
沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 選択外国語（英会話）
科目基礎情報
科目番号 2020-410 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 Icon Intro & 1, D. Freeman, K. Craves, & L. Lee, McGraw-Hill ELT
担当教員 （英語科 非常勤講師）,増山 エリック栄一
到達目標
1)英会話プラクティスを続けることで、英会話能力をつけ、英語を話すことに自信を持ち、楽しむことができる　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ルーブリック

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

評価項目1 口語英語を積極的に使い続け、英
語を話すことを十分に楽しめる。

口語英語を使うことで、英語を話
すことを楽しめる。

口語英語を十分使い続けられず、
英語を話すのを楽しめない。

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

後期

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

8週 Review
Mid-term Exam (中間テスト)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16週
評価割合

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

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 日本語
科目基礎情報
科目番号 2020-406 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 1
教科書/教材 大学・大学院留学生の日本語 ⑤漢字・語彙編、進学のための面接設問集、他
担当教員 （教養科 非常勤講師）,高澤 啓子
到達目標
講義や研究発表、学習活動に必要な日本語を聞いて正確に理解し、聞いたことをまとめ、適切な対応が出来る。
知識として得た日本語を実際に使用してレポートを書いたり、コミュニケーションが出来る。　　
理系の教科書の読解、講義の聴講、実験・実習を円滑に行うことが出来る。理系の分野の論理的で明快な科学技術日本語と、アカデミックな日
本語、日常生活の中で使われる日本語の違いを理解出来る。
「日本(人・社会)」という異文化を理解しカルチャーショックを克服出来る。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

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

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

日本語を使用して、レポート作成
やコミュニケーションがとれる

日本語を使用して、レポート作成
やコミュニケーションがとれない

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

専門分野に関する日本語を理解し
、文化的な相違を理解できる

専門分野に関する日本語を理解で
きず、文化的な相違も理解できな
い

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

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

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

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

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

2週 面接 進学・就職・奨学金応募のための面接の質問に的確に答え
られる。

3週 面接 進学・就職・奨学金応募のための面接の質問に的確に答え
られる。

4週 面接 進学・就職・奨学金応募のための面接の質問に的確に答え
られる。

5週 面接 進学・就職・奨学金応募のための面接の質問に的確に答え
られる。

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

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

後期

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

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

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

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



11週 漢字・語彙３７課 形容詞の対義語がわかる。

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

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

評価割合
試験 課題・提出物 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 （学際科目）医用機器学
科目基礎情報
科目番号 2020-415 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 横山 直幸
到達目標
１．一般的な治療機器の動作原理について、本科で修得した工学の知識を元に説明ができる
２．治療機器の適応について、生理学や病理学の知識を元に説明ができる
３．治療機器に設置された警告装置や、機器使用上の注意点について説明ができる
ルーブリック

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

概要

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

注意点
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス
治療の原理

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

2週 循環器系の機能と構造
電磁治療機器①：心臓ペースメーカー

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

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

4週 電磁治療機器③：電気メス

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

5週 電磁治療機器④：マイクロ波治療装置
光線治療器

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

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

7週 麻酔と麻酔器

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

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

9週 前半の復習演習と解説～治療の原理から超音波治療機器ま
で

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

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



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

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

12週
カテーテル
　カテーテルの歴史、種類
　心血管インターベンション

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

13週
ガンの治療法
　局所療法と全身療法
　ハイパーサーミア

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

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

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

16週 前期末試験
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ 小テスト（毎回
） 合計

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

10 0 0 0 0 25 35

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

10 0 0 0 0 20 30

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

10 0 0 0 0 25 35



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 流体力学
科目基礎情報
科目番号 2020-402 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 前期:2 後期:0
教科書/教材 水力学・流体力学、市川常雄　著
担当教員 松本 祐子
到達目標
1. 圧力の性質を説明することができ、静水圧を計算できる。
2. ベルヌーイの定理、連続の式、運動量の法則を説明および計算できる。
3. 層流、乱流、レイノルズ数について説明できる。
4. 管路の損失の計算ができる。
5. 抗力と揚力の発生メカニズムを説明できる。
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
圧力の性質をすることができ、静
水圧を計算できる

圧力の性質をすることができ、静
水圧の発展的な問題を計算できる

圧力の性質をすることができ、静
水圧を計算できる

圧力の性質をすることができず、
静水圧を計算できない

ベルヌーイの定理、連続の式、運
動量の法則を説明および計算でき
る

ベルヌーイの定理、連続の式、運
動量の法則を説明でき、応用問題
を解くことができる

ベルヌーイの定理、連続の式、運
動量の法則を説明および計算でき
る

ベルヌーイの定理、連続の式、運
動量の法則を説明および計算でき
ない

層流、乱流、レイノルズ数につい
て説明できる

層流、乱流、レイノルズ数につい
て説明でき、層流の速度分布を計
算できる

層流、乱流、レイノルズ数につい
て説明できる

層流、乱流、レイノルズ数につい
て説明できない

管路の損失の計算ができる 管路の損失の計算ができ、流速や
流量を求めることができる 管路の損失の計算ができる 管路の損失の計算ができない

抗力と揚力の発生メカニズムを説
明できる

抗力と揚力の発生メカニズムを説
明でき、物体形状との関連を説明
できる

抗力と揚力の発生メカニズムを説
明できる

抗力と揚力の発生メカニズムを説
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
流体力学は、水、空気、その他の液体、気体を対象とする学問であり、家庭用から産業用まで多種多様な機械、システ
ムの設計・解析に応用される。ここでは、流体の性質及び水力学・流体力学の基礎的知識と理論を習得する。その応用
技術の紹介と実際的な課題の演習を通じて実用できる力を養う。

授業の進め方と授業内
容・方法

講義では、流体力学の基礎的知識と理論を説明し、演習問題を通じて実用できる力を養う。授業時には復習のための小
テストを行う。

注意点
評価については、評価割合に従って行います。ただし、 適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
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
2週 流体の性質 流体の分類、単位系、物理量について説明できる。

3週 流体静力学
（1）圧力、重力の場で静止している流体 静水圧を計算することができる。

4週 流体静力学
（2）圧力計 圧力計の原理を説明でき、圧力を計算することができる。

5週 流体静力学
（3）固体壁に働く流体の力、浮力

固体壁に働く流体の力を計算することができる。浮力を求
めることができる。

6週 流体運動の基礎理論
（1）連続の式 連続の式について説明できる。

7週 流体運動の基礎理論
（2）ベルヌーイの定理 ベルヌーイの定理について説明できる。

8週 流体運動の基礎理論
（3）ベルヌーイの定理の応用

連続の式とベルヌーイの定理を使って問題を解くことがで
きる。

9週 流体運動の基礎理論
（4）運動量の法則

運動量の法則を説明できる。運動量の法則を使って問題を
解くことができる。

10週 粘性流体の流れ
（1）平行2面間の層流、円管内の層流

平行2面間の層流及び円管内の層流の速度分布を求めること
ができる。

11週 粘性流体の流れ
（2）乱流、レイノルズ数 乱流とレイノルズ数について説明できる。

12週 管路
（1）円管の圧力損失 円管の圧力損失を求めることができる。

13週 管路
（2）管路における諸損失

圧力以外の諸損失を考慮し、円管の損失を計算することが
できる。

14週 抗力と揚力 抗力と揚力の発生メカニズムを理解し、説明できる。
15週 オイラーの運動方程式 オイラーの運動方程式を説明できる
16週

評価割合
試験 小テスト、レポート 合計

総合評価割合 70 30 100



基礎的能力 70 30 100
専門的能力 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 学外実習Ⅳ
科目基礎情報
科目番号 2020-396 科目区分 専門 / 選択
授業形態 実験・実習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 集中 週時間数 4
教科書/教材 教科書無し
担当教員 大久保 進也
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. 企業における業務遂行を体験できる。
3. 体験した業務遂行内容を的確に報告または発表できる。
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。

社会人としての最低限のマナーを
遵守できる。

社会人としての基本的なマナーが
遵守できない。

評価項目2 企業から与えられた体験業務につ
いて十分に遂行できる。

企業から与えられた体験業務につ
いて、最低限の遂行ができる。

企業から与えられた体験業務を遂
行できない。

評価項目3 企業や指導教員から報告・発表を
求められれば的確に実践できる。

企業や指導教員から報告・発表を
求められれば最低限は実践できる
。

企業や指導教員から報告・発表を
求められた際の対応ができない。

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）】 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。このため、主として夏休み期間中に２週間インターンシップによる企業体験
を行う。
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。

注意点
1.実習で用いた、あるいは作成した資料は、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.授業参観の対象外となります

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 学内の事前説明会にてビジネスマナ―等を学習する 参加(必須） 。
2週 必要書類の準備と提出 提出し受理されること。
3週 インターンシップ(10日間集中） 受け入れ先企業にて設定される。
4週 報告・発表 的確に表現できる。
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 令和02年度 (2020年度) 授業科目 （学際科目）電気電子材料工
学

科目基礎情報
科目番号 2020-411 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2

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

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

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

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

５つの固体の結合力と電気的な性
質の関係について説明できる。

５つの固体の結合力を列挙できる
が、電気的な性質との関係は説明
できない。

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

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

導電材料の電気抵抗が、温度によ
って変化することを知っている。

評価項目3

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

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

真性半導体や不純物半導体を知っ
ている。

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
ガイダンス
1章　電気電子材料とは
1－1　電気電子材料とは何だろう

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

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

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

3週
2章　電気電子材料の基礎
2－1　物質の構成と電子
【課題２】

原子レベルでの電子の状態や量子数、電子の軌道について
説明できる。

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

５つの固体の結合力と電気的な性質の関係について説明で
きる。

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

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

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

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

7週 章3章　導電材料
3－5　配線・接触・接合材料

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

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

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

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

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



10週
4章　半導体材料
４－３　不純物半導体
【課題７】

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

11週
4章　半導体材料
４－４　ダイオード
【課題８】

ｐｎ接合を理解し、ダイオードやトランジスタの動作を定
性的に説明できる。

12週
4章　半導体材料
４－５　トランジスタ
【課題９】

ｐｎ接合を理解し、ダイオードやトランジスタの動作を定
性的に説明できる。

13週
4章　半導体材料
４－６　化合物半導体
【課題１０】

化合物半導体による発光素子の動作原理を説明できる。

14週 4章　半導体材料
４－７　半導体の製造プロセスの概要

真性半導体の製造プロセス、集積回路の製造工程などを説
明できる。

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

16週 第1章～第4章の総括

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

評価割合
課題 定期試験 合計

総合評価割合 50 50 100
専門的能力 50 50 100



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 経済学
科目基礎情報
科目番号 2020-391 科目区分 一般 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 教科書は用いず、プリントを配布する。参考図書：『伊藤元重のマーケティング・エコノミクス』（日本経済新聞社）
担当教員 （社会科 非常勤講師）,蓼沼 智行
到達目標
・経済学の基本的な考え方を理解した上で、実体経済について説明する能力を身につけている。
・経済学の基本的な考え方を理解した上で、実体経済について分析、検証する能力を身につけている。
・市場主義経済の利点と限界を理解し、現代経済の問題についてある程度の妥当性のある根拠に基づいて自らの判断を示すことができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1

