




建学の精神「教育は愛なり」
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本学院の創立者は、鶴虎太郎である。

創立者を教育事業に駆り立てたものは、経済的・身体的その他いろいろな理

由で教育の機会を奪われた若者に対し、自分のもてるものを与え尽くそうとい

う深い思いに尽きるように思われる。

経済的に困窮している生徒のために奔走し、誘惑に負けた若者をどこまでも

見捨てないというように、様々な形で教え子に支援の手を差し伸べる行動が創

立者の特徴である。

昭和40年に建立された創立者の胸像には、「愛は教育なり」という言葉が刻ま

れている。これは、創立者の遺志を引き継いだ先人たちが、彼の精神の本質を

このような言葉で表現したものである。

創立者は、声高に「愛は教育なり」を叫んだわけではない。何よりも「愛は

教育なり」の実践者であった。

本学院の建学の精神「教育は愛なり」は、創立者のこのような教育実践から

生まれたものである。「おこなってこそ、愛」なのである。ここに建学の精神の

大きな意義がある。

本学院は創立者の精神を、どこまでも引き継いでいかなければならない。

それが、本学院に課せられた永遠の使命である。
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大学創設の精神

「教育は愛なり、研究は熱なり」

大学の教育理念「信和・協同・実践」
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信和：己を研鎖し、自己を信じると共に互いに尊重しあう人間社会を築き、和

を求める学生を養う。

協同：平等な立場から多くの人々と協力し、互いに助け合える感性を持つ学生

を養う。

実践：人類の平和と進歩に貢献する幅広い教養と深い専門知識を持ち、自ら行

動できる学生を養う。
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大学の目的
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「教育は愛なり、研究は熱なり」を基本精神とし、自己を信じながらも和を求

め互いに助け合える感性を持ち、行動力のある人材育成を目的とする。
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大学の教育目標
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①講義や実験、実習体験などを通して、学生の個性と自主性を育みながら、
基礎学力を修得する。

②学生同士、勉学や大学での社会的活動を通して協力することにより、視野
が広く社会‘性に富む人材を育成する。

③大学で学んだ実学指向の専門知識・経験を社会で活用できる人材を育成す
る。
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工学部の目的
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「信和・協同・実践」の教育理念を継承・強化し、地域の青少年を地域ととも

に育て、地域並びに地域産業活動を担う人材育成を行うことを目的とする。
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‘情報デザイン学部の目的
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‘情報技術の急速な進歩により、情報化社会が現実のものとなってきた今日、

生活の中にあふれる情報に対応するため、人間が主体となる情報デザインが必

要となってきた。情報デザイン学部では、基盤となる‘情報技術、情報をわかり

やすく伝える手法、及び’情報を利用する方法などについて教え、信和・協同・

実践の理念に基づいた人材育成を行う。
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現代社会学部の目的
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現代力§直面する社会的な諸問題を研究し、もって、自ら調べ、考え、人々と

’協力し、それらの解決に寄与しうる人材を育成する。
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単位制度

