習① PID補償器および位相進み-遅れ補償器を用いて，設計仕様
を満たすフィードバック制御系を設計できる

15週 制御系設計　総合演習② PID補償器および位相進み-遅れ補償器を用いて，設計仕様
を満たすフィードバック制御系を設計できる

16週
評価割合

中間試験 期末試験 総合演習レポー
ト ノート検査 合計

総合評価割合 35 35 15 15 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 35 35 15 15 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 学外実習Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 2019-307 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 4
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材 教科書なし
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

評価項目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
理解している。

社会人としての基本的なマナー理
解していない。

評価項目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
ついてわかりやすく説明できる。

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。

評価項目3  一日の作業内容を的確に報告でき
る。  一日の作業内容を報告できる。  一日の作業内容を報告できない。

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
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。

授業の進め方と授業内
容・方法

次の１、２のいずれかの方法をとる。
１．教務係が受理した受入企業の募集要項から学生が希望する企業を選び、実施する。
２．学生の希望を元にクラス担任が受入企業の実習内容を精査し、適当とみなした場合に実施する。

(1)口頭試問により社会人としてのコミュニケーションマナーを評価する。
(2)実習報告書の内容とそれに関する口頭試問により、企業における業務の遂行方法を説明できるかを評価する。
(3)作業日誌により、一日の作業報告が的確にできるかを評価する。

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 学内の事前説明会にて、手続きやビジネスマナーについて
学習する 参加必須

2週 必要書類の準備と提出 志望動機、自己PRを作成する
3週 インターンシップ実施 受け入れ先企業にて設定
4週 実習の成果を報告書にまとめ、発表する 過不足なく説明できる
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
実習報告書 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 0 0 0 0
分野横断的能力 70 20 10 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電磁気学Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2019-297 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 電子制御工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 基礎電磁気学　改訂版　山口昌一郎著　電気学会　（発行元　オーム社）
担当教員 遠山 和之
到達目標
電磁場での基本的な現象や法則など（アンペアの右ねじの法則、ビオ・サバ―ルの法則、アンペアの法則、磁界のベクトル・ポテンシャル、ホ
ール効果、ファラデーの法則、磁性体の磁化率、透磁率、ヒステリシス、マクスウェルの方程式、ポインティング・ベクトル）を理解して以下
の列記した各項目を行うことができる。
（１）電磁気学の簡単な問題を解く際にこれらの法則を活用して式を立て解を導くことができる。
（２）電磁場での基本的な法則を適用できる複合・融合領域に関する課題について、電磁気学の知識を適用し、考察することができる。（B1-3)
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

１．電磁気学の簡単な問題を解く
際にこれらの法則を活用して式を
立て解を導くことができる。

□電磁場での基本的な法則を理解
して、電磁気学の応用的な問題を
解くことができる。

□アンペアの右ねじの法則、ビオ
・サバ―ルの法則、アンペアの法
則、磁界のベクトル・ポテンシャ
ル、ファラデーの法則、磁性体の
磁化率、透磁率、ヒステリシス、
マクスウェルの方程式、ポインテ
ィング・ベクトルを用いて、簡単
な問題を解くことができる。

□アンペアの右ねじの法則、ビオ
・サバ―ルの法則、アンペアの法
則、磁界のベクトル・ポテンシャ
ル、ファラデーの法則、磁性体の
磁化率、透磁率、ヒステリシス、
マクスウェルの方程式、ポインテ
ィング・ベクトルを知っている。

２．電磁場での基本的な法則を適
用できる複合・融合領域に関する
課題について、電磁気学の知識を
適用し、考察することができる。
（B1-3)

□電磁場での基本的な法則を理解
して、例えば電動機のトルクやモ
ーメントを求めることができる。

□電磁場での基本的な法則を理解
し、例えば電動機が回転する原理
を説明することができる。

□電磁場での基本的な法則を知っ
ているが、電磁気学を用いて解く
課題に適用できない。

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

概要

電磁気学は、力学と並んで物理学の基礎をなす重要な分野である。電磁気学では、その名の示すように、電気と磁気の
現象を対象とする。電磁場は電荷や電流の働きによって空間に生じるある種の変化であり、それは力学で扱う「物体の
運動」と違って、目に見えない。電磁気についての日常経験、電磁場に対する実感というものが皆無に等しい。電磁気
学Ⅰで学んだ簡単な静電場（時間的に変動しない静的な電場）を基礎として、電磁気学Ⅱでは「第７章　磁界」「第
８章　電磁誘導」「第９章　インダクタンス」「第１１章　磁性体」「第１２章　電磁波」について学ぶ。

授業の進め方と授業内
容・方法 授業は、自ら学び理解することを実践するため、毎回、授業計画で示した範囲の簡単な課題プリントを提出する。

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。
3.到達目標2(B1-3)については、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。
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

後期

1週
ガイダンス
第7章　磁界
7.1　磁気現象、7.2　アンペアの右ねじの法則、7.3　ビ
オ・サバ―ルの法則

電流が作る磁界をビオ・サバールの法則を用いて計算でき
る。
電流が作る磁界をアンペールの法則を用いて計算できる。

2週

第7章　磁界
7.3　ビオ・サバ―ルの法則
7.3.1　無限長線状電流による磁界
7.4　アンペアの法則
7.4.1　アンペアの周回積分の法則(積分形)

電流が作る磁界をアンペールの法則を用いて計算できる。

3週
第7章　磁界
7.4　アンペアの法則
7.4.1　アンペアの周回積分の法則(積分形)

電流が作る磁界をアンペールの法則を用いて計算できる。

4週
第7章　磁界
7.5　磁界のポテンシャル
7.6　磁界中の電流（運動電荷）の受ける力

磁界中の電流に作用する力を説明できる。

5週
第7章　磁界
7.7　平行導線の電流間に働く電磁力、7.9　ホール効果、
7.10　電磁力による仕事

磁界中の電流に作用する力を説明できる。

6週
第８章　電磁誘導
8.1　ファラデーの法則
8.2　交流の発生、8.3　磁界中を運動する導体に生じる起
電力

ローレンツ力を説明できる。
電磁誘導を説明でき、誘導起電力を計算できる。

7週
第８章　電磁誘導
8.4　電気・機械エネルギー変換、8.5　渦電流
第９章　インダクタンス
9.1　自己インダクタンス、9.2　相互インダクタンス

自己誘導と相互誘導を説明できる。

8週
第９章　インダクタンス
9.3　相互インダクタンスと自己インダクタンスとの関係
9.4　インダクタンスの接続、9.5　インダクタンスの計算
例

自己インダクタンス及び相互インダクタンスを求めること
ができる。

9週
第９章　インダクタンス
9.5　インダクタンスの計算例
9.6　磁界に蓄えられるエネルギー

自己インダクタンス及び相互インダクタンスを求めること
ができる。
磁気エネルギーを説明できる。



10週
第１１章　磁性体
11.1　物質の磁性、11.2　磁化の強さ、11.3　磁化率と透
磁率
11.4　強磁性体の磁化

磁性体と磁化及び磁束密度を説明できる。

11週
第１１章　磁性体
11.5　磁化に要するエネルギー、11.6　ヒステリシス損失
11.7　磁気回路、11.8　エアギャップをもつ磁気回路

磁気エネルギーを説明できる。

12週
第１１章　磁性体
11.9　飽和特性をもつ鉄心とエアギャップとからなる磁気
回路、11.10　磁束についてのガウスの法則

磁性体と磁化及び磁束密度を説明できる。
電流が作る磁界をアンペールの法則を用いて計算できる。

13週
第１１章　磁性体
11.11　境界面におけるＢとＨ
11.12　棒状磁性体の磁化、11.13　永久磁石

電流が作る磁界をアンペールの法則を用いて計算できる。
ベクトルの定義を理解し、ベクトルの基本的な計算(和・差
・定数倍)ができ、大きさを求めることができる。
平面および空間ベクトルの成分表示ができ、成分表示を利
用して簡単な計算ができる。
平面および空間ベクトルの内積を求めることができる。
問題を解くために、ベクトルの平行・垂直条件を利用する
ことができる。