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

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

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

評価項目2

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

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

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

評価項目3

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

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

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

16週
評価割合

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 （学際科目）医療計測学
科目基礎情報
科目番号 2020-414 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 ＭＥの基礎知識と安全管理　改訂第６版　日本生体医工学会ＭＥ技術教育委員会監修　南江堂
担当教員 鈴木 尚人
到達目標
１．生体計測の基礎を理解し，説明が出来る．
２．生体計測装置に用いられている計測手法・原理を理解し，説明出来る．主要な特性計算が出来る．
３．生体計測装置の操作方法，メンテナンス法を理解し，説明出来る．
ルーブリック

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

生体計測の基礎を完全に理解し
，説明が出来る．

生体計測の基礎を理解し，説明が
出来る．

生体計測の基礎を理解し，説明が
出来ない．

２．生体計測装置に用いられてい
る計測手法・原理を理解し，説明
出来る．

生体計測装置に用いられている計
測手法・原理を完全に理解し，説
明出来る．

生体計測装置に用いられている計
測手法・原理を理解し，説明出来
る．

生体計測装置に用いられている計
測手法・原理を理解し，説明出来
ない．

３．生体計測装置の操作方法，メ
ンテナンス法を理解し，説明出来
る．

生体計測装置の操作方法，メンテ
ナンス法を完全に理解し，説明出
来る．

生体計測装置の操作方法，メンテ
ナンス法を理解し，説明出来る．

生体計測装置の操作方法，メンテ
ナンス法を理解し，説明出来ない
．

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

注意点

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 生体計測の基礎 生体計測の基礎を理解し，説明出来る．

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

血圧測定の原理，観血式血圧計を理解し，説明出来る．

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

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

心拍出量計を理解し，説明出来る．

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

心拍出量計と血流計を理解し，説明出来る．

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

呼吸計測装置，呼気ガス分析装置を理解し，説明出来る．

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

血液ガス測定装置，パルスオキシメータを理解し，説明出
来る．

8週

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

心電計と医用テレメータを理解し，説明出来る．

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

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

筋電計を理解し，説明出来る．

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

超音波診断装置を理解し，説明出来る．



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

X線CT，SPECTを理解し，説明出来る．

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

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

内視鏡装置を理解し，説明出来る．

15週 まとめ まとめ，アンケート実施
16週

評価割合
試験 小テスト 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 現代物理学
科目基礎情報
科目番号 2020-394 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 制御情報工学科 対象学年 5
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，参考書を初回に提示
担当教員 駒 佳明,住吉 光介,設楽 恭平
到達目標
相対性理論，量子力学など現代物理学の中心テーマの基礎を理解し，基礎的な物理量を計算できる。原子核と放射線に関する物理量を計算でき
る。自然に対する理解を深めるとともに現代物理学の工学的応用例を挙げることができる。
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
相対性理論と量子力学の基礎を理
解し，基礎的な物理量を計算でき
る。

相対性理論と量子力学の基礎を理
解している。

相対性理論と量子力学の基礎を理
解していない。

評価項目2 原子核と放射線に関する物理量を
計算できる。

原子核と放射線に関する物理量を
知っている。

原子核と放射線に関する物理量を
知らない。

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 20世紀の科学，相対性理論と量子力学の基礎および原子核と放射線に対する理解を養う。
授業の進め方と授業内
容・方法 各回の講義のあとに内容をより理解するための課題を出す。

注意点 到達度確認テストと課題で評価し，評価点が60点に達した者を合格とする。評価については，評価割合に従って行う。
ただし，適宜再試や追加課題を課し，加点することがある。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス
2週 相対性理論 慣性系，光速度不変の原理を説明できる
3週 相対性理論 ローレンツ変換ができる
4週 相対性理論 質量とエネルギーの等価性について説明できる
5週 前期量子論 光の粒子性に基づく計算ができる（１）
6週 前期量子論 光の粒子性に基づく計算ができる（２）
7週 前期量子論 水素原子の計算ができる
8週 前期量子論 物質の波動性に基づく計算ができる

9週 量子力学 シュレーディンガー方程式と波動関数，確率解釈を説明で
きる

10週 量子力学 束縛問題，井戸型ポテンシャルの計算ができる
11週 量子力学 束縛問題，水素原子の計算ができる
12週 原子核と放射線 種類と性質，半減期の説明ができる
13週 原子核と放射線 核分裂，核融合の計算ができる
14週 演習（１） さまざまな計算ができる
15週 演習（２） さまざまな計算ができる
16週 到達度確認テスト

評価割合
到達度確認テスト
１ 課題 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 哲学
科目基礎情報
科目番号 2020-389 科目区分 一般 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2

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

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

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

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

批判的な思考で考えることができ
、論理的に議論ができるようにな
る。

論理的な思考で考えることができ
ない。

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

映画・アニメ・マンガなどから哲
学的な問題を抽出し議論すること
ができる。

既存の有名な芸術作品や建築など
の思想的な潮流を理解することが
できる。

芸術や建築、またサブカルチャー
などの文化と哲学の関係を理解し
ていない。

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

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

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

心身問題を理解することができな
い。

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

概要

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

14週 ディスカッション 人前で論理的に意見を述べることができる。

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

16週
評価割合

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



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

科目基礎情報
科目番号 2020-408 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 新冨 雅仁
到達目標
１．熱効率について理解し、カルノーサイクルを含む各種熱機関の熱効率などが計算できる。
２．エクセルギーについて理解し、その値などが計算できる。
３．ヒートポンプについて理解し、成績係数やエクセルギー効率などが計算できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

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

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

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

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

２．エクセルギーについて理解し
、その値などが計算できる。

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

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

エクセルギーについて理解してお
らず、その値などを計算できない
。

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

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

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

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

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

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

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

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

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

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

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

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

15週 有効活用技術3 燃料電池、熱電変換素子について説明できる。
16週

評価割合
試験 レポート 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 法学
科目基礎情報
科目番号 2020-390 科目区分 一般 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2

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

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

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

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

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

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

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

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

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

評価項目3

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

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

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

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

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

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

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

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

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

7週 民事法① 市民法の概要および「民法」の基本原理について理解でき
る。

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

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

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

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

14週 環境法 環境法の意義と目的および環境保護政策について理解でき
る。

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

16週



評価割合
試験 レポート 発表 態度 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 海外技術研修
科目基礎情報
科目番号 2020-397 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 全教員 （海外研修）
到達目標
１．異なる文化や価値観を理解し、広い視野を持つことができる。
２．現地で関わる人々と英語などを用いてコミュニケーションができる。
３．海外での研修への参加を通じて、技術や知識をより高めるための取り組みができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

１．異なる文化や価値観を理解し
、広い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を深く理解し
、より広い視野を持つことができ
る。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができない。

２．現地で関わる人々と英語など
を用いてコミュニケーションがで
きる。

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

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができる
。

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができな
い。

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

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

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

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

後期

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



16週
評価割合

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 現代制御工学
科目基礎情報
科目番号 2020-398 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 教科書：とくになし。　参考書：システム制御のための数学(1),太田快人、コロナ社
担当教員 長谷 賢治
到達目標
この講義を受けた成果として、以下のことができるようになる。
1. 制御対象の表現(状態空間モデル、動的システム)ができる。
2. 制御対象の解析(安定性、可制御性、可観測性等)ができる。
3. 制御問題の定式化ができる。
4. 制御系の設計ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1: 制御対象の表現につい
て

与えられた制御対象を「動的シス
テム」で表現することができる。

認識モデルとしての「動的システ
ム」とは何かを人に説明できる。

提示された認識モデルが「動的シ
ステム」であることがわからない
。

評価項目2: 制御対象の解析につい
て

与えられた制御対象の解析を行う
ことができる。

制御対象の解析とは何かを人に説
明できる。

制御対象の解析結果が理解できな
い。

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

制御系の設計とは何かを人に説明
できる。

制御系の設計結果が理解できない
。

学科の到達目標項目との関係
【本校学習・教育目標（本科のみ）】 3
教育方法等
概要 現代制御論的アプローチによる制御系の解析・設計手法を修得する。
授業の進め方と授業内
容・方法 授業は板書による解説を基本とする。授業展開は問題ドリブンな形でおこなう。

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション・座学 制御問題とは何か？

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

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

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

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

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

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

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

15週 事例研究：
スイング・アップ制御問題を例に 事例研究を追試できる。

16週
評価割合

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 海外語学研修
科目基礎情報
科目番号 2020-405 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 全教員 （海外研修）
到達目標
１．異なる文化や価値観を理解し、広い視野を持つことができる。
２．現地で関わる人々と英語などを用いてコミュニケーションができる。
３．海外での研修への参加を通じて、教養をより高めるための取り組みができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

１．異なる文化や価値観を理解し
、広い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を深く理解し
、より広い視野を持つことができ
る。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができる。

異なる文化や価値観を理解し、広
い視野を持つことができない。

２．現地で関わる人々と英語など
を用いてコミュニケーションがで
きる。

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

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができる
。

現地で関わる人々と英語などを用
いてコミュニケーションができな
い。

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

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

海外での研修への参加を通じて、
教養をより高めるための取り組み
ができる。

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

後期

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



16週
評価割合

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 特別活動Ⅴ
科目基礎情報
科目番号 0116 科目区分 一般 / 必修
授業形態 単位の種別と単位数 履修単位: 0
開設学科 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 0
教科書/教材
担当教員 クラス担任
到達目標
1.　技術と自然や社会との関りや技術が関わる社会問題に関する具体的事例について，技術者の社会的責任を工学倫理の原則に基づき説明でき
る能力を養う．
2.　工学技術に関する具体的課題にチームで取り組む際，チームでの自分の役割を把握して行動し，活動の進捗状況をメンバーに報告できる能
力を養う．
ルーブリック

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

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

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

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

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

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

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

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

学科の到達目標項目との関係
教育方法等

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

注意点 授業内容・方法のカッコ内の数字は時間数をしめす．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

2週 課外教育特別講演　（2）
メンタルヘルス「高専を巣立つ君たちへ」

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

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

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

後期

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

2週
3週
4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週



12週
13週
14週
15週
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 通信工学
科目基礎情報
科目番号 2020-388 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 ディジタル通信の基礎、岡 育生 (著)、森北出版／計算機シミュレーション（情報処理演習室での利用を想定）
担当教員 山崎 悟史
到達目標
1．信号の数学的表現(実信号と解析信号)，それに関する等価低域系などの諸概念を説明できる．
2．フーリエ級数やフーリエ変換（フーリエ解析）に基づき，信号に関する諸量を計算できる．
3．フーリエ解析に基づき，信号を時間領域および周波数領域で解析できる．
4．雑音の統計的表現を理解し，信号に与える影響を説明できる．
5．dB，dBmなどの単位系を理解し，適切な回線設計に関する計算(リンク・バジェット)ができる．
6．基本的なディジタル変復調について説明，計算機上で実装できる．
7．スペクトル効率やビット誤り率などに基づき，通信品質を評価できる．
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
信号の数学的表現(実信号と解析信
号)，それに関する等価低域系など
の諸概念を説明できる(評価割合
：8割以上)．