1．単位

大学における教育課程は下記のような単位制によって行われます。したがって各学科・専攻の授業

科目区分ごとの最低必要単位数を４年間の在学期間に修得することによって卒業の資格を得ることが

できます。

２．単位数

１講義及び演習は、１５時間から30時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもってｌ単位としま

す。

２実験、実習及び実技については、３０時間から45時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもっ

てｌ単位とします。

３卒業論文制作については、別に定めます。

３．単位認定

正し<履修登録された科目について､授業の出欠､期末試験およびその他の試験、レポート等によっ

て、成績が「Ｃ」以上に評価された場合に認定されます。

1．授業時間

コ マ

時限

時間

１

９：００

１

９：４５

Ｉ

２

９：４５

１
１０：３０

３

１０：４０

１

１１：２５

Ⅱ

授

４

１１：２５

１

１２：１０

５

１３：００

１

１３：４５

Ⅲ

６

１３：４５

１

１４：３０

業

７

１４：４０
１

１５：２５

Ⅳ

８

１５：２５

１

１６：１０

９

１６：２０

１

１７：０５

Ｖ

1０

１７：０５

１
１７：５０

２．授業時間割

授業時間割は、学年、学期始めに行われる教務課のガイダンスで各自に配布します。また、教務課

掲示板に掲示します。

３．休講、補講

①担当教員または大学の都合等で授業が開講できない場合は、教務課掲示板に「休講通知」を掲示

します。また、本学のホームページで公開していますので、携帯電話及びパソコンでアクセスがで

きます。

②休講した授業の補講は補講期間及び授業時間表のブランクを使用して行います。この場合事前に

掲示をしますので特に注意をして教務課の掲示板を見てください。

③「休講」の掲示がなく授業開始から30分経過しても担当教員が来室しない場合は教務課に連絡し

て指示を受けてください。

１



４．出席、欠席

単位を修得するには、授業に出席しなければなりません。しかし、やむを得ず課外教育活動、就職

試験もしくは忌引等で授業を欠席するときは、所定の手続により欠席届を担当教員へ提出しなければ

なりません。

試 験
1．試験の種類

ｌ期末試験……前期または後期末に定期的に行う試験

２追試験……期末試験で次のいずれかに該当する事由で欠席した学生に対して行う試験

（１）病気（医師の診断書）

（２）就職試験（証明書）

（３）教育実習（証明書）

（４）一親等、二親等の死亡（証明書）

（５）その他不慮の事故及び災害等やむえざる事由と認められる場合（事由証明書）

（６）上記以外で、本学が特に認めた事由（事由証明書）

３再試験……卒業保留者で単位を修得できなかった者を対象にして、再度行う試験

原則として受験できる科目は、授業の出席および期末試験等を受けていること

卒業保留者は、卒業認定会議において決定する

２．期末試験受験上の注意

①期末試験に際しては、学生証を提示すること、学生証を忘れた者は、仮学生証の交付を受けて、

受験してください。

②試験監督者の指示に従ってください。指示に従わない者は、退場を命ぜられることがあります。

③不正行為

カンニングなど不正行為をはたらいた者は、当該期末試験期間中の受験科目のすべてが無効にな

ります。

④期末試験の他に授業期間中に行われたり、レポート提出を求められる場合がありますので掲示に

注意してください。

⑤同じ時間帯に試験科目が、２科目以上重った場合には事前に教務課に申し出て指示を受けてくだ

さい。

⑥欠席する場合には、試験時間までに教務課へ連絡してください。

３．期末試験時間割

予報

時刻 ８：５０

１

９：００

１

９：５０

２

１０：０５

１
１０：５５

３

１１：ｌＯ

Ｉ

ｌ２：００

予報

１２：５０

２

４

１３：００

１

１３：５０

５

１４：０５

１

１４：５５

６

１５：１０

１

１６：００



成 績

1．成績評価とＧＰ・ＧＰＡ

１．試験の成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤの５段階の評価とし、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、を合格とする。