14週
第１２章　電磁波
12.1　変位電流、12.2　マクスウェルの方程式
12.3　マクスウェルの方程式の解（波動方程式）

変位電流を説明できる。
マクスウェル方程式を説明できる。

15週
第１２章　電磁波
12.4　平面波、12.5　損失のある誘電体中の電磁波、12.6
　導体と電磁波
12.7　ポインティング・ベクトル

ポインティング・ベクトルを説明できる。

16週
評価割合

中間試験 期末試験 課題プリント 合計
総合評価割合 30 30 40 100
１．電磁気学の簡単な問題
を解く際にこれらの法則を
活用して式を立て解を導く
ことができる。

30 30 0 60

２．電磁場での基本的な法
則を適用できる複合・融合
領域に関する課題について
、電磁気学の知識を適用し
、考察することができる。
（B1-3)

0 0 40 40



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 （学際科目）社会と工学
科目基礎情報
科目番号 2019-317 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 4
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 なし
担当教員 大庭 勝久,大津 孝佳,山之内 亘,長縄 一智,喜多 和,古川 一実
到達目標
　以下に示す４項目について修得する．
(1) 地域社会の産業について説明できる．
(2) 地域社会の抱える課題と問題点を，チーム単位で見出すことができる．(C3-2)
(3) 問題点を見出すことの必要性を説明できる．
(4) 知的財産権について説明できる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの
目安(秀)

優秀な到達レベルの目
安(優)

標準的な到達レベルの
目安

修得できたと判断でき
る到達レベルの目安
(可)

未到達レベルの目安

１．地域社会の特徴に
ついて説明できる．

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

□ 地域社会の様々な特
徴について説明できる
．

□地域社会の特徴につ
いて説明できる．

□ 地域社会の特徴につ
いて部分的に説明でき
る．

□ 地域社会の特徴につ
いて説明できない。

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

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

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

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

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

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

２-2．地域社会が抱え
る問題点を見出すこと
ができる．

□地域社会が抱える
問題点を提示し，有効
な解決法を提示できる
．

□地域社会が抱える
問題点を提示し、問題
点の背景を提示できる
．

□地域社会が抱える
問題点を提示すること
ができる。

□地域社会が抱える
問題点を部分的に提示
することができる

□地域社会が抱える
問題点を提示すること
ができない。

３．問題点を見出すこ
との必要性を説明でき
る．

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

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

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

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

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

４．知的財産権につい
て説明できる．

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

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

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

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

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ・ガイダンス
・知財教育（1）

・本教科にて習得すべき事項が理解できる。
・発想法について理解できる。

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

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

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

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

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



15週 ・グループワーキング
優雄テーマ発表。

各クラスにおける最優秀テーマについて発表を聴講し、内
容が理解できる。

16週
評価割合

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

20 0 0 0 0 0 20

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

10 0 5 5 0 0 20

２-2．地域社会
の産業が抱える
問題点を見出す
ことができる．

10 0 5 5 0 0 20

３．問題点を見
出すことの必要
性を説明できる
．

20 0 0 0 0 0 20

４．知的財産権
について説明で
きる．

0 20 0 0 0 0 20



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電磁気学Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 2019-296 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 電子制御工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 基礎電磁気学　改訂版　山口昌一郎著　電気学会　（発行元　オーム社）
担当教員 遠山 和之
到達目標
静電場での基本的な法則（クーロンの法則、ガウスの法則、ストークスの定理、ポアソン方程式、ラプラス方程式、電気影像法）を理解して以
下の列記した各項目を行うことができる。
（１）電磁気学の簡単な問題を解く際にこれらの法則を活用して式を立て解を導くことができる。
（２）静電場での基本的な法則を適用できる複合・融合領域に関する課題について、電磁気学の知識を適用し、考察することができる。(B1-3)
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

１．電磁気学の簡単な問題を解く
際にこれらの法則を活用して式を
立て解を導くことができる。

静電場での基本的な法則を理解し
て、電磁気学の応用的な問題を解
くことができる。

静電場での基本的な法則を理解し
て、電磁気学の簡単な問題を解く
ことができる。

クーロンの法則、ガウスの法則、
ストークスの定理、ポアソン方程
式、ラプラス方程式、電気影像法
を知っているが、これらの法則を
用いて簡単な問題を解くことがで
きない。

２．静電場での基本的な法則を適
用できる複合・融合領域に関する
課題について、電磁気学の知識を
適用し、考察することができる。
(B1-3)

静電場での基本的な法則を理解し
、例えば、誘電体中の電荷分布か
ら、電界や電位を求めることがで
きる。

静電場での基本的な法則を理解し
、例えば、誘電体中の電荷分布か
ら、電界や電位を求める方法を説
明できる。

静電場での基本的な法則を知って
いるが、電界や電位を求める課題
に適用し求めることができない。

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

概要

電磁気学は、力学と並んで物理学の基礎をなす重要な分野である。電磁気学では、その名の示すように、電気と磁気の
現象を対象とする。電磁場は電荷や電流の働きによって空間に生じるある種の変化であり、それは力学で扱う「物体の
運動」と違って、目に見えない。電磁気についての日常経験、電磁場に対する実感というものが皆無に等しい。電磁気
学Ⅰでは、簡単な静電場（時間的に変動しない静的な電場）を中心に、「第１章　電荷と電界」「第２章　電位」「第
３章　様々な帯電体による電界」「第４章　静電容量」「第５章　誘電体」「第６章　電流と抵抗」について学ぶ。

授業の進め方と授業内
容・方法 授業は、授業ごとに配布するプリントの問題を各自で考える形で進める。　

注意点

1.評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
2.中間試験を授業時間内に実施することがあります。
3.到達目標2(B1-3)については、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。
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
ガイダンス
第1章　電荷と電界
1.1　電荷、1.2　物質の電気的性質
1.3　静電誘導、1.4　クーロンの法則

導体と不導体の違いについて、自由電子と関連させて説明
できる。
クーロンの法則が説明できる。
クーロンの法則から、点電荷の間にはたらく静電気力を求
めることができる。

2週
第1章　電荷と電界
1.5　電界、1.6　複数個の点電荷による電界
1.8　電気力線

電場について説明できる。
電界、電位、電気力線、電束を説明でき、これらを用いた
計算ができる。

3週
第1章　電荷と電界
1.9　電気力線の密度と電界の強さ
1.10　電束と電束密度、1.11　ガウスの法則

電界、電位、電気力線、電束を説明でき、これらを用いた
計算ができる。
ガウスの法則を説明でき、電界の計算に用いることができ
る。

4週
第2章　電位
2.1　電界中での電荷を移動するのに要する仕事、2.2　電
位、2.3　電位差
2.4　電位の傾き、2.5　電気力線と等電位面

電場・電位について説明できる。
ガウスの法則を説明でき、電界の計算に用いることができ
る。

5週
第2章　電位
2.6　ベクトルの回転とストークスの定理
2.7　静電界の保存性、2.8　静電界のラプラスとポアソン
の方程式

電場・電位について説明できる。

6週
第3章　種々な帯電体による電界
3.1　電気双極子
3.2　一様に帯電した球の電界、3.3　表面に一様に帯電し
た球の電界

導体の性質を説明でき、導体表面の電荷密度や電界などを
計算できる。
ベクトルの定義を理解し、ベクトルの基本的な計算(和・差
・定数倍)ができ、大きさを求めることができる。
ガウスの法則を説明でき、電界の計算に用いることができ
る。