信号の数学的表現(実信号と解析信
号)，それに関する等価低域系など
の諸概念を説明できる(評価割合
：6～8割)．

信号の数学的表現(実信号と解析信
号)，それに関する等価低域系など
の諸概念を説明できる(評価割合
：6割未満)．

評価項目2
フーリエ級数やフーリエ変換（フ
ーリエ解析）に基づき，信号に関
する諸量を計算できる(評価割合
：8割以上)．

フーリエ級数やフーリエ変換（フ
ーリエ解析）に基づき，信号に関
する諸量を計算できる(評価割合
：6～8割)．

フーリエ級数やフーリエ変換（フ
ーリエ解析）に基づき，信号に関
する諸量を計算できる(評価割合
：6割未満)．

評価項目3
フーリエ解析に基づき，信号を時
間領域および周波数領域で解析で
きる(評価割合：8割以上)．

フーリエ解析に基づき，信号を時
間領域および周波数領域で解析で
きる(評価割合：6～8割)．

フーリエ解析に基づき，信号を時
間領域および周波数領域で解析で
きる(評価割合：6割未満)．

評価項目4
雑音の統計的表現を理解し，信号
に与える影響を説明できる(評価割
合：8割以上)．

雑音の統計的表現を理解し，信号
に与える影響を説明できる(評価割
合：6～8割)．

雑音の統計的表現を理解し，信号
に与える影響を説明できる(評価割
合：6割未満)．

評価項目5
dB，dBmなどの単位系を理解し
，適切な回線設計に関する計算(リ
ンク・バジェット)ができる(評価
割合：8割以上)．

dB，dBmなどの単位系を理解し
，適切な回線設計に関する計算(リ
ンク・バジェット)ができる(評価
割合：6～8割)．

dB，dBmなどの単位系を理解し
，適切な回線設計に関する計算(リ
ンク・バジェット)ができる(評価
割合：6割未満)．

評価項目6
基本的なディジタル変復調につい
て説明，計算機上で実装できる(評
価割合：8割以上)．

基本的なディジタル変復調につい
て説明，計算機上で実装できる(評
価割合：6～8割)．

基本的なディジタル変復調につい
て説明，計算機上で実装できる(評
価割合：6割未満)．

評価項目7
スペクトル効率やビット誤り率な
どに基づき，通信品質を評価でき
る(評価割合：8割以上)．

スペクトル効率やビット誤り率な
どに基づき，通信品質を評価でき
る(評価割合：6～8割)．

スペクトル効率やビット誤り率な
どに基づき，通信品質を評価でき
る(評価割合：6割未満)．

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

通信の目的は，遠隔の人へ情報を伝えたい，遠隔の情報を取得したい，遠隔の機械を操作したいに大別される．古くは
「のろし」「太鼓」のような伝達手段から，現代のディジタルTVや携帯電話，無線LANに至るまで，その目的の本質は
大きく変わってない．本講義では，信号処理（フーリエ解析）と確率論を数学的基礎に置き，信号と雑音，ディジタル
変復調，受信側での通信品質について扱い，最新技術にも通ずる基礎や土台となる考え方について扱う．座学講義，レ
ポート課題・演習やPCを利用した実習を通じて習得する．随時、レポートおよび演習課題を課す．

授業の進め方と授業内
容・方法

スライド形式（オリジナルのプリント）による座学講義を主とし，レポート課題・演習やPCを利用した実習を併用する
．

注意点
他の科目（電磁気学，電気・電子回路，確率・統計，回路とシステム，フーリエ解析，情報ネットワーク論）などと関
連する内容があるので，これらの科目を履修していると理解が深まる．
また，課題を遂行する上で，プログラミング(C言語など)に関する知識が必須となる．

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、信号の表現と解析1 本講義の位置付け、概要が理解できる。信号の基礎表現が
理解できる。

2週 信号の表現と解析2 フーリエ級数展開について理解し、それによる信号解析が
できる。

3週 信号の表現と解析3 フーリエ変換について理解し、それによる信号解析ができ
る。

4週 信号の表現と解析4 各種フーリエ変換の性質を理解し、それを用いた計算がで
きる。

5週 信号の数学的表現 実信号と解析信号を理解し、その関係について説明できる
。

6週 雑音解析1 雑音について理解し、その統計的な表現ができる。

7週 雑音解析2 雑音の統計的な表現に基づき、信号に与える影響を説明で
きる。

8週 雑音解析3 雑音の統計的な表現に基づき、信号に与える影響を解析で
きる。

9週 演習 これまでの内容を演習を通じて理解を深める。
10週 ディジタル変調1 ディジタル変調の基本概念について説明できる。
11週 ディジタル変調2 BPSK変調について説明できる。



12週 ディジタル変調3 QPSK変調について説明できる。

13週 ディジタル復調1 復調の基本概念（同期検波や遅延検波など）について説明
できる。

14週 ディジタル復調2 BPSK復調について説明できる。
15週 ディジタル復調3 QPSK復調について説明できる。

16週 多重化と多元接続 実際の通信システムに，変復調や多重化・多元接続などが
どのように実現されているのか説明できる。

評価割合
出席 演習 レポート課題 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 30 30 40 0 0 0 100
基礎的能力 30 15 15 0 0 0 60
専門的能力 0 15 15 0 0 0 30
分野横断的能力 0 0 10 0 0 0 10



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 データベースシステム
科目基礎情報
科目番号 2020-384 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 データベースの基礎，永田 武，コロナ社（ISBN：978-4339024562）
担当教員 山崎 悟史
到達目標
1. DBの基本概念，用語，実現方法を理解し，説明できる．
2. DBシステムの設計手法，理論を理解し，対象をモデル化，正規化できる．
3. SQL言語を用いて自在にデータを検索，挿入，更新できる．
4. DBにおける制御(トランザクション，ACID属性，障害回復，2相コミットメントなど)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

評価項目1
DBの基本概念，用語，実現方法を
理解し，説明できること(評価割合
：8割以上)．

DBの基本概念，用語，実現方法を
理解し，説明できること(評価割合
：6～8割)．

DBの基本概念，用語，実現方法を
理解し，説明できること(評価割合
：6割未満)．

評価項目2
DBシステムの設計手法，理論を理
解し，対象をモデル化，正規化で
きること(評価割合：8割以上)．

DBシステムの設計手法，理論を理
解し，対象をモデル化，正規化で
きること(評価割合：6～8割)．

DBシステムの設計手法，理論を理
解し，対象をモデル化，正規化で
きること(評価割合：6割未満)．

評価項目3
SQL言語を用いて自在にデータを
検索，挿入，更新できること(評価
割合：8割以上)．

SQL言語を用いて自在にデータを
検索，挿入，更新できること(評価
割合：6～8割)．

SQL言語を用いて自在にデータを
検索，挿入，更新できること(評価
割合：6割未満)．

評価項目4
DBにおける制御(トランザクショ
ン，ACID属性，障害回復，2相コ
ミットメントなど)を理解し，説明
できること(評価割合：8割以上)

DBにおける制御(トランザクショ
ン，ACID属性，障害回復，2相コ
ミットメントなど)を理解し，説明
できること(評価割合：6～8割)．

DBにおける制御(トランザクショ
ン，ACID属性，障害回復，2相コ
ミットメントなど)を理解し，説明
できること(評価割合：6割未満)．

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

データベース（DB）で構築された情報システムは，企業，教育機関などで様々な場で活用され，我々の生活に密接な関
わりがある．特に，Webサービスと組み合わせて，絶えず新技術が生み出されている．本講義では，昨今広く利用され
ているリレーショナルデータベースを取り上げ，最新技術にも通ずるDBの基礎や土台となる考え方について，座学講義
，レポート課題・演習やPCを利用した実習を通じて習得する．随時、レポートおよび演習課題を課す．
※実務との関係
　この科目は企業(製造業)内データベースに関するシステム開発(サーバおよびアプリケーションサイド)を担当していた
教員が、開発者としてデータベースシステムをどのように使うのかという視点でDBの動作原理を講義し，コンピュータ
実習で理解を深めるものである．

授業の進め方と授業内
容・方法

スライド形式（オリジナルのプリント）による座学講義を主とし、レポート課題・演習やPCを利用した実習を併用する
．

注意点 他の科目（オペレーティングシステムや情報ネットワーク論、データ構造とアルゴリズム）などと関連する内容がある
ので、これらの科目を履修していると理解が深まる．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 授業概要，スケジュール，評価方法と基準等が理解できる
．

2週 DB序論 データベースの基礎 (概要と概念)を説明できる．
3週 DB設計1 DBの設計法，3層スキーマを説明できる．

4週 DB設計2 DBの概念設計(ERモデル)を説明できる．【レポート1】を
作成し提出する．

5週 DB設計3 DBの論理設計(正規化)を説明できる．【レポート2】を作
成し提出する．

6週 SQL1 関係代数演算，DB定義を説明できる．

7週 SQL2 基礎的なデータ検索を説明できる．【レポート2】を作成し
提出する．

8週 SQL3 データ検索 (表の結合，集合関数等) を説明できる．

9週 SQL4
データ検索 (副問合せ等)を説明できる．データの挿入・更
新・削除，その他(ビュー，ストアードプロシージャ，カー
ソル等) を説明できる．

10週 SQL5 DB制御 (トランザクション，ACID属性，障害回復，2相コ
ミットメント)を説明できる．

11週 SQL実習1 これまで講義してきたSQLの内容についてPCを用いて実習
できる．

12週 SQL実習2 これまで講義してきたSQLの内容についてPCを用いて実習
できる．

13週 SQL実習3 これまで講義してきたSQLの内容についてPCを用いて実習
できる．

14週 データベース最新技術 DBに関する最新技術，他の諸技術(OS，NW等)との関連を
説明できる．

15週 演習 これまでの内容について演習を通じて理解を深める．
16週

評価割合



課題 演習 合計
総合評価割合 50 50 0 0 0 0 100
基礎的能力 25 25 0 0 0 0 50
専門的能力 25 25 0 0 0 0 50
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 学外実習Ⅲ
科目基礎情報
科目番号 2020-395 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 集中 週時間数 2
教科書/教材 教科書無し
担当教員 大久保 進也
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. 企業における業務遂行を体験できる。
3. 体験した業務遂行内容を的確に報告または発表できる。
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。

社会人としての最低限のマナーを
遵守できる。

社会人としての基本的なマナーが
遵守できない。

評価項目2 企業から与えられた体験業務につ
いて十分に遂行できる。

企業から与えられた体験業務につ
いて、最低限の遂行ができる。

企業から与えられた体験業務を遂
行できない。

評価項目3 企業や指導教員から報告・発表を
求められれば的確に実践できる。

企業や指導教員から報告・発表を
求められれば最低限は実践できる
。

企業や指導教員から報告・発表を
求められた際の対応ができない。

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）】 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。このため、主として夏休み期間中に１週間インターンシップによる企業体験
を行う。
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。

注意点
1.実習で用いた、あるいは作成した資料は、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.授業参観の対象外となります

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 学内の事前説明会にてビジネスマナ―等を学習する 参加(必須） 。
2週 必要書類の準備と提出 提出し受理されること。
3週 インターンシップ(10日間集中） 受け入れ先企業にて設定される。
4週 報告・発表 的確に表現できる。
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 令和02年度 (2020年度) 授業科目 工学実験Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2020-381 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実験・実習 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 4
教科書/教材 各教員が独自に作成した実験ノート
担当教員 宮下 真信,鈴木 康人,山崎 悟史,松本 祐子,藤尾 三紀夫
到達目標
１．制御、情報、機械工学に関する課題実験を実施し、実験手法、実験データの解析手法を習得する(E1-4)。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
２．第三者が実験を再現できる程度のレベルに報告書としてまとめることができる(E1-4)。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
３．プログラム作成や制御・機械・メカトロニクス及びコンピュータを活用したシミュレーション、データ処理について、より高い知識を身に
つけ、技術者に求められる総合的な能力を習得する。
ルーブリック

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

制御、情報、機械工学に関する実
験手法、実験データの解析手法を
取得する。

認知工学、Digital Industory、数
値流体力学実験、組込みシステム
実験、ソフトウェア形式検証実験
に関する実験手法、データ解析手
法を正確に記述することができ、
さらに独自の解析手法を提案し実
験結果の考察を付加することがで
きる（レポート32点以上に相当
）。

認知工学、Digital Industory、数
値流体力学実験、組込みシステム
実験、ソフトウェア形式検証実験
に関する実験手法、データ解析手
法を正確に記述することができる
（レポート24～32点に相当）。

認知工学、Digital Industory、数
値流体力学実験、組込みシステム
実験、ソフトウェア形式検証実験
に関する実験手法、データ解析手
法を正確に記述することができな
い（レポート24点未満に相当）。

第3者が実験できる程度のレベルで
報告書をまとめることができる。

実験概要の記述、実験手法の記述
、実験結果の記述が明瞭で実験内
容や結果を再現することができ、
さらに考察内容を深めるための実
験を実施または提案できる（レポ
ート48点以上に相当）。

実験概要の記述、実験手法の記述
、実験結果の記述が明瞭で実験内
容や結果を再現することができる
（レポート36～48点に相当）。

実験概要の記述、実験手法の記述
、実験結果の記述が不明瞭で実験
内容や結果を再現することができ
ない（レポート36点未満に相当
）。

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 (E1-4) 【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 【プログラム学習・
教育目標 】 E
教育方法等

概要
(1)認知工実験、(2)Digital Industry実験、(3)数値流体工学実験、(4)組込みシステム実験、(5)情報科学実験から構成
される。各テーマは、担当教員の専門性を活かしたものとなっている。これらのテーマは、技術者として必要とされて
いるハードウェア・ソフトウェアの両面において実践の場で活用することができるものを意識している。工学技術上で
は、制御、情報、機械工学の領域にまたがっている。

授業の進め方と授業内
容・方法

本実験は、５名の教員によるオムニバス方式で実施される。各教員が担当する実験を、１実験あたり２週で実施し、実
験内容についてレポートする。

注意点

各実験報告書を、実験終了後の１週間後までに担当教員に提出する。レポートの修正指導を受けた後に、次週までに修
正したレポートを担当教員に提出し評価を受ける。レポート点は、各実験レポートの平均値とする（100%）。全てのレ
ポートが提出され評価されていることが単位取得条件となる。尚、止むを得ない理由がなく実験に遅刻欠席をした場合
やレポート提出が遅れた場合には減点対象となる。レポートのコピー等が見つかった場合には、カンニングと見做し当
該実験に関するレポート点を０点とする。実験日に欠席した場合には、別途実験を実施して、レポートを提出する。

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
プログラムの学習・教育目標、授業概要・目標、スケジュ
ール、評価方法と基準の説明をする。実験データ処理方法
の基礎、報告書の書き方の基礎の講義するので、講義内容
を理解できる。

2週 認知科学実験 非線形な動的システムのシミュレーションを通して、カオ
ス現象、winner-takes-all現象について理解できる。

3週 認知工学実験 非線形な動的システムのシミュレーションを通して、カオ
ス現象、winner-takes-all現象について理解できる。

4週 レポート指導 論理的なレポートの書き方を理解できる。
5週 Digital Industry実験 CAD設計について理解できる。
6週 Digital Industry実験 ＣＡＥ解析について理解できる。
7週 レポート指導 論理的なレポートの書き方を理解できる。

8週 情報科学実験 形式手法によるソフトウェア検証方法について理解できる
。

9週 情報科学実験 形式手法によるソフトウェア検証方法について理解できる
。

10週 レポート指導 論理的なレポートの書き方を理解できる。

11週 組込みシステム実験 システムプログラミング実習を通じて、オペレーティング
システムを理解できる。

12週 組込みシステム実験 システムプログラミング実習を通じて、オペレーティング
システムを理解できる。

13週 レポート指導 論理的なレポートの書き方を理解できる。
14週 数値流体力学実験 移流方程式の差分解法について理解できる。
15週 数値流体力学実験 移流方程式の差分解法について理解できる。
16週 レポート指導 論理的なレポートの書き方を理解できる。



評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ レポート 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 デジタル制御工学
科目基礎情報
科目番号 2020-399 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 プリント　参考書：ディジタル制御入門、金原・黒須、日刊工業新聞社
担当教員 高野 明夫
到達目標
離散時間系に関し、次の事項を目標とする。
①離散化された状態方程式を導出し、その意味を説明できる。
②パルス伝達関数を導出できる。
③ＰＩ制御、2自由度制御、レギュレータ、サーボ、オブザーバの設計ができる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

１．離散化された状態方程式を導
出し、その意味を説明できる。

離散化された状態方程式を詳細に
導出し、その意味を分かり易く説
明できる。

離散化された状態方程式を導出し
、その意味を説明できる。

離散化された状態方程式を導出で
きず、その意味を説明できない。

２．パルス伝達関数を導出できる
。

パルス伝達関数の導出問題を８割
以上解くことができる。

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

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

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

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

ＰＩ制御、2自由度制御、レギュレ
ータ、サーボ、オブザーバの設計
ができない。

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

概要

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16週
評価割合

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

２．パルス伝達関数を導出できる
。 10 15 25



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

20 30 50



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 選択外国語（時事英語）
科目基礎情報
科目番号 2020-413 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2

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

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

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

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

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

英語を文法的に理解できず、その
内容もまた理解できない。

評価項目2 人文学・社会科学の学問手法をよ
く理解でき、実践できる。

人文学・社会科学の学問手法を理
解でき、実践できる。

人文学・社会科学の学問手法を理
解できず、また実践できない。

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

概要

時事英語：観光学演習

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

注意点

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

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

16週 これまでのまとめ それまでの内容を理解できる。

後期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15週 これまでのまとめ それまでの内容を理解できる。
16週

評価割合
意欲・関心 レポート試験 合計

総合評価割合 50 50 100
基礎的能力 50 50 100



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

科目基礎情報
科目番号 2020-407 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 電気応用（１）（新編　電気工学講座（２１）　深尾保、他、コロナ社
担当教員 高野 明夫
到達目標
１．照明の基礎事項について説明できる。
２．照明に関する計算（配光・光度及び光束、照度など）ができる。
３．電熱に関する一般事項が説明できる。
４．電熱に関する計算問題を解くことができる。
ルーブリック

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

照明の基礎事項について分かり易
く説明できる。

照明の基礎事項について説明でき
る。

照明の基礎事項について説明でき
ない。

２．照明に関する計算（配光・光
度及び光束、照度など）ができる
。

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

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

照明に関する計算（配光・光度及
び光束、照度など）ができない。

３．電熱に関する一般事項が説明
できる。

電熱に関する一般事項を分かり易
く説明できる。

電熱に関する一般事項が説明でき
る。

電熱に関する一般事項が説明でき
ない。

４．電熱に関する計算問題を解く
ことができる。

電熱に関する計算問題を８割以上
解くことができる。

電熱に関する計算問題を６割以上
解くことができる。

電熱に関する計算問題を解くこと
ができない。

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

概要

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

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

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

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

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

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

評価割合
前期試験 後期末試験 合計

総合評価割合 40 60 100
証明の基礎事項 10 15 25
照明計算 10 15 25
電熱の基礎事項 10 15 25
電熱計算 10 15 25



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 選択外国語（国際理解）
科目基礎情報
科目番号 2020-392 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 『Stories from Around the World』(Nan'un-do)
担当教員 村上 真理
到達目標
1. 教材を読んで内容を把握して、それらに関する問いに解答できる。
2. 異文化を理解し受容する姿勢、国際人としての視野を培うことができる。
3. 与えられたテーマについて400 words 以上の明瞭な英文を作成できる。　　　
4. 英語文書を他者に伝わるように口頭で発表することと他者の発表を聞き取り、評価することができる。　
ルーブリック

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

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

2週 Unit 1 テーマに沿って英語で意見交換ができる。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

語彙の確認や指示された英作文ができる。

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



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

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

学習した内容を復習し、テーマに沿って英文を書いて発表
することができる。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15週 総復習 培った能力を生かして積極的に様々な活動ができる。
16週

評価割合
課題小テスト 課題と発表 意欲と感心 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 システム工学
科目基礎情報
科目番号 2020-401 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 前期:0 後期:2

教科書/教材
教科書：とくになし。　参考書：(1)Dynamic Programming and Modern Control Theory,Richard Bellman &
Robert Kalaba, Academic Press, 1966.  (2)Linear and Nonlinear Programming, Second Edition、David G.
Luenberger、Springer、 2004

担当教員 長谷 賢治
到達目標
この講義を受けた成果として、以下のことができるようになる。
1. 意思決定問題の解決
2. 予測モデルによる問題解決。
3. 線形計画問題への定式化とその解決。
4. 動的計画法への定式化とその解決。
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: 意思決定問題の解決 解決できる 例題は理解できる わからない
評価項目2: 予測モデルによる問題
解決 解決できる 例題は理解できる わからない

評価項目3: 線形計画問題への定式
化とその解決 解決できる 例題は理解できる わからない

評価項目4: 動的計画問題への定式
化とその解決 解決できる 例題は理解できる わからない

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
コンピュータとソフト機能を主な構成要素とする情報システム、巨大なプロセスを働かせる制御システム、企業体を経
営するための経営システムなど、すべてシステムの代表的な例である。システム工学 (systems engineering) は、これ
らシステムを計画し、構築し、管理していくための基礎になる工学的方法論である。本講義では、主要なシステム工学
的手法の解説を行う。