7週
第3章　種々な帯電体による電界
3.4　一様に帯電した無限長円筒の電界
3.5　一様に帯電した無限平面の電界

導体の性質を説明でき、導体表面の電荷密度や電界などを
計算できる。
平面および空間ベクトルの成分表示ができ、成分表示を利
用して簡単な計算ができる。
平面および空間ベクトルの内積を求めることができる。
問題を解くために、ベクトルの平行・垂直条件を利用する
ことができる。
ガウスの法則を説明でき、電界の計算に用いることができ
る。



8週
第4章　静電容量
4.1　導体の電荷分布と電界、4.2　導体表面に働く力、
4.3　静電容量

導体の性質を説明でき、導体表面の電荷密度や電界などを
計算できる。

9週
第4章　静電容量
4.4　静電容量の計算、4.5　電位係数と容量係数、4.6　
電気映像法

導体の性質を説明でき、導体表面の電荷密度や電界などを
計算できる。
静電容量を説明でき、平行平板コンデンサ等の静電容量を
計算できる。
コンデンサの直列接続、並列接続を説明し、その合成静電
容量を計算できる。

10週
第4章　静電容量
4.8　静電容量に蓄えられるエネルギー
4.9　電界に蓄えられるエネルギー密度
4.10　並行平板コンデンサの電極間に働く力

導体の性質を説明でき、導体表面の電荷密度や電界などを
計算できる。
静電容量を説明でき、平行平板コンデンサ等の静電容量を
計算できる。
静電エネルギーを説明できる。

11週
第5章　誘電体
5.1　誘電体、5.2　誘電体の分極
5.3　誘電体中の電界

誘電体と分極及び電束密度を説明できる。

12週
第5章　誘電体
5.4　誘電体中の電束密度と電界の強さ
5.5　誘電体中の電荷に働く電気力

誘電体と分極及び電束密度を説明できる。

13週
第5章　誘電体
5.6　2種類の誘電体の境界面におけるDとE
5.7　誘電体中に蓄えられるエネルギー

静電エネルギーを説明できる。

14週

第5章　誘電体
5.8　誘電体を満たした並行平板コンデンサの電極間に働く
力
第6章　電流と抵抗
6.1　電流、6.3　導体の抵抗と抵抗率

静電容量を説明でき、平行平板コンデンサ等の静電容量を
計算できる。

15週
第6章　電流と抵抗
6.4　抵抗率の温度係数
6.10　オームの法則の微分形と電流連続の式

電流連続の式を説明できる。

16週
評価割合

前期中間試験 前期末試験 課題 合計
総合評価割合 30 30 40 100
１．電磁気学の簡単な問題
を解く際にこれらの法則を
活用して式を立て解を導く
ことができる。

30 30 0 60

２．静電場での基本的な法
則を適用できる複合・融合
領域に関する課題について
、電磁気学の知識を適用し
、考察することができる。
(B1-3)

0 0 40 40



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 日本事情
科目基礎情報
科目番号 2019-315 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 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 教員が用意した資料プリントを必要に応じて配布
担当教員 （社会科 非常勤講師）,金澤 麻理子
到達目標
日本の自然と文化について基本的な事柄を理解し、他の学生の意見を聞いて理解し議論をし、与えられたテーマについて日本語の作文ができる
。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

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

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

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

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ４
教育方法等
概要 日本において留学生が円滑な日常生活を送り、卒業後、十分活躍できるように日本の自然と文化に関する基礎的な知識

を身につけさせる。

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション 前期授業で扱うテーマの紹介と解説を聞き、その概要を理
解できる

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

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

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

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

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

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

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

13週 日本の文化と遊び（5） 季節ごとの行事や習わしについて理解できる

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

15週 高専祭に向けて（1）
高専祭への出展を企画・準備する中で、日本との違いを踏
まえて、母国の社会や文化について、日本語で説明するこ
とができる。

16週

後期

1週 高専祭に向けて（2）
高専祭への出展を企画・準備する中で、日本との違いを踏
まえて、母国の社会や文化について、日本語で説明するこ
とができる。

2週 高専祭に向けて（3）
高専祭への出展を企画・準備する中で、日本との違いを踏
まえて、母国の社会や文化について、日本語で説明するこ
とができる。

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

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

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

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



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

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

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

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

13週 日本文学を読む（1） 日本の代表的な文学者の作品を読み理解できる
14週 日本文学を読む（2） 日本の代表的な文学者の作品を読み理解できる
15週 日本文学を読む（3） 日本の代表的な文学者の作品を読み理解できる
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 （学際科目）医用工学基礎Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2019-319 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 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 床工学シリーズ「医用工学概論」　島津秀昭他著　日本生体医工学会監修　(コロナ社)　
担当教員 小村 元憲
到達目標
本科3年後期の「医用工学基礎I」で学んだ生体物性の理解のもとに、電気的、力学的、化学的信号として生体物性を計測し、処理することがで
きる。特に、現在開発されている計測・診断・治療にかかわる医用機器の動作原理を理解し、医学・医療における機器工学の重要性を説明でき
る。これらの知見を基盤とし、医療機器の開発者もしくは臨床工学技士として活用できる、基本的な考え方と姿勢を身につける。
・計測・診断にかかわる医用機器の原理及び使用上の注意点を説明できる．
・治療にかかわる医用機器の原理及び使用上の注意点を説明できる．
ルーブリック

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

計測・診断にかかわる医用機器の
原理及び使用上の注意点を説明で
きる．

計測・診断にかかわる医用機器の
原理を説明できる．

計測・診断にかかわる医用機器の
原理を説明できない．

治療にかかわる医用機器の原理及
び使用上の注意点を説明できる．

治療にかかわる医用機器の原理及
び使用上の注意点を説明できる．

治療にかかわる医用機器の原理を
説明できる．

治療にかかわる医用機器の原理を
説明できない．

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

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

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

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

6週 計測・診断にかかわる医用機器(5) 超音波診断装置を説明できる。
7週 計測・診断にかかわる医用機器(6) X線CTを説明できる。
8週 計測・診断にかかわる医用機器(7) MRIを説明できる。
9週 計測・診断にかかわる医用機器(8) MRIを説明できる。
10週 治療にかかわる医用機器(1) 血液浄化装置を説明できる。
11週 治療にかかわる医用機器(2) 体外循環装置を説明できる。
12週 治療にかかわる医用機器(3) 人工呼吸器を説明できる。
13週 治療にかかわる医用機器(4) ペースメーカ・除細動器を説明できる。
14週 治療にかかわる医用機器(5) 電気メス・電撃に対する人体反応を説明できる。
15週 授業のまとめ これまでの授業内容を理解し説明できる。
16週

評価割合
試験 レポート課題 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電子機械設計演習
科目基礎情報
科目番号 2019-303 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 1
開設学科 電子制御工学科 対象学年 4
開設期 集中 週時間数 1
教科書/教材 なし
担当教員 牛丸 真司,鈴木 静男,大沼 巧,小谷 進,青木 悠祐
到達目標
１．電子機械設計製作の授業で用いる標準走行体（MIRS標準機）の技術要素を理解し、それを説明できる。
２．標準走行体を用いてミニ競技会として指定された課題をクリアすることができる。
３．チームのシステム提案の内容をまとめ、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(可) 未到達レベルの目安