授業の進め方と授業内
容・方法 授業は板書による解説ならびに演習を基本とする。授業展開は問題ドリブンな形でおこなう。

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 オリエンテーション 講義マップが理解できる

2週 システムの基礎知識：
システム・情報・制御 システム思考のトライアングルが理解できる

3週 階層化意思決定法(AHP)[3週から4週まで]：
iPOD の購入決定問題・座学 階層化意思決定法が理解できる

4週 演習 意思決定問題がAHPで解決できる

5週 予測の理論[5週から7週まで]：
数学的準備: Hilbert 空間、射影定理、最小2乗問題・座学 数学的基礎がわかる。

6週 線形回帰モデル・座学 線形回帰モデルによる予測理論とは何かがわかる。

7週 演習 線形回帰モデルの作成ならびにそれを用いた問題解決がで
きる。

8週
最適化問題の基礎[8週から9週]:
数学的準備: 汎関数、等高線、勾配、Lagrange 乗数法、
Kuhn-Tucker 条件

最適化問題の数学的基礎概念が理解できる

9週 最適化問題への定式化とその解法・座学 最適化問題への定式化ならびにその解法が図れる。

10週 線形計画問題(LP)[１0週から12週]:
数学的準備: 線形不等式、超平面・座学 LPの数学的基礎が理解できる

11週 線形計画モデルとその解法・座学 LPへの定式化ならびにその解法が図れる
12週 演習 実問題に適用できる

13週 動的計画問題(DP)[１3週から14週まで]:
基礎概念：過程、最適性の原理、再帰方程式・座学 DPへの定式化ならびにその解法が図れる

14週 演習 実問題に適用できる
15週 総括 まとめ
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 30 0 0 0 0 100
基礎的能力 30 0 0 0 0 0 30
専門的能力 40 30 0 0 0 0 70
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 ソフトウェア工学
科目基礎情報
科目番号 2020-387 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 前期:2 後期:0
教科書/教材 なし
担当教員 （Ｓ科 非常勤講師）,丸 雅光
到達目標
１．ソフトウェア開発工程を一通り実践できる。実現に至るまでの過程、各工程の目的、実施内容について理解できる。
２．実現すべき機能の特定、実現手段の分析・設計の手段としてUML（Unified　Modeling　Language）を活用できる。
３．ソフトウェアが意図通りに動作したときの感動、喜びを体験できる。
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．ソフトウェア開発工程を一通
り実践できる。実現に至るまでの
過程、各工程の目的、実施内容に
ついて理解できる。

□実現に至るまでの過程、各工程
の目的、実施内容について十分に
理解しており、ソフトウェア開発
工程を一通り実践できる。

□実現に至るまでの過程、各工程
の目的、実施内容について理解し
ており、ソフトウェア開発工程を
ほぼ一通り実践できる。

□実現に至るまでの過程、各工程
の目的、実施内容について理解し
ておらず、ソフトウェア開発工程
を実践できない。

２．実現すべき機能の特定、実現
手段の分析・設計の手段として
UML（Unified　Modeling　
Language）を活用できる。

□実現すべき機能の特定、実現手
段の分析・設計の手段として
UMLを正しく活用できる。

□実現すべき機能の特定、実現手
段の分析・設計の手段として
UMLを活用できる。

□実現すべき機能の特定、実現手
段の分析・設計の手段として
UMLを活用できない。

３．ソフトウェアが意図通りに動
作したときの感動、喜びを体験で
きる。

□ソフトウェアを意図通りに動作
させることができ、感動、喜びを
体験できる。

□ソフトウェアをほぼ意図通りに
動作させることができ、感動、喜
びを体験できる。

□ソフトウェアを意図通りに動作
させることができず、感動、喜び
を体験できない。

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
システム開発において、ソフトウェア開発は大きな役割を担う。将来、ソフトウェア分野へ進もうと考えている者はも
ちろん、電気、機械など他分野の技術者を目指す者にとってもソフトウェアの知識は必須である。本教科では、企業で
ソフトウエアの設計開発の実務経験を持つ担当教員が、ソフトウェア開発工程を一通り実践する。この体験を通して、
ソフトウェア開発という作業について学び、将来の糧となる知識を獲得する。

授業の進め方と授業内
容・方法 学生がPCを操作できる環境にて授業を実施する。

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．評価割合欄に記載されている態度とは、授業への積極姿勢を意味し、評価割合10％で評価します。
3．この科目は学修単位科目であり、30時間の対面授業を実施します。併せて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 オリエンテーション 本教科の目的、目標、授業計画を理解できる
2週 UML UML概要について説明できる

3週 分析（要求、機能） ソフトウェア開発の目的を決め、実現すべき機能を特定す
ることができる

4週 分析（構造） クラス、関連を定義することができる
5週 分析（構造） クラスの責務を検証することができる

6週 分析（振る舞い） オブジェクトの協調動作を検討し、クラス定義を更新する
ことができる

7週 設計 プログラムを設計することができる
8週 設計 プログラムを設計することができる
9週 実装 設計に従ってプログラミングすることができる
10週 実装 設計に従ってプログラミングすることができる
11週 実装 設計に従ってプログラミングすることができる

12週 テスト プログラミングしたソフトウェアをテストすることができ
る

13週 テスト プログラミングしたソフトウェアをテストすることができ
る

14週 テスト プログラミングしたソフトウェアをテストすることができ
る

15週 総括 (成果について解説する)
16週

評価割合
試験 レポート 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 45 45 0 10 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 45 45 0 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 令和02年度 (2020年度) 授業科目 人工知能
科目基礎情報
科目番号 2020-385 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 自作の講義ノート
担当教員 宮下 真信
到達目標
１．認知・認識に関する問題を、数式を使って理解し表現できること。
２．人工知能技術の応用分野についての知識を修得すること。
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

認知・認識の問題を数式で表現す
る方法を修得

人工知能に関する設問を数式で表
現することができる。さらに解を
求める手法やアルゴリズムを記述
することができる。

人工知能に関する設問を数式で表
現することができる。

人工知能に関する設問を数式で表
現することができない。

人工知能の社会実装分野の基礎知
識の習得

人工知能の技術が、社会の中でど
のように適用されているかを記述
することができる。さらに、応用
分野について記述することができ
る。

人工知能の技術が、社会の中でど
のように適用されているかを記述
することができる。

人工知能の技術が、社会の中でど
のように適用されているかを記述
することができない。

人工知能の具体的な技術の習得
ニューラルネットワークの手法、
情報理論の手法を、設定問題に適
用することができる。さらに、正
確に数値計算ができる。

ニューラルネットワークの手法、
情報理論の手法を、設定問題に適
用することができる。

ニューラルネットワークの手法、
情報理論の手法を、設定問題に適
用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

人の顔や指紋などの物体認識・認知技術、組合せ最適化問題解法の技術は、多くの情報処理機器や近年着目されている
ブレイン-マシンインターフェイス、ビックデータの解析などに適用されており、社会的ニーズの高い分野となってきて
いる。本授業では、ニューラルネットワーク手法とディープラーニング、統計物理的手法、情報理論的手法による、認
知・認識問題への工学的アプローチについて講義し、これらの技術の基礎となる物理学、情報理論、認知科学の学問的
背景についても講義する。また、企業に在職したとき開発した、Pottsスピンンモデルを応用した組み合わせ最適化問題
の解法、相互情報量最大化原理を応用した顔認識システム、ならびに国内外で取得した関連する特許について解説する
。

授業の進め方と授業内
容・方法

前半は、教師あり学習である階層型神経ネットワーク（パーセプトロン、バックプロパゲーション法）、教師なし学習
である自己組織化についての座学をおこなう。また、近年着目されているディープラーニング、サポートベクタマシン
について講義する。後半は、情報理論的手法による予測問題、通信路における画像修復の問題について座学で講義する
。人工知能の技術的手法は他にも多くあるが、基本的にはこれらの手法が理解できれば、他の手法を理解するのは比較
的容易である。神経ネットワークの手法や情報理論的手法の基となるのは統計物理学なので、統計物理学について適宜
解説をする。

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 人工知能が利用されている分野を理解する。人工でない知
能について理解できる。

2週 ニューロンのモデル化 神経細胞のモデル化方法、静的ニューロンモデル、動的ニ
ューロンモデルを理解できる。

3週 単一ニューロンモデル１ ニューロンモデルによるブール代数の学習について理解で
きる。

4週 単一ニューロンモデル２ 特徴空間について理解できる。

5週 階層型ニューロンモデル１ 古典パーセプトロン（教師あり学習）の学習方法について
理解できる。

6週 階層型ニューロンモデル２ バックプロパゲーション法の学習について数式で理解でき
る。

7週 階層型ニューロンモデル３ バックプロパゲーション法を顔認識に適用した例から、学
習曲線、過学習、追加学習について理解できる。

8週 階層型ニューロンモデルの適用 ディープラーニングの学習方法、サポートベクタマシンの
カーネルトリックなどを理解する。

9週 ランダム系の神経ネットワーク１ 自己組織化手法による、最適化問題の解法を理解できる。

10週 ランダム系の神経ネットワーク２ Hopfield&TankモデルとMiyashita&Tanakaのモデルの違
いを理解できる。

11週 情報理論的手法１ 「情報」の定義を理解する。確率論の基礎（自己情報量と
情報エントロピー）を理解できる。

12週 情報理論的手法２ 確率論の基礎（条件付き確率と情相互情報量）を理解でき
る。

13週 情報理論的手法の適用１ 天気の予測を例に、ベイズ推定、相互情報量最大化につい
て理解できる。

14週 情報理論的手法の適用２ ノイズ源のある通信路における画像修復方法、決定木法を
理解できる。

15週 まとめ 人工知能の技術を応用するときに、問題の条件を数式で表
現できること。また、その解法を記述できる。

16週



評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

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



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

科目基礎情報
科目番号 2020-409 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 Successful Keys To The Toeic Listening And Reading Test, Goal 600, 4th Edition
担当教員 成田 智子
到達目標
大学編入後や社会に出てから使用する英語の基盤である英文法の知識を確かなものとして実用レベルまで高めることができる。プレゼンテーシ
ョンの準備段階で深く学び、クラスメートに伝えることでより深く学習する。その知識を用いて正確なリスニングと読解ができる。
ルーブリック

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

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

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

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

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

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

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

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

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

英語を聴く力がないため実際の研
究現場や社会で英語を使うことが
できない。

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週
オリエンテーション
英語の特性
教員によるプレゼンテーション

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

16週

後期

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16週
評価割合

プレゼンテーシ
ョン 小テスト 課題 態度 ポートフォリオ その他 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 ロボット工学
科目基礎情報
科目番号 2020-400 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 配布資料
担当教員 青木 悠祐
到達目標
（１）ロボットとは何か、ロボティクスという学問体系について文献を参照しながら説明することができる
（２）ロボットの感覚の役割と種類およびそれを計測するセンサ技術について説明することができる
（３）ロボット技術の基本となる自由度配置・座標変換・ロボット運動学と動力学について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
ロボットとは何か、ロボティクス
という学問体系について文献を参
照しながら説明することができる

□ロボティクスという学問体系に
ついて文献を引用しながら説明す
ることができる

□ロボティクスという学問体系に
ついて説明することができる

□ロボティクスという学問体系に
ついて説明することができない

評価項目2
ロボットの感覚の役割と種類およ
びそれを計測するセンサ技術につ
いて説明することができる

□ロボットの感覚の役割と種類お
よびそれを計測するセンサ技術に
ついて説明することができる

□ロボットの感覚を計測するセン
サ技術について説明することがで
きる

□ロボットの感覚を計測するセン
サ技術について説明することがで
きない

評価項目3
ロボット技術の基本となる自由度
配置・座標変換・ロボット運動学
と動力学について理解することが
できる

□ロボット技術の基本となる自由
度配置・座標変換・ロボット運動
学と動力学について理解すること
ができる

□ロボット技術の基本となる自由
度配置・座標変換・ロボット運動
学について理解することができる

□ロボット技術の基本となる自由
度配置・座標変換・ロボット運動
学について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）】 3
教育方法等

概要

従来、ロボットの設計・製作・制御に関する内容を扱う学問をロボット工学と呼んでいた。しかしながら、近年では産
業用のみならず、医療用、社会インフラ用、ホーム用など様々な分野でロボットは活躍するようになってきた。これら
の分野では、ロボット工学の基礎となる機械工学・電気電子工学・計算機工学・制御工学・情報工学・材料工学だけで
なく、医学や法学、人間工学やセンサ工学など様々な分野とも関連を持つことからこれらの科学研究を総じてロボティ
クスと呼ぶ傾向が強くなってきている。本講義ではロボティクスの学問体系について学習するとともに、ロボット工学
の基礎となる座標変換・ロボット運動学・ロボット動力学について学ぶ。また、人間の感覚をロボットで代行するため
のセンサ、様々なロボット用アクチュエータ、目的に応じた各種ロボット制御について講義する。

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、文献調査を行う。
講義は主に板書・スライドにより進め、適宜演習を交え、質問や議論をすることにより理解を深める。

注意点

1.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.到達目標(1)(2)(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 ロボットの歴史、ロボットとは何か ロボットとは何か、説明することができる

2週 ロボティクスという学問体系 ロボティクスと機械工学・電気電子工学・情報工学・制御
工学等の関係を説明することができる

3週 ロボット運動学
〜位置・姿勢の表現〜 自由度配置について説明できる

4週 ロボット運動学
〜座標系の表現と変換〜 位置・姿勢について同時変換行列によって表現できる

5週 ロボット運動学
〜順運動学解析〜

2自由度マニピュレータの先端位置を順運動学によって表現
できる

6週 ロボット運動学
〜逆運動学解析〜

2自由度マニピュレータの各関節角度を逆運動学によって表
現できる

7週 ロボティクス演習1 順運動学・逆運動学に関する演習に取り組むことができる

8週 ロボットのアクチュエータ ロボットに使用される各種アクチュエータについて説明す
ることができる

9週 ロボットの感覚 ロボットに利用される各種センサについて説明することが
できる

10週 ロボット運動学
〜マニピュレータのヤコビ行列〜 マニピュレータのヤコビ行列を表現できる

11週 ロボット動力学
〜ラグランジュ法／ニュートンオイラー法〜 ロボットの動力学方程式を求める手法を説明できる

12週 ロボット制御
〜位置/軌道制御〜 マニピュレータの目標軌道を3次軌道として表現できる

13週 ロボット制御
〜力制御〜 様々な制御の例を説明することができる

14週 ロボット制御
〜ロボット研究動向〜 最新のロボット研究について事例を説明することができる

15週 ロボティクス演習2 ロボット動力学・ロボット制御に関する演習に取り組むこ
とができる

16週



評価割合
中間試験 期末試験 レポート 合計

総合評価割合 30 30 40 100
基礎的能力 0 0 0 0
専門的能力 30 30 40 100
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 令和02年度 (2020年度) 授業科目 振動工学
科目基礎情報
科目番号 2020-403 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 「入門　振動・波動」　福田誠 著　裳華房
担当教員 芹澤 弘秀
到達目標
１．1自由度振動系（無減衰系・減衰系）について運動方程式を立て、微分方程式を解くことができる
２．2自由度振動系（バネ・質点系）について運動方程式を立て、微分方程式を解くことができる
３．振動と波動の違いを説明でき、基本的な波動方程式を導いて解くことができる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1：1自由度振動系（無減
衰系・減衰系）について運動方程
式を立て、微分方程式を解くこと
ができる

□1自由度振動系（無減衰系・減衰
系）について運動方程式を立て、
微分方程式を解くことができ、解
の性質についても十分に説明でき
る

□1自由度振動系（無減衰系・減衰
系）について運動方程式を立て、
微分方程式を解くことができる

□1自由度振動系（無減衰系・減衰
系）について運動方程式を立てる
ことができない

評価項目2：2自由度振動系（バネ
・質点系）について運動方程式を
立て、微分方程式を解くことがで
きる

□2自由度振動系（バネ・質点系
）について運動方程式を立てて、
その微分方程式を解くことができ
、解の性質についても十分に説明
できる

□2自由度振動系（バネ・質点系
）について運動方程式を立てて、
その微分方程式を解くことができ
る

□2自由度振動系（バネ・質点系
）について運動方程式を立てるこ
とができない

評価項目3：振動と波動の違いを説
明でき、基本的な波動方程式を導
いて解くことができる

□振動と波動の違いを十分に説明
でき、基本的な波動方程式を導い
て解くことができる

□振動と波動の違いを説明でき、
基本的な波動方程式を本質的な誤
りなく導いて解くことができる

□振動と波動の違いを説明できず
、基本的な波動方程式を導くこと
も解くこともできない

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

振動工学は振動現象を予測し振動を制御するための学問である。機械や構造物の設計を行うとき、振動工学に基づいた
動力学解析は必須の技術となり、特に周波数特性に関する知識が不可欠となる。振動現象は機械分野だけでなく電気回
路など他の分野でも見ることができるが、現象を記述する方程式が同じであれば同じ解析法を適用できるため、全てに
共通する解析方法の修得が重要となる。本講義は、振動と波動に関する基礎知識と解析方法の習得を目的とし、様々な
振動系に対して共通の解析法を適用して解の性質を調べ、振動・波動現象に対する理解を深める。

授業の進め方と授業内
容・方法

本講義では、様々な振動の形態とそれに対応する解析法の解説を行った後、授業時間内に演習を行うことで知識の定着
を図る。単元ごとの確認試験および課題レポートによって習熟度の評価を行う。

注意点
・評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
・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（機械・電気系の基本要素および基本法則の復
習も含む）

振動と波動の基礎知識を修得することの必要性について説
明ができる

2週 1自由度無減衰系の振動（１） バネ・質点系の運動方程式とLC回路の回路方程式を記述し
、一般解を求めることができる

3週 1自由度無減衰系の振動（２） 自由振動のエネルギを計算でき、調和外力による強制振動
の解を求めることができる

4週 1自由度減衰系の振動（１）（自由振動の性質） 1自由度減衰系の自由振動の場合の運動方程式を解くことが
でき、解の性質を説明できる

5週 1自由度減衰系の振動（２）（強制振動の性質、共振） 1自由度減衰系の強制振動の場合の運動方程式を解くことが
でき、解の性質を説明できる

6週 2自由度無減衰系の振動（１） 2自由度のバネ・質点系の運動方程式を求めることができる

7週 2自由度無減衰系の振動（２） 2自由度のバネ・質点系の運動方程式を解いて、解の性質を
述べることができる

8週 機械系の波動方程式（弦の振動、音波） 弦の運動方程式と音波の波動方程式を求めることができる

9週 波動方程式の解（ダランベールの解） 波動方程式の解法を理解し、波動方程式の一般解（ダラン
ベールの解）を求めることができる

10週 波動方程式の解の性質 波動方程式の解の性質を説明できる

11週 電気系の波動方程式（分布定数回路） 分布定数回路に関する波動方程式を求めることができ、解
の性質について説明できる

12週 電気系の波動方程式（電磁波） マクスウェル方程式から波動方程式を求めることができる
13週 電気系の波動方程式（電磁波） 電磁波の波動方程式の解の性質について説明できる
14週 フーリエ解析の基礎 任意波形のフーリエ級数展開を求めることができる

15週 フーリエ解析の応用 振動・波動現象へのフーリエ解析の応用について説明でき
る

16週
評価割合

確認試験 課題レポート 合計
総合評価割合 50 50 100



評価項目1：1自由度振動系（無減
衰系・減衰系）について運動方程
式を立て、微分方程式を解くこと
ができる

20 20 40

評価項目2：2自由度振動系（バネ
・質点系）について運動方程式を
立て、微分方程式を解くことがで
きる

10 10 20

評価項目3：振動と波動の違いを説
明でき、基本的な波動方程式を導
いて解くことができる

20 20 40



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 技術英語Ⅱ
科目基礎情報
科目番号 2020-393 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 前期:2 後期:0
教科書/教材 もの作りの英語表現　松崎久純著　三修社
担当教員 長縄 一智
到達目標
モノづくりの主要な構成部門である研究、設計、生産の各現場で必要となる用語や文章について、英語でのコミュニケーションができるように
なる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1  日本語で書かれたモノ
づくりに関する文章を英語に翻訳
できる。（D2-3)

□与えられた、モノづくりに関す
る日本語の文章について、その
８割以上を適切な英語に翻訳でき
る。

□与えられた、モノづくりに関す
る日本語の文章について、その6割
以上を適切な英語に翻訳できる。

□与えられた、モノづくりに関す
る日本語の文章について、適切な
英語翻訳が出来る割合が6割に満た
ない。

評価項目2  英語で書かれたモノづ
くりに関する文章を日本語に翻訳
できる。(D2-3)

□与えられた、モノづくりに関す
る英語の文章について、その８割
以上を適切な日本語に翻訳できる
。

□与えられた、モノづくりに関す
る英語の文章について、その６割
以上を適切な日本語に翻訳できる
。

□与えられた、モノづくりに関す
る英語の文章について、適切な日
本語に翻訳できる割合が6割に満た
ない。

評価項目3  モノづくりに関する英
語の派生語を記述できる。

□モノづくりの表現で頻出する英
単語について、その派生語(反対語
、同義語、品詞変換など）が８割
以上できる。

□モノづくりの表現で頻出する英
単語について、その派生語(反対語
、同義語、品詞変換など）が6割以
上できる。

□モノづくりの表現に頻出する英
単語について、その派生語(反対語
、同義語、品詞変換など）が出来
る割合が6割に満たない。

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

企業にて「ものづくり」に直結する製品開発や、グローバルサービス業務、更には海外駐在経験を持つ担当教員が以下
を講義する。
（１）ものづくりに関する日本語を正しく英語に翻訳することができる。※（D2-3)
（２）ものづくりに関する英語を正しく日本語に翻訳することが出来る。※（D2-3)
（３）ものづくりに関して使われている英語について、その派生語を記述することが出来る。
※上述（１）は、卒業研究にて要求される英文アブストラクト作成に向けた基礎知識と見なす。

授業の進め方と授業内
容・方法

教科書に沿って進める。定期試験(期末1回）の評価に加え、授業中に作成を指示したノートの記載内容により評価する
。。定期試験は総合評価割合の５０％を割り付ける。ノートも同様に５０％の割合とするが、教科書記載および教員が
授業で記載した部分について30％、それ以外の自己学習分を２０％とする。なお、授業は遠隔、試験は対面で実施する
。

注意点
評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
この科目は学修単位科目であり、30時間の遠隔授業を実施します。併せて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 授業の目的、進め方、評価方法等の説明
2週 モノづくりの英語表現の習得 開発分野で使われる英語①
3週 モノづくりの英語表現の習得 開発分野で使われる英語②
4週 モノづくりの英語表現の習得 設計分野で使われる英語①
5週 モノづくりの英語表現の習得 設計分野で使われる英語②
6週 モノづくりの英語表現の習得 設計分野で使われる英語③
7週 モノづくりの英語表現の習得 設計分野で使われる英語④
8週 モノづくりの英語表現の習得 生産技術分野で使われる英語①
9週 モノづくりの英語表現の習得 生産技術分野で使われる英語②
10週 モノづくりの英語表現の習得 生産技術分野で使われる英語③
11週 モノづくりの英語表現の習得 品質管理分野で使われる英語①
12週 モノづくりの英語表現の習得 品質管理分野で使われる英語②
13週 モノづくりの英語表現の習得 物流分野で使われる英語
14週 モノづくりの英語表現の習得 在庫分野で使われる英語
15週 モノづくりの英語表現の習得 その他の分野で使われる英語
16週