標準走行体の技術要素の理解と説
明

標準走行体の技術要素を十分に理
解し、それをわかりやすく説明で
きる。

標準走行体の技術要素を理解し、
それを説明できる。

標準走行体の技術要素を理解して
おらす、それを説明できない。

ミニ競技会の指定課題のクリア 指定された課題を十分的にクリア
できる。

指定された課題を基本的にクリア
できる。

指定された課題を基本的にクリア
できない。

システム提案のまとめと説明
チームのシステム提案をわかりや
すくまとめ、それを説得力をもっ
て説明できる。

チームのシステム提案をまとめ、
それを説明できる。

チームのシステム提案のまとめ、
それを説明することがができない
。

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 【本校学習・教育目標（本科のみ）】 ５
教育方法等

概要
電子機械設計製作の授業で使用する標準走行体（MIRS標準機）を用いて、体験入学時に実施するミニ競技会の課題をク
リアするシステムを構築する。このときハードウェアの変更は指定された範囲内で行うものとする。開発したシステム
は一日体験休がで披露する。この開発は電子機械設計製作のチーム単位で行う。また、各チームで提案したオリジナル
システムのシステム提案の内容をポスターにまとめ、一日体験入学で参加者に説明する

授業の進め方と授業内
容・方法

下記休業前の放課後の時間帯および一日体験入学の日を含む夏季休業中の集中講義として実施する。
電子機械設計製作のチーム単位で協力して実施する。

注意点
電子機械設計製作の授業と連動させて行うので、全員が受講することが望ましい。
下記休業中に課題の実施ができない場合は放課後の時間帯で必要な課題を実施すること。
特別な事情がない限り、一日体験入学当日は参加すること。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス、課題説明 ミニ競技会の課題内容について説明できる。

2週 システム検討（対ミニ競技会） ミニ競技会の課題をクリアするためのシステムについて検
討することができる。

3週 システム検討（対ミニ競技会） ミニ競技会の課題をクリアするためのシステムについて検
討することができる。

4週 システム開発計画作成 ミニ競技会に向けたシステム開発計画を作成することがで
きる。

5週 システム開発（対ミニ競技会） ミニ競技会に向けたシステムを開発する。
6週 システム開発（対ミニ競技会） ミニ競技会に向けたシステムを開発する。
7週 システム開発（対ミニ競技会） ミニ競技会に向けたシステムを開発する。
8週 システム開発（対ミニ競技会） ミニ競技会に向けたシステムを開発する。
9週 システム提案のポスター制作 システム提案の内容をポスターにまとめることができる。
10週 システム提案のポスター制作 システム提案の内容をポスターにまとめることができる。
11週 システム提案のポスター制作 システム提案の内容をポスターにまとめることができる。

12週 ミニ競技会、システム提案発表（一日体験入学） ミニ競技会において開発したシステムを動作させることが
できる。システム提案の内容を説明することができる。

13週 ミニ競技会、システム提案発表（一日体験入学） ミニ競技会において開発したシステムを動作させることが
できる。システム提案の内容を説明することができる。

14週 ミニ競技会、システム提案発表（一日体験入学） ミニ競技会において開発したシステムを動作させることが
できる。システム提案の内容を説明することができる。

15週 ミニ競技会、システム提案発表（一日体験入学） ミニ競技会において開発したシステムを動作させることが
できる。システム提案の内容を説明することができる。

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
システム開発計
画書 実施報告書 ミニ競技会結果 システム提案ポ

スター発表 貢献度 合計

総合評価割合 15 15 30 30 10 0 100
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 15 15 30 30 10 0 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電子制御工学実験
科目基礎情報
科目番号 2019-301 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 学修単位: 3
開設学科 電子制御工学科 対象学年 4
開設期 通年 週時間数 3
教科書/教材 実験指導書をホームページに掲載するか、プリントを配布する。
担当教員 牛丸 真司,遠山 和之,鄭 萬溶,鈴木 静男,小谷 進
到達目標
1. 実験指導書にしたがって、班員と協力して的確に実験を行うことができる。(E1-3)
2. 実験結果に対して的確な考察を行うことができる。
3. 実験の内容と結果およびその考察をレポートにまとめ、期限内に提出できる。
4. 実験の原理、結果、考察等を口頭で説明できる。
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(E1-3)

□実験指導書に沿った実験を正確
かつ迅速にできる。
□班員全員と十分なコミュニケー
ションを取りながら、効率的に実
験できる。

□実験指導書に沿った実験ができ
る。
□班員と協力して実験できる。

□実験指導書に沿った実験ができ
ない。
□班員と協力して実験できない。

評価項目2 □実験結果に対して的確で深みの
ある考察を行うことができる。

□実験結果に対して的確な考察を
行うことができる。

□実験結果に対して的確な考察を
行うことができない。

評価項目3
□実験レポートに、内容・結果・
考察が漏れなく記載され、かつよ
く整理され見やすくまとめられて
いる。

□レポートを期限内に提出できる
。
□実験レポートに、内容・結果・
考察が漏れなく記されている。

□レポートを期限内に提出できな
い。
□実験レポートに、内容・結果・
考察が漏れなく記されていない。

評価項目4 □実験の原理、結果、考察等を明
確に説明できる。

□実験の原理、結果、考察等を説
明できる。

□実験の原理、結果、考察等を説
明できない。

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）】 ５ 【プログラム学習・教育目標 】 E
教育方法等

概要
講義で学習した内容を実験や数値シミュレーションによって理解を深めると共に、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、就職懇談会の
実施により、技術者として何が必要とされているかを自覚する機会を提供する。

授業の進め方と授業内
容・方法

実験は1班4人の10班編成とし、各実験テーマを実験予定表に従って順次実施する。実験予定表はガイダンス時に配布す
ると共に、学科ホームページにて公開する。
授業目標の達成度を実験の実施状況、レポート、口頭試問によって、成績評価基準表（別紙）にしたがって評価する。