評価割合
試験 ノート 合計

総合評価割合 50 50 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 30 0 0 0 0 30
専門的能力 50 20 0 0 0 0 70
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 情報ネットワーク論
科目基礎情報
科目番号 2020-386 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 前期 週時間数 前期:2 後期:0

教科書/教材 井関 文一, 金 武完, 鈴木 英男, 吉澤 康介，情報ネットワーク概論―ネットワークとセキュリティの技術とその理論，コ
ロナ社

担当教員 山崎 悟史
到達目標
1. 情報ネットワークの基本概念，用語，動作原理を理解し，説明できる．
2. 情報ネットワークに関する基礎理論を理解し，説明できる．
3. 情報ネットワークの最適な設計に向け，基本的な諸量を計算により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
情報ネットワークの基本概念，用
語，動作原理を理解し，説明でき
る(評価割合：8割以上)．

情報ネットワークの基本概念，用
語，動作原理を理解し，説明でき
る(評価割合：6～8割)．

情報ネットワークの基本概念，用
語，動作原理を理解し，説明でき
る(評価割合：6割未満)．

評価項目2
情報ネットワークに関する基礎理
論を理解し，説明できる(評価割合
：8割以上)．

情報ネットワークに関する基礎理
論を理解し，説明できる(評価割合
：6～8割)．

情報ネットワークに関する基礎理
論を理解し，説明できる(評価割合
：6割未満)．

評価項目3
情報ネットワークの最適な設計に
向け，基本的な諸量を計算により
求めることができる(評価割合
：8割以上)．

情報ネットワークの最適な設計に
向け，基本的な諸量を計算により
求めることができる(評価割合
：6～8割)．

情報ネットワークの最適な設計に
向け，基本的な諸量を計算により
求めることができる(評価割合
：6割未満)．

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

　インターネットに代表される情報ネットワーク(NW)は，今や我々の生活にとって必要不可欠なインフラである．それ
は，OSやDBなどを実装したコンピュータ同士を結び，今や光ケーブルを媒体とした有線NWからモバイル空間での無線
NW（IoT：Internet of Things）へと利用の場が広がっている．
　本講義では，昨今広く利用されているTCP/IPを中心に，最新技術にも通ずるNWの基礎や土台となる考え方について
，主に座学講義やレポート課題等を通じて習得する．

※実務との関係
　この科目は企業で業務系システムや半導体製造装置のネットワーク化，そのアプリケーション開発を担当していた教
員が、開発者として情報ネットワークをどのように使うのかという視点でネットワークの概念や動作原理を講義し，コ
ンピュータ実習で理解を深めるものである．

授業の進め方と授業内
容・方法

スライド形式（オリジナルのプリント）による座学講義を主とし、レポート課題・演習やPCを利用した実習を併用する
．

注意点 講義範囲は多岐に渡るため，履修にあたり十分な予復習が求められる．
授業計画

週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 オリエンテーション 授業概要，スケジュール，評価方法と基準等を理解できる
．

2週 情報ネットワーク序論 情報ネットワークの基礎（概念と概要，最新動向など）を
説明できる．

3週 アプリケーション層 ドメイン，DNS，WWW(URL, HTML, HTTP)について説明
できる．

4週 トランスポート層1 TCP/IPプロトコルスタックとそのデータ送受について説明
できる．

5週 トランスポート層2 TCPとUDPについて説明できる．

6週 ネットワーク層1 IPとその補助プロトコル(ARP，ICMP)，IPアドレッシング
，サブネットマスクについて説明できる．

7週 ネットワーク層2 ルータとルーティングの仕組みの基本を説明できる．
8週 演習 これまでの内容について演習を通じて理解を深める．

9週 ネットワーク層3 通信トラヒック理論の基礎としてM/M/1モデルの諸量を求
めることができ，ネットワークのトラヒック解析できる．

10週 ネットワーク実習 コンピュータを用いてネットワーク基礎について実習でき
る．

11週 データリンク層1 データリンク層の役割、LAN，CSMA/CDについて説明でき
る．

12週 データリンク層2 無線ネットワークの基礎、CSMA/CAについて説明できる．

13週 物理層1 情報理論の基礎として情報量を説明でき，関連する計算が
できる．

14週 物理層2 情報理論の基礎として相互情報量を説明でき，関連する計
算ができる．

15週 物理層3 情報理論の基礎として通信路容量を説明でき，関連する計
算ができる．

16週 演習2 これまでの内容について演習を通じて理解を深める．
評価割合

出席 演習 レポート課題 合計
総合評価割合 20 40 40 0 0 0 100



基礎的能力 20 20 20 0 0 0 60
専門的能力 0 20 10 0 0 0 30
分野横断的能力 0 0 10 0 0 0 10



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 卒業研究
科目基礎情報
科目番号 2020-382 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: 8
開設学科 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 8
教科書/教材 各担当教員により、指示される。
担当教員 長縄 一智,制御情報工学科 全教員
到達目標
１．研究に関する社会的背景と研究目的を理解した上で、安全性について配慮した年間計画を立て、遂行することができる。
２．研究に関する情報を自ら集め、実験等で得られた情報を解析し、問題の特定と仮説に基づいて更なる展開につなげることができる。(E2-3)
３．研究の成果を整理し、系統立ててスライドを作成することで、第３者にわかりやすく説明し、質問に適切に回答することができる。(D1-3)
４．研究の背景から目的、その解決と評価手法について系統立てて論理を展開し、結論に至るまで文章や図表で記述することができる。(C2-3)
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 最低限の到達レベルの目安
(可) 未到達レベルの目安

１．研究に関する社会的背
景と研究目的を理解した上
で、安全性について配慮し
た年間計画を立て、遂行す
ることができる。

□研究の背景と目的を十分
に理解した上で、安全性に
配慮した効率的な研究計画
を立て、その計画に沿って
研究活動を遂行できる。

□研究の背景と目的を理解
した上で、安全性に配慮し
た研究計画を立て、その計
画に基づいて研究活動を遂
行できる。

□研究の背景と目的を理解
した上で、研究計画を立て
ることができる。

□研究計画を立てることが
できない。

２．研究に関する情報を自
ら集め、実験等で得られた
情報を解析し、問題の特定
と仮説に基づいて更なる展
開につなげることができる
。(E2-3)

□研究遂行に必要な文献を
複数調査でき、研究で得ら
れた情報を詳細に解析し、
的確な問題の特定と仮説に
基づいて更なる展開につな
げることができる。

□研究遂行に必要な文献を
調査でき、研究で得られた
情報を解析し、問題の特定
と仮説に基づいて更なる展
開につなげることができる
。

□研究遂行に必要な文献を
調査でき、研究で得られた
情報を解析できる。

□研究遂行に必要な文献を
調査できず、研究で得られ
た情報を解析できない。

３．研究の成果を整理し、
系統立ててスライドを作成
することで、第３者にわか
りやすく説明し、質問に適
切に回答することができる
。(D1-3)

□十分な内容の抄録が期限
内に提出され、発表会にお
いて第３者に非常にわかり
やすく研究成果を説明でき
、質問への回答も非常に的
確である。

□抄録が期限内に提出され
、発表会において第３者に
わかりやすく研究成果を説
明でき、質問にも的確に回
答できる。

□発表会において第３者が
理解できるような研究成果
の説明ができ、質問に回答
することができる。

□研究成果を整理できず、
発表会において第３者が理
解できるような説明を行え
ない。

４．研究の背景から目的、
その解決と評価手法につい
て系統立てて論理を展開し
、結論に至るまで文章や図
表で記述することができる
。(C2-3)

□研究の結論に至るまでの
過程で情報やデータを効率
的かつ十分に収集・整理で
き、非常に的確な文章や図
表を用いて報告書を作成で
きる。

□研究の結論に至るまでの
過程で情報やデータを効率
的に収集・整理でき、的確
な文章や図表を用いて報告
書を作成できる。

□研究の結論に至るまでの
過程で情報やデータを収集
・整理でき、文章や図表を
用いて報告書を作成できる
。

□研究の結論に至るまでの
過程で情報やデータを収集
・整理できず、研究成果を
報告書にまとめることがで
きない。

学科の到達目標項目との関係
実践指針 (C2) 実践指針のレベル (C2-3) 実践指針 (D1) 実践指針のレベル (D1-3) 実践指針 (E2) 実践指針のレベル (E2-3) 【本校学習・教育
目標（本科のみ）】 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 【プ
ログラム学習・教育目標 】 D 【プログラム学習・教育目標 】 E
教育方法等

概要

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

授業の進め方と授業内
容・方法 制御情報工学科の各研究室に所属して、担当教員の指導の下に具体的なテーマについて研究を行う。

注意点
・評価方法と基準については、成績評価基準表（別途学科で定めた詳細基準表も参照のこと）による。ただし、適宜追
加課題を課し、加点することがあります。授業目標2、3、4の評価が最低基準（6割）以上で、かつ科目全体で60点以上
の場合を合格とする。

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 ガイダンス１ 研究室紹介、興味のある研究室訪問
2週 ガイダンス２ 配属決定、研究室毎のガイダンス
3週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
4週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
5週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
6週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
7週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
8週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
9週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
10週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
11週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
12週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
13週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
14週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
15週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
16週

後期 1週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施



2週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施

3週 中間発表会 研究テーマとその実施方法について学科単位（場所と時間
の制約から2会場に分離）で実施する。

4週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
5週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
6週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
7週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
8週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
9週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
10週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
11週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
12週 各研究室にて設定、実施 各研究室にて設定、実施
13週 卒業研究発表会 研究成果を発表し、質疑に応答する。
14週 卒業研究報告書仕上げ 各研究室にて設定、実施
15週 卒業研究報告書仕上げ 各研究室にて設定、実施
16週

評価割合
中間発表 最終発表 卒業研究報告書 総合評価 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 （学際科目）機能材料
科目基礎情報
科目番号 2020-412 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2

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

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

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 機能材料の原理と応用が理解でき
その特徴を理解できる

機能材料の原理が理解できその特
徴を理解できる

機能材料の原理が理解できその特
徴を理解できない。

評価項目2 分子膜の基礎と特徴を理解し応用
について説明できる。

分子膜の基礎と特徴を理解できる
。

分子膜の基礎と特徴を理解できな
い。

評価項目3 層状化合物材料の基礎と特徴を理
解し応用について説明できる。

層状化合物材料の基礎と特徴を理
解できる。

層状化合物材料の基礎と特徴を理
解でない。

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

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

授業の進め方と授業内
容・方法

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

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

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

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

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

16週
評価割合

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 学校行事Ⅴ
科目基礎情報
科目番号 0117 科目区分 一般 / 集中
授業形態 単位の種別と単位数 履修単位: 0
開設学科 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 0
教科書/教材
担当教員 教務主事
到達目標
1.　技術と自然や社会との関りや技術が関わる社会問題に関する具体的事例について，技術者の社会的責任を工学倫理の原則に基づき説明でき
る能力を養う．
2.　工学技術に関する具体的課題にチームで取り組む際，チームでの自分の役割を把握して行動し，活動の進捗状況をメンバーに報告できる能
力を養う．
ルーブリック

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

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

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

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

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

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

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

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

学科の到達目標項目との関係
教育方法等

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

授業の進め方と授業内
容・方法

授業内容：学校が定めた学校行事計画に従う．活動の指導及び出欠席の管理は原則担任とする．
実施場所：ホームルーム（HR）を原則とする．授業内容により実施場所がHRでない場合，学級担任の指示に従う．
評価方法：学校行事への参加（出席）の条件を満たすことにより合格とする．

注意点 授業内容・方法のカッコ内の数字は時間数を示す．
卒業式は卒業要件となる時間数にカウントしない．

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1週 始業式・対面式（2）

周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとること
ができる。
チームで協調・共同することの意義・効果を認識している
。
チームで協調・共同するために自身の感情をコントロール
し、他者の意見を尊重するためのコミュニケーションをと
ることができる。
他者のおかれている状況に配慮した行動がとれる。

2週 防災訓練　（高専大会壮行会と併せて １） 説明責任、製造物責任、リスクマネジメントなど、技術者
の行動に関する基本的な責任事項を説明できる。

3週 高専大会壮行会
円滑なコミュニケーションのための態度をとることができ
る(相づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。
チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。

4週 スポーツ大会（4）

周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとること
ができる。
自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができ
る。
チームで協調・共同することの意義・効果を認識している
。
チームで協調・共同するために自身の感情をコントロール
し、他者の意見を尊重するためのコミュニケーションをと
ることができる。
当事者意識をもってチームでの作業・研究を進めることが
できる。
チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。
リーダーがとるべき行動や役割をあげることができる。
適切な方向性に沿った協調行動を促すことができる。
リーダーシップを発揮する(させる)ためには情報収集やチ
ーム内での相談が必要であることを知っている

5週 CBT
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 体育祭（7）

周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとること
ができる。
自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができ
る。
チームで協調・共同することの意義・効果を認識している
。
チームで協調・共同するために自身の感情をコントロール
し、他者の意見を尊重するためのコミュニケーションをと
ることができる。
当事者意識をもってチームでの作業・研究を進めることが
できる。
チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。
リーダーがとるべき行動や役割をあげることができる。
適切な方向性に沿った協調行動を促すことができる。
リーダーシップを発揮する(させる)ためには情報収集やチ
ーム内での相談が必要であることを知っている

2週 高専祭（21）

他者の意見を聞き合意形成することができる。
合意形成のために会話を成立させることができる。
周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとること
ができる。
自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができ
る。

3週 終業式（学年末）（1）

周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとること
ができる。
チームで協調・共同することの意義・効果を認識している
。
チームで協調・共同するために自身の感情をコントロール
し、他者の意見を尊重するためのコミュニケーションをと
ることができる。
他者のおかれている状況に配慮した行動がとれる。

4週 卒業式（0）
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
16週

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 生産システム
科目基礎情報
科目番号 2020-404 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 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 前期:0 後期:2
教科書/教材 （入門編）生産システム工学　　人見勝人著　　共立出版
担当教員 （Ｓ科 非常勤講師）,鞠子 誠
到達目標
生産現場における　①物の流れ　②情報のながれ　③お金の流れ　を理解し、製造業の最重要項目の生産性（効率）向上の必要性と基礎的な改
善手法を実例を通して学ぶことにより、もの作りの体系と技術者としての姿勢を身につけることができる。
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

生産現場における
①物の流れ
②情報のながれ
③お金の流れ
を正確に理解し、製造業の最重要
項目の生産性（効率）向上の必要
性と基礎的な改善手法を実例を通
して学び、もの作りの体系と技術
者としての姿勢を身につけること
ができる。

生産現場における
①物の流れ
②情報のながれ
③お金の流れ
をほぼ正しく理解し、製造業の最
重要項目の生産性（効率）向上の
必要性と基礎的な改善手法を実例
を通して学び、もの作りの体系と
技術者としての姿勢を身につける
ことができる。

生産現場における
①物の流れ
②情報のながれ
③お金の流れ
を理解できず、製造業の最重要項
目の生産性（効率）向上の必要性
と基礎的な改善手法を実例を通し
て学ぶことができず、もの作りの
体系と技術者としての姿勢を身に
つけることができない。

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

生産システム工学は、生産活動において原材料に処理を施して製品に変換するまでのプロセスを通して、各プロセスの
内容、分析・管理ツール、設備などの基礎を学習する。特に生産活動において重要な高品質な製品を低コストで、タイ
ミング良く製造するためには生産活動を科学的かつ組織的に進めなければならず、本講義では、企業で生産技術・生産
管理の実務経験を持つ担当教員が、企業の中で実施されている生産活動の基礎、実例、応用事例を紹介し簡単な実習を
交えて生産プロセスを学習する。

授業の進め方と授業内
容・方法

基本的に教科書の内容に沿って授業を進めるが、最新の生産動向、技術情報や教科書内容を補足する資料も配布しなが
ら、広義・狭義を織り交ぜた生産プロセスを学習する。

注意点
1．評価については、評価割合に従って行います。ただし、適宜再試や追加課題を課し、加点することがあります。
2．この科目は学修単位科目であり、30時間の対面授業を実施します。併せて15時間の事前学習・事後学習が必要とな
ります。
3．後期中間試験40%、学年末試験40%、課題レポート15%、授業態度5%　で60点以上を合格とする

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 ガイダンス 講義内容、授業概要・目標・スケジュール、評価方法など
の説明

2週 生産の基本 生産の歴史、生産分類、生産の価値要件について説明でき
る

3週 生産形態 生産組織と機能、生産方式（大量生産、多品種少量生産
）について説明できる

4週 生産工程 生産の流れと具体的な3つの生産機能について説明できる

5週 製品設計 製品計画（製品の寿命）、製品設計と検証、品質、信頼性
設計について説明できる

6週 工程計画 工程計画の基本、作業計画（作業時間、作業方法の改善事
例と改善実習）について説明できる

7週 工程設計 作業時間の区分け、生産方式設計、レイアウト設計につい
て説明できる

8週 生産計画 生産計画、負荷計画、管理ツールについて説明できる

9週 日程計画・在庫管理 能力・負荷の関連、スケジューリング手法とツール、在庫
管理の意義と課題について説明できる

10週 生産コントロール 生産管理、品質管理、生産保全について説明できる
11週 生産原価 原価と費用について説明できる
12週 原価構成 生産原価構成、利益計画について説明できる

13週 損益分岐解析 損益分岐図、損益改善の重要性、設備投資計画について説
明できる

14週 最近の生産形態 機械自動化の歴史、各製造管理の仕組をＣＰＵで管理する
方法について説明できる

15週 生産システムまとめ 各種生産データのＣＰＵ管理、ＩＴ活用による最新の製造
現場について説明できる

16週
評価割合

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



沼津工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 計算機シミュレーション
科目基礎情報
科目番号 2020-383 科目区分 専門 / 選択
授業形態 授業 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 制御情報工学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 教科書：とくになし。　参考書：モデルと表現, 米沢 明憲, 柴山 悦哉,岩波書店,1992
担当教員 長谷 賢治
到達目標
このコースを受けた成果として、以下のことができるようになる。
1. 確定論的現象(流体系、力学系、熱系、生態系)などのモデリング
2. 確定論的現象のシミュレーション
3. 確率論的現象(待ち行列、在庫システム)などのモデリング
4. 確率論的現象のシミュレーション
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：確定論的現象のモデリ
ング

与えられた現象のモデリングがで
きる。

例題が提示されればそのモデリン
グ手順が理解できる。 モデリング手順がわからない。

評価項目２：確率論的現象のモデ
リング

シミュレーションを企画・実行で
きる。

例題が提示されればそのシミュレ
ーション手順が理解できる。

シミュレーション手順がわからな
い。

評価項目3：確率論的現象のモデリ
ング

与えられた現象のモデリングがで
きる。

例題が提示されればそのモデリン
グ手順が理解できる。 モデリング手順がわからない。

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

われわれはふだん物事を理解するときに、自分なりの「モデル」をつくり、それをもとに理解をする。「対象」から本
質的な部分を抽出し「モデル」を作成する操作を「モデリング」という。このモデリングを通じて、その対象について
の理解を深めることができる。また、「モデル」を動かす操作を「シミュレーション」という。モデルが数理記号系で
記述されている時、その「シミュレーション」に計算機が用いられる。シミュレーションを行うことにより、「対象」
のより深い理解が可能となり、その世界を擬似的に体験することができる。 本講義では、計算機シミュレーションにつ
いて、その基本的な考え方を紹介する。

授業の進め方と授業内
容・方法 授業はスライド等による解説を基本とする。授業展開は問題ドリブンな形でおこなう。

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

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

1週 オリエンテーション（シミュレーションとは？） 授業マップを見て、その全体像を理解すること。

2週 モデルと表現 現象の数学モデルの導出、ならびにその状態空間モデルへ
の変換ができる。

3週 数値計算法の基礎(シミュレーター作成のための) 状態空間モデルからデジタル・シミュレータが構成できる
。

4週 決定論的事象について[事例研究1から6まで]
事例研究1. 熱帯魚の水槽の温度制御問題

 手法、シミュレーションを用いた問題解決のステップが理
解できる。

5週 事例研究2. ホールインワンを狙え！ 物理系のモデリングならびにそのシミュレータを用いて問
題解決が図れる。

6週 事例研究3. 月蝕を予測せよ！ 物理系のモデリングならびにそのシミュレータを用いて問
題解決が図れる。

7週 事例研究4. 「振動絶縁の原理」を見出せ！ 物理系のモデリングならびにそのシミュレータを用いて問
題解決が図れる。

8週 事例研究5. 「生態系の法則」を引き出せ！ 生態系のモデリングならびにそのシミュレータを用いて問
題解決が図れる。

9週 事例研究6. 地球の年齢を予測せよ！ 地球科学系のモデリングならびにそのシミュレータを用い
て問題解決が図れる。

10週 事例研究7. DDT拡散で生態系はどうなるか？ システム・ダイナミックスのアプローチに基づくモデリン
グならびにそのシミュレータを用いて問題解決が図れる。

11週 確率論の基礎 公理的確率論の基礎概念が理解できる。

12週 事例研究8. カジノでの必勝法を探せ！ 非決定論的現象のシミュレータを用いて問題解決が図れる
。

13週 事例研究9. 君はSHOPを経営できるのか？ 非決定論的現象のシミュレータを用いて問題解決が図れる
。

14週 事例研究10. 待ち行列をなくせ！ 非決定論的現象のシミュレータを用いて問題解決が図れる
。

15週 総括
16週

評価割合
試験 レポート 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 60 40 0 0 0 0 100
基礎的能力 10 10 0 0 0 0 20
専門的能力 30 10 0 0 0 0 40



分野横断的能力 20 20 0 0 0 0 40