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

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 実験を実施するにあたっての必要事項を説明できる。

2週 (a) 微分方程式の数値解法 実験内容を理解し、指導書に沿って実験を行うことができ
る。

3週 (a) 微分方程式の数値解法 実験内容を理解し、指導書に沿って実験を行うことができ
る。

4週 (a) 微分方程式の数値解法 実験結果について考察を行い、レポートにまとめることが
できる。

5週 (b) LabVIEWによる計測機器の制御 実験内容を理解し、指導書に沿って実験を行うことができ
る。

6週 (b) LabVIEWによる計測機器の制御 実験結果について考察を行い、レポートにまとめることが
できる。

7週 (c) Raspberry PiとArduinoを用いた機器制御 実験内容を理解し、指導書に沿って実験を行うことができ
る。

8週 (c) Raspberry PiとArduinoを用いた機器制御 実験内容を理解し、指導書に沿って実験を行うことができ
る。

9週 (c) Raspberry PiとArduinoを用いた機器制御 実験結果について考察を行い、レポートにまとめることが
できる。

10週 (d) Raspberry Pi上でのディープラーニングによる画像認
識

実験内容を理解し、指導書に沿って実験を行うことができ
る。

11週 (d) Raspberry Pi上でのディープラーニングによる画像認
識

実験内容を理解し、指導書に沿って実験を行うことができ
る。

12週 (d) Raspberry Pi上でのディープラーニングによる画像認
識

実験結果について考察を行い、レポートにまとめることが
できる。

13週 (e)ニューラルネットワークによる手書き数字認識 実験内容を理解し、指導書に沿って実験を行うことができ
る。

14週 (e)ニューラルネットワークによる手書き数字認識 実験内容を理解し、指導書に沿って実験を行うことができ
る。

15週 (e)ニューラルネットワークによる手書き数字認識 実験結果について考察を行い、レポートにまとめることが
できる。

16週
後期 1週 ガイダンス 実験を実施するにあたっての必要事項を説明できる。



2週 (f) 光の速度測定 実験内容を理解し、指導書に沿って実験を行うことができ
る。

3週 (f) 光の速度測定 実験結果について考察を行い、レポートにまとめることが
できる。

4週 (g) 最適化問題の解法 実験内容を理解し、指導書に沿って実験を行うことができ
る。

5週 (g) 最適化問題の解法 実験内容を理解し、指導書に沿って実験を行うことができ
る。

6週 (g) 最適化問題の解法 実験結果について考察を行い、レポートにまとめることが
できる。

7週 (h) 電気素量の測定 実験内容を理解し、指導書に沿って実験を行うことができ
る。

8週 (h) 電気素量の測定 実験内容を理解し、指導書に沿って実験を行うことができ
る。

9週 (h) 電気素量の測定 実験結果について考察を行い、レポートにまとめることが
できる。

10週 (i) Qメータによる回路素子および誘電損失の測定 実験内容を理解し、指導書に沿って実験を行うことができ
る。

11週 (i) Qメータによる回路素子および誘電損失の測定 実験内容を理解し、指導書に沿って実験を行うことができ
る。

12週 (i) Qメータによる回路素子および誘電損失の測定 実験結果について考察を行い、レポートにまとめることが
できる。

13週 (j) Mathematicaによる数値シミュレーション 実験内容を理解し、指導書に沿って実験を行うことができ
る。

14週 (j) Mathematicaによる数値シミュレーション 実験内容を理解し、指導書に沿って実験を行うことができ
る。

15週 (j) Mathematicaによる数値シミュレーション 実験結果について考察を行い、レポートにまとめることが
できる。

16週
評価割合

実験態度 考察 レポート 口頭試問 合計
総合評価割合 30 20 30 20 100
基礎的能力 0 0 0 0 0
専門的能力 30 20 30 20 100
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 平成31年度 (2019年度) 授業科目 工学数理演習
科目基礎情報
科目番号 2019-294 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: 1
開設学科 電子制御工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 前期:0 後期:2

教科書/教材 次の教科書から適宜項目を選んでプリントを配布する。１）基礎数学、高遠節夫ほか著、大日本図書　２）新確率統計
、高遠節夫ほか著、大日本図書

担当教員 鈴木 静男
到達目標
１．確率の概念を理解し、事象が起こる確率を計算できる。(B1-3)
２．確率分布の概念を理解し、標本に関する量を計算できる。
３．基本的な分布を理解する。
４．統計学の諸概念を理解し、基本的統計量を計算できる。(B1-3)
５．統計的検定を行うことができる。
６．測定で得られた数値の組から回帰分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
確率の概念を理解し、事象が起こ
る確率を計算できる。(B1-3)

確率の概念を理解し、事象が起こ
る確率を幅広い実例に対して計算
できる。

確率の概念を理解し、事象が起こ
る確率を計算できる。

確率の概念を理解し、事象が起こ
る確率を計算できない。

評価項目2
確率分布の概念を理解し、標本に
関する量を計算できる。

確率分布の概念を理解し、標本に
関する量を幅広い実例に対して計
算できる。

確率分布の概念を理解し、標本に
関する量を計算できる。

確率分布の概念を理解し、標本に
関する量を計算できない。

評価項目3
基本的な分布を理解する。

基本的な分布を理解できるととも
に具体的な例を挙げることができ
る。　

基本的な分布を理解できる。 基本的な分布を理解できない。

評価項目4
統計学の諸概念を理解し、基本的
統計量を計算できる。(B1-3)

統計学の諸概念を理解し、基本的
統計量を幅広い実例に対して計算
できる。

統計学の諸概念を理解し、基本的
統計量を計算できる。

統計学の諸概念を理解し、基本的
統計量を計算できない。

評価項目5
統計的検定を行うことができる。

統計的検定を行うことができると
ともに具体的な例を挙げることが
できる。

統計的検定を行うことができる。 統計的検定を行うことができない
。

評価項目6
測定で得られた数値の組から回帰
分析することができる。

幅広い実例に対して回帰分析を適
用することができる。

測定で得られた数値の組から回帰
分析することができる。

測定で得られた数値の組から回帰
分析することができない。

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

概要
確率・統計の概念の系統的な理解を通して、数学の知識の習得と技能の習熟を図る。また、工学系の例題を解くことで
基本的な考え方と応用力を養う。授業では、不確定現象の確率的把握、工学分野でよく用いられる分布、統計解析（標
本分布・推定・線形回帰モデル）を扱う。

授業の進め方と授業内
容・方法 毎回プリントが配布され、練習問題を解いて、提出します。

注意点
1.評価については、評価割合に従って行ないます。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
2.中間試験を授業時間内に実施することがあります。
3.到達目標１及び４（B1-3）が標準基準（６割）以上で、かつ科目全体で６０点以上の場合に合格とする。評価項目に
ついては評価（ルーブリック）、評価基準については成績評価基準表（別紙）による。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス 授業計画の説明、順列と組合せについて説明できる。
2週 確率 確率の定義と性質について説明できる。
3週 確率 いろいろな確率　その１を説明できる。
4週 確率 いろいろな確率　その２を説明できる。
5週 確率 1次元のデータ　その１を説明できる。
6週 確率 1次元のデータ　その２を説明できる。
7週 確率 2次元のデータを説明できる。
8週 確率 これまでのまとめを説明できる。
9週 確率・統計 確率変数と確率分布　その１を説明できる。
10週 確率・統計 確率変数と確率分布　その２を説明できる。
11週 確率・統計 確率変数と確率分布　その３を説明できる。
12週 統計 統計量と標本分布を説明できる。
13週 統計 母数の推定を説明できる。
14週 統計 単回帰分析を説明できる。
15週 確率・統計 これまでのまとめ
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ 課題レポート 合計

総合評価割合 60 0 0 0 0 40 100
基礎的能力 40 0 0 0 0 25 65



専門的能力 20 0 0 0 0 15 35
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 （学際科目）有機材料化学基
礎

科目基礎情報
科目番号 2019-318 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 4
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 伊与田正彦・横山 泰・西長亨（2007）マテリアルサイエンス有機化学　東京化学同人
担当教員 山根 説子
到達目標
有機化学の基礎を理解し、有機分子の化学結合の特徴から有機材料（色素、液晶材料、EL素子、導電性高分子、有機磁性体、超分子）の物性の
挙動を説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

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

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

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

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

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

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

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

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電子制御工学演習A
科目基礎情報
科目番号 2019-305 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 4
開設期 集中 週時間数 4
教科書/教材 わかりやすい振動工学（共立出版）数学の教科書、LabVIEW実践集中コース１、myRIOプロジェクトガイド等
担当教員 遠山 和之,青木 悠祐
到達目標
(1)数学・物理学・力学・その他専門科目の用語を理解し、慣れて、使えるようになる。
(2)学習を進めるうえでわからない点があれば、不明な点を整理し、学生自ら担当教員に積極的に相談に行くことができる。
(3)Solidworks等の設計ソフトウェアを用いて、図面が作成できるようになる。
(4)Arduino等のマイコンを用いて、電子回路を製作できるようになる。
(5)センサ等を用いた簡単なデジタル回路を組み、その基本的な動作を理解できる。
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
数学・物理学・力学・その他専門
科目の用語を理解し、慣れて、使
うことができる

数学・物理学・力学・その他専門
科目の用語を理解することができ
る

数学・物理学・力学・その他専門
科目の用語を理解することができ
ない

評価項目2
自学自習を進め、不明な点は自ら
解決法を考えると共に、担当教員
に積極的に相談に行くことができ
る。

学習を進めるうえでわからない点
があれば、不明な点を整理し、学
生自ら担当教員に積極的に相談に
行くことができる。

学習を進めるうえでわからない点
があれば、不明な点を整理し、学
生自ら担当教員に積極的に相談に
行くことができない

評価項目3
要求仕様をもとに、アイディアを
具現化し、Solidworks等の設計ソ
フトウェアを用いて、図面が作成
できる

Solidworks等の設計ソフトウェア
を用いて、図面が作成できる

Solidworks等の設計ソフトウェア
を用いて、図面が作成できない

評価項目4
Arduino等のマイコンを用いて、電
子回路を製作し、機器制御を行う
ことができる

Arduino等のマイコンを用いて、電
子回路を製作できる

Arduino等のマイコンを用いて、電
子回路を製作できない

評価項目5
センサ等を用いた簡単なデジタル
回路を組み、その基本的な動作を
理解するとともに、実際にデータ
計測を行うことができる。

センサ等を用いた簡単なデジタル
回路を組み、その基本的な動作を
理解できる。

センサ等を用いた簡単なデジタル
回路を組み、その基本的な動作を
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

個々の編入学生の高等学校での教育課程を考慮して、本学科高学年の専門課程を学ぶ上で必要不可欠な数学・物理学・
力学に関する知識の不足分を教授しながら、高等教育機関における基本的な勉強姿勢を指導する。特に高校課程におけ
る力学分野を微分・積分およびベクトルを用いて再構成し、工学数理Ⅰ、力学、数学の基礎的な教材の中から基礎的な
問題の反復演習を重点的に行う中で、学生が自立的に目標設定を行い、学習を進める習慣を定着することを目標とする
。また、機械製図、電子回路実習、計測機器による測定実験を通して、ものづくりの流れとなる計測・解析・設計・製
作・制御の一通りの流れを体験的に学習することを目指す。

授業の進め方と授業内
容・方法

到達目標に示す項目(1)～(4)について、以下の(a)、(b)、(c)によって到達度を確認する。
(a)問題となる現象を表現している方程式を記述できるかどうかをレポートと発表で確認する。
(b)方程式の物理的意味を理解し、説明できるかどうか、工学技術上の応用例を開設できるかどうかを、レポートと発表
で確認する。
(c)Solidworks等による設計ソフトウェアやArduino等によるマイコンを用いて、自身が希望する設計・製作・制御する
対象物を開発し、成果レポートで確認する。
(d)センサ等を用いた基本的なデジタル回路をmyRIOを用いた教材を使用して学習する。その成果をノート及びレポート
で確認する。

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 前期オリエンテーション 高専で勉強するということは・・・。
2週 演習問題
3週 演習問題
4週 演習問題
5週 演習問題
6週 演習問題
7週 演習問題
8週 演習問題
9週 製作実習
10週 製作実習
11週 製作実習
12週 製作実習
13週 製作実習
14週 製作実習
15週 製作実習
16週 製作実習

後期
1週 後期オリエンテーション
2週 LabVIEW演習１ LabVIEWによるプログラミングの基本



3週 LabVIEW演習２ VIのトラブルシューティングとデバック
4週 LabVIEW演習３ VIの実装
5週 LabVIEW演習４ モジュール式アプリケーションの開発
6週 LabVIEW演習５ データストラクチャの作成と再利用
7週 LabVIEW演習６ ファイルとハードウェアリソースの管理
8週 LabVIEW演習７ シーケンシャル及びステートマシンのアルゴリズム
9週 myRIOを用いた演習１ マイクロフォン
10週 myRIOを用いた演習２ ブザー／スピーカー
11週 myRIOを用いた演習３ モータ
12週 myRIOを用いた演習４ ロータリーエンコーダ
13週 myRIOを用いた演習５ フォトインタラプタ
14週 myRIOを用いた演習６ ホール効果センサ・圧電効果センサ
15週 myRIOを用いた演習７ 自由課題
16週 まとめ

評価割合
レポート ノート検査 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 平成31年度 (2019年度) 授業科目 工業英語
科目基礎情報
科目番号 2019-302 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: 1
開設学科 電子制御工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 前期:2 後期:0
教科書/教材 親TOEIC TEST英文法スピードマスター　安河内哲也著　Jリサーチ出版　補助教材有り
担当教員 鄭 萬溶
到達目標
１．工学分野に関する内容の英文を読み，日本語に要約できる．(D2-3)
２．技術英語にふさわしい英単語を状況に応じて適切に使用し、表現することができる。品詞の役割と５つの文型を区別でき，使い分けできる
．　
３．時制と助動詞の基本的な使い方を理解し，注意が必要な時制と意外な意味で使われる助動詞を活用できる．　
４．準動詞の働きを理解し，第3文型の目的語として動名詞を取る動詞，to不定詞を取る動詞，また両方を取る動詞をそれぞれ区別できる．
５．分詞と分詞構文の働きを理解し，分詞構文を的確に和訳でき，関係代名詞と関係副詞の違いを理解し，適切に使い分けできる．
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(D2-3) 工学分野に関する内容の英文を読
み，日本語に要約できる．

工学分野に関する内容の英文を読
み，その内容をほぼ理解できる．

工学分野に関する内容の英文を読
み，その内容をほとんど理解でき
ない．

評価項目2 品詞の役割と５つの文型を区別で
き，使い分けできる．　

特殊なケース以外は５つの文型を
区別でき，使い分けできる．　

ほとんど５つの文型を区別し使い
分けできない．

評価項目3
時制と助動詞の基本的な使い方を
理解し，注意が必要な時制と意外
な意味で使われる助動詞を活用で
きる．

時制と助動詞の基本的な使い方が
理解できる．

時制と助動詞の基本的な使い方が
理解できない．

評価項目4

準動詞の働きを理解し，第3文型の
目的語として動名詞を取る動詞
，to不定詞を取る動詞，また両方
を取る動詞をそれぞれ区別できる
．

to不定詞や動名詞の使い方を理解
し，それらの適切に使い分けでき
る．

to不定詞や動名詞の使い方を理解
していなく，それらの適切に使い
分けできない．

評価項目5
分詞と分詞構文の働きを理解し
，関係代名詞と関係副詞の違いを
理解し，適切に使い分けできる．

分詞と分詞構文の働きを理解し
，関係代名詞や関係副詞の使い方
が理解できる．

分詞と分詞構文の働きと，関係代
名詞や関係副詞の使い方が理解で
きない．

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

概要

グローバル化とともに経済活動をはじめとして様々な分野で個人の英語力は重要となっている．従来語学力がそれほど
要求されていなかった工学系技術者においても，海外の企業や行政機関現場同士が意思疎通をする場面が増えてきたこ
とから，英語力の向上が要求されるようになってきている．また，個人の英語力を測る尺度としてTOEICが最も一般的
にされており，これを入社試験の一部として取り入れている企業も多い．そこで，TOEICトレーニングソフトを利用し
て基礎的英文法を復習しながら，英単語・熟語，リスニング，リーディングなどを学習する．

授業の進め方と授業内
容・方法

基本的には教科書の問題を解きながら授業を進めていく．教科書の例文を用いて文の構造がわかるように解説する．ビ
ジネス関連の英単語を中心に専門の英単語も紹介していく．適宜課題を課し，単元ごとに重要な知識をまとめられるよ
うにする．

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 5文型 各品詞の役割を理解し、英文を5つの文型に分類できる。

2週 5文型 複数の文型に使用される動詞についてその活用と意味の違
いがわかる。

3週 代名詞と関係詞 それぞれの文に適した代名詞と関係詞を選択できる。
4週 代名詞と関係詞 それぞれの文に適した代名詞と関係詞を選択できる。

5週 to不定詞と動名詞 to不定詞と動名詞の意味の違いを理解し、正しく使い分け
できる。

6週 to不定詞と動名詞 to不定詞と動名詞の意味の違いを理解し、正しく使い分け
できる。

7週 中間試験

8週 形容詞と副詞 文章の中で形容詞と副詞の役割を理解し、正しく使い分け
できる。

9週 形容詞と副詞 文章の中で形容詞と副詞の役割を理解し、正しく使い分け
できる。

10週 名詞、動名詞、to不定詞 名詞と動詞から派生した名詞を使い分けできる。
11週 名詞、動名詞、to不定詞 名詞と動詞から派生した名詞を使い分けできる。
12週 動詞と分詞 動詞と現在分詞、過去分詞の用法を知る。
13週 動詞と分詞 動詞と現在分詞、過去分詞の用法を知る。

14週 工業英語の基礎 工学においてよく使われる英語とその使い方、専門英語の
取得法を知る。

15週 工業英語の基礎 工学においてよく使われる英語とその使い方、専門英語の
取得法を知る。

16週 総括
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 80 0 0 0 20 0 100
基礎的能力 50 0 0 0 10 0 60
専門的能力 10 0 0 0 5 0 15
分野横断的能力 20 0 0 0 5 0 25



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電子機械設計・製作Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 2019-298 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実習 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 電子制御工学科 対象学年 4
開設期 前期 週時間数 前期:4 後期:0
教科書/教材 MIRSデータベース　http://www2.denshi.numazu-ct.ac.jp/mirsdoc2/
担当教員 牛丸 真司,大沼 巧,小谷 進,青木 悠祐
到達目標
1. 従来システムの技術を理解し、その技術を統合して、システムを完成させることができる。(C3-3)
2. チーム内のメンバーが協調してプロジェクトを遂行できる。
3. 設計・製作したシステムの構造や動作が説明できる。(C3-3)
4. 作業環境をいつも整理された状態に保つことができる。
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(C3-3)
□良好に動作する標準機のMIRSシ
ステムを完成させることができる
。

□標準機のMIRSシステムを完成さ
せることができる。

□標準機のMIRSシステムを完成さ
せることができない。

評価項目2

□自分の役割はもちろん、他のメ
ンバーのサポートに入ることがで
きる。
□チーム内で議論する際にチーム
全体の状況を見て自分の意見を言
うことができる。
□チーム内で議論する際に他人の
意見を引き出すことができる。
□チーム内の意見を集約し、議論
をまとめることができる。

□自分の役割を見つけてチームに
貢献できる。
□チーム内で議論する際に自分の
意見を言うことができる。
□チーム内で議論する際に他人の
意見を聞くことができる。
□チーム内の意見を集約すること
ができる。

□自分の役割を見つけられずチー
ムに貢献できない。
□チーム内で議論する際に自分の
意見を言うことができない。
□チーム内で議論する際に他人の
意見を聞くことができない。
□チーム内の意見を集約すること
ができない。

評価項目3(C3-3)

□製作した標準機の構造や動作を
報告書に正確に記述できる。
□標準機の機能、性能を評価し、
報告書に示すことができる。
□作業記録に作業内容を的確に記
述でき、改善点を挙げることがで
きる。
□レビューでの指摘事項に対して
的確に対応することができる。

□製作した標準機の構造や動作を
報告書に記述できる。
□標準機の機能、性能を評価する
ことができる。
□作業記録に作業内容を的確に記
述できる。
□レビューで担当のドキュメント
について説明できる

□製作した標準機の構造や動作を
報告書に記述できない。
□標準機の機能、性能を評価する
ことができない。
□作業記録に作業内容を的確に記
述できない。
□レビューで担当のドキュメント
について説明できない

評価項目4
□クリエイティブラボを常に整理
整頓された状態に維持出来る。
□常に作業環境の改善意識を持ち
、効果的な改善を行える

□プロジェクトブース内を常に整
理整頓することができる。
□常に作業環境の改善に取り組め
る

□クリエイティブラボを常に整理
整頓することができる。
□作業環境の改善に取り組めない

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

概要

　国際社会における技術者への要求の一つに、エンジニアリングデザイン能力がある。エンジニアリングデザインとは
『数学、基礎科学 および専門知識などを集約し、社会的なニーズにあったシステム、エレメント(コンポーネント)、プ
ロセスを開発することで、分野により異なる経済的、健康、安全、環境、社会的な制約などの制約のもとに行われる創
造的、協同的でオープンエンドなプロセス』と認識されている。
　本科目では、与えられた課題と制約のもと、チーム単位で、自律移動システムを企画、設計、製作することを通して
、エンジニアリングデザイン能力を涵養することを目的とする。特に、本科目では設計ドキュメントの作成を重視し、
ドキュメントが品質、安全、技術の蓄積、進歩に大きく関わっていることを理解する。
　この授業では、企業におけるものづくりのプロセスに沿った形でチームによるロボット開発を行い、製品企画から設
計、製作、評価、発表まで一連の流れを体験する。企業で産業機器のソフトウエア設計を担当していた教員が、その経
験を生かし、製品のデザインレビュー等を実施し、実習形式で授業を行う。

授業の進め方と授業内
容・方法

(1) 従来システムの技術を十分に理解し、それをベースとするシステム統合が行うことが出来たかを、各種報告書および
統合試験結果によって評価する。
(2) チーム内のメンバーが協調してプロジェクトが遂行できたかどうか、またチーム内での貢献度を開発実績および作業
記録等によって評価する。
(3) 設計・製作するロボットの構造や動作が説明できるかどうかをデザインレビューにより評価する。
(4) 安全で効率的な作業環境を維持しているかを、工作室を定期的にチェックして評価する。

注意点

1.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。
2.中間試験を授業時間内に実施することがある。
3. 授業目標1および3(C3-3)については、標準機順(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。
4.この科目は学修単位科目であり、1単位あたり30時間の対面授業を実施する。併せて1単位あたり15時間の事前学習・
事後学習が必要となる。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス プログラムの学習・教育目標、授業概要・目標、スケジュ
ール、評価方法と基準、等を説明できる

2週 システム解説 MIRSのシステム解説（ハードウエア、ソフトウエア）がで
きる

3週 チーム編成・ラボ整備 チームビルド、作業環境整備ができる
4週 標準機開発 I/F基板作成、部品確認ができる
5週 標準機開発 各種ボードのセットアップができる
6週 標準機開発 本体組み立てができる
7週 標準機開発 動作確認ができる



8週 標準機開発 標準機開発報告書の作成ができる
9週 製品企画 市場調査、技術調査ができる
10週 製品企画 アイデア創出ができる
11週 製品企画 アイデアの評価、ポスター製作ができる
12週 システム提案 システム提案書を作成できる
13週 システム提案 システム提案書を作成できる
14週 前期まとめ システム提案の振り返りができる
15週 安全講習 工作機械を安全に取り扱うことができる
16週

評価割合
企画・提案書 標準機製作報告

書 作業環境の維持 作業報告書 レビュア評価 チーム貢献度 合計

総合評価割合 40 20 5 10 15 10 100
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 40 20 5 10 15 10 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 総合英語ＡⅣ
科目基礎情報
科目番号 2019-311 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 4
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『English Stream Pre-intermediate』（金星堂）, 『Engage』（いいずな書店）, 担当者が用意するハンドアウト
担当教員 （英語科 非常勤講師）,中野 良次
到達目標
１．ある程度まとまった分量の論説文や自己の研究にかかわる英文を読んで、内容を７割程度理解できる。(D2-3)　
２．自分の考えや研究等に関して、適切なパラグラフ構成で、英語で分かりやすく書くことができる。（D2-3）　　
３．英語を聞いて内容を理解することができる。　　
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

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

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

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

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

適切なパラグラフの構成で英語の
文章を書くことができる (D2-3)

適切なパラグラフの構成で、英語
の文章を書くことができない (D2-
3)

評価項目3 英語を聴いて内容をほぼ理解する
ことができる

英語を聴いて内容を7割程度理解す
ることができる

英語を聴いて内容を7割程度理解す
ることが困難である

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

注意点
1.評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
2.中間試験を授業時間内に実施することがあります。
3.学科により担当教員が異なる為、授業の進度と課題に学科間で差が出ることがあります。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

16週

後期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16週
評価割合

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 電子機械設計・製作Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2019-299 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実習 単位の種別と単位数 学修単位: 3
開設学科 電子制御工学科 対象学年 4
開設期 後期 週時間数 前期:0 後期:6
教科書/教材 MIRSデータベース http://www2.denshi.numazu-ct.ac.jp/mirsdoc2/
担当教員 牛丸 真司,大沼 巧,小谷 進,青木 悠祐
到達目標
1. 標準機プラットフォームをベースとして、生活の中で役立つロボットを提案できる。(C3-3)
2. チーム内のメンバーが協調してプロジェクトを遂行できる。
3. 設計・製作したシステムの構造や動作が説明できる。(C3-3)
4. 作業環境をいつも整理された状態に保つことができる。
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(C3-3)

□チーム毎に生活の中で役に立つ
オリジナルMIRSを提案できる。
□良好に動作するデモ機を完成さ
せられる。
□発表会で来場者にデモ機の体験
を通じてシステムの提案ができる
。

□チーム毎のオリジナルMIRSを提
案できる。
□デモ機を完成させられる。
□発表会で来場者にシステムの提
案ができる。

□チーム毎のオリジナルMIRSを提
案できない。
□デモ機を完成させられない。
□発表会で来場者にシステムの提
案ができない。

評価項目2

□自分の役割はもちろん、他のメ
ンバーのサポートに入ることがで
きる。
□チーム内で議論する際にチーム
全体の状況を見て自分の意見を言
うことができる。
□チーム内で議論する際に他人の
意見を引き出すことができる。
□チーム内の意見を集約し、議論
をまとめることができる。

□自分の役割を見つけてチームに
貢献できる。
□チーム内で議論する際に自分の
意見を言うことができる。
□チーム内で議論する際に他人の
意見を聞くことができる。
□チーム内の意見を集約すること
ができる。

□自分の役割を見つけられずチー
ムに貢献できない。
□チーム内で議論する際に自分の
意見を言うことができない。
□チーム内で議論する際に他人の
意見を聞くことができない。
□チーム内の意見を集約すること
ができない。

評価項目3(C3-3)

□製作したMIRSの構造や動作を報
告書に正確に記述できる。
□製作したMIRSの機能、性能を評
価し、報告書に示すことができる
。
□作業記録に作業内容を的確に記
述でき、改善点を挙げることがで
きる。
□レビューでの指摘事項に対して
的確に対応することができる。

□製作したMIRSの構造や動作を報
告書に記述できる。
□製作したMIRSの機能、性能を評
価することができる。
□作業記録に作業内容を的確に記
述できる。
□レビューで担当のドキュメント
について説明できる。

□製作したMIRSの構造や動作を報
告書に記述できない。
□製作したMIRSの機能、性能を評
価することができない。
□作業記録に作業内容を的確に記
述できない。
□レビューで担当のドキュメント
について説明できない。

評価項目4
□クリエイティブラボを常に整理
整頓された状態に維持出来る。
□常に作業環境の改善意識を持ち
、効果的な改善を行える。

□プロジェクトブース内を常に整
理整頓することができる。
□常に作業環境の改善に取り組め
る。

□クリエイティブラボ
を常に整理整頓することができる
。
□作業環境の改善に取り組めない
。

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

概要

　国際社会における技術者への要求の一つに、エンジニアリングデザイン能力がある。エンジニアリングデザインとは
『数学、基礎科学 および専門知識などを集約し、社会的なニーズにあったシステム、エレメント(コンポーネント)、プ
ロセスを開発することで、分野により異なる経済的、健康、安全、環境、社会的な制約などの制約のもとに行われる創
造的、協同的でオープンエンドなプロセス』と認識されている。
　本科目では、与えられた課題と制約のもと、チーム単位で、自律移動システムを企画、設計、製作することをとおし
て、エンジニアリン グデザイン能力を涵養することを目的とする。特に、本科目では設計ドキュメントの作成を重視し
、ドキュメントが品質、安全、技術の蓄積、進歩に大きく関わっていることを理解する。
　この授業では、企業におけるものづくりのプロセスに沿った形でチームによるロボット開発を行い、製品企画から設
計、製作、評価、発表まで一連の流れを体験する。企業で産業機器のソフトウエア設計を担当していた教員が、その経
験を生かし、製品のデザインレビュー等を実施し、実習形式で授業を行う。

授業の進め方と授業内
容・方法

(1) 標準機プラットフォームをベースとして、生活の中で役立つロボットを提案できることをシステム提案書で評価する
。
(2) 設計、製造の作業が計画的に実施できたかを開発計画書、設計ドキュメント、作業記録により判断する。
(3) 設計の検討過程、仕様書、製造図面などを文書として作成できるかどうか、およびドキュメント管理について作成さ
れた ドキュメントにより評価する。
(4) チーム内のメンバーが協調してプロジェクトが遂行できたかどうか、またチーム内での貢献度を開発実績および作業
記録によって評価する。
(5) 安全で効率的な作業環境を維持しているかを、定期的にチェックして評価する。

注意点

1.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。
2.中間試験を授業時間内に実施することがある。
3.授業目標1,3(C3-3)については、標準機順(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。
4.この科目は学修単位科目であり、1単位あたり30時間の対面授業を実施する。併せて1単位あたり15時間の事前学習・
事後学習が必要となる。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期
1週 基本設計・試作 機能定義、機能展開ができる
2週 基本設計・試作 基本設計書の作成ができる



3週 詳細設計・試作
機構設計（メカ）ができる
回路設計（エレキ）ができる
ソフト設計（ソフト）ができる

4週 詳細設計・試作
中間発表

試作モジュール製作ができる
システム提案、PRができる

5週 パート開発
部品加工（メカ）ができる
ボード製作（エレキ）ができる
コーディング（ソフト）ができる

6週 パート開発 デバッグ、評価ができる

7週 システム統合 サブシステムでの試験ができる
アセンブリができる

8週 システム統合 ソフトとハードの統合ができる
9週 システム統合 動作チェックができる
10週 システム試験 機能評価ができる
11週 システム試験 不具合修正、不具合報告書の作成ができる
12週 システム試験 統合試験が完了できる

13週 発表会準備
MIRS発表会

リハーサル、会場準備ができる
発表会（授業公開）ができる

14週 開発完了報告 開発完了報告書が作成できる
プロジェクト分析ができる

15週 開発完了報告
まとめ レビューができる

16週
評価割合

開発ドキュメン
ト 作業環境の維持 発表・展示 作業報告書 レビュア評価 チーム貢献度 合計

総合評価割合 30 5 30 10 15 10 100
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 30 5 30 10 15 10 100