２．ＧＰ（グレイドポイント）は、成績評価に応じて付与されたポイントをいう。

３．成績評価及びＧＰは次のとおりとする。

評価（評語） ＧＰ 評価

Ｓ ４ ９０～１００

Ａ ３ ８０～８９

Ｂ ２ ７０～７９

Ｃ １ ６０～６９

， ０ ０～５９

４．ＧＰＡ（グレイド・ポイント・アベレージ）は、履修登録した科目の単位数に、

その総和を履修登録した科目の単位数の合計で除した数値で表す。

計算式

（Ｚ（ＧＰ×履修登録した授業科目の単位数)）

総履修登録単位数（＊未修得の単位数も含む）

2．その他の成績表示とＧＰ・ＧＰＡ

成績評価欄の表示及びそのＧＰ・ＧＰＡの取扱いについては、次のとおりとする。

１．「合」及び「認定」は、合格を示し、ＧＰＡの計算からは除外する。

２．「／」は、欠席・未受講を示し、ＧＰは「０」とする。

３．ＧＰＡの算出対象としない単位

各学部細則に定める。

当該ＧＰを乗じ、

４．成績表の配布

成績表は毎学期始めに行う説明会において学生本人へ配布し、保護者に対しては送付する。

３



①正規の学生は自分の在籍する学科・専攻、学年、クラスの時間割表に記載された科目のみ登録で

きる。（卒業論文は時間割表欄外に記載）

②再履修する学生は、自分の所属する学科・専攻の不認定科目のみ登録できる。ただし、カリキュ

ラム変更により､科目名が変更になっている場合もあるので､不明な場合は教務課で確認すること。

(1)総合教育センター科目

①正規の学生は自分の在籍する学科･専攻、学年、クラスの時間割表に記栽された科目のみ登録で

きる。

②再履修する学生は、自分の在籍する学科・専攻で履修登録することを原則とする。

ただし、自分の所属するクラスの科目と自分の所属する学科・専攻の再履修科目が同時限に重複

する場合は、他学科・専攻で履修登録することができる。

(2)専門教育科目

分野別履修方法

(3)教職課程科目

①教職科目は卒業要件に含まれないので、教職科目履修登録するには次表の要領で教職課程科目の

履修申し込みを行った上で登録すること。

②正規の学生は自分の在籍する学科・専攻、学年、クラスの時間割表に従い登録すること。

③再履修する学生は、自分の在籍する学科・専攻で履修登録することを原則とする。

ただし、自分の所属するクラスの科目と自分の所属する学科・専攻の再履修科目が同時限に重複

する場合は、他学科・専攻で履修登録することができる。

②
③

４



履 修 登 録

履修登録方法

(1)登録の手順

①教務課ガイダンスにより履修登録票（OCR用紙)、履修説明資料、時間割表等を受け取ってくだ

さい。

②学生便覧・成績表・時間割表を参考にして、受講科目を決定しＯＣＲ用紙に記入してください。

③ＯＣＲ用紙に受講する科目の登録コードを記入後、教務課に備え付けの提出箱に投函してくださ

い。

④指定された期間に教務課において、履修確認表を受け取ってください。

⑤履修確認表の内容をチェックし間違いがあれば訂正し､捺印して教務課窓口に提出してください。

訂正の無い者は捺印して教務課に備え付けの提出箱に投函してください。（履修確認表は全員提

出）

(注）１年生で教職課程を受講しようとする学生は、各分野別履修方法の所定項目を熟読して手続きをすること。

＜手続きまとめ＞
圧『互訓

A端Ｉ蛾A郷糊A端Ｉ

〔fＷＷＷＷ１

馬潟；

Ｌ

「爾一~ｽ］
(OCR用紙）

一

〔ていねいに〕

層
「禿ﾌー Ｚ」

〃

〔捺印忘れずに〕

ＦＦＦ三頁。

途§理

｡●

Ｅ

彦夕|/訂ツ訂蝋茎
〔期限を守る〕

５

可

房霊１



(2)登録の日程（手続きは全て教務課で行なう）

・前期

手続きの種類 日程

履修届の提出期間 ガイダンス終了～４月17日（土）

履修確認表の交付及び提出

(修正期間）
４月26日（月）～５月１日（土）

･後 期

手続きの種類 日程

履修届の提出期間 ガイダンス終了～９月29日（水）

履修確認表の交付及び提出

(修正期間）
１０月６日（水）～１０月12日（火）

教職課程履修申請

(１年生の希望者対象）
10月８日（金）～10月１２日（火）

(注） ･期限厳守のこと（期限後の受付は行わない）

･受付期間は次のとおり

平日午前８時30分～午後６時

ただし、休暇中、及び授業のない日は午後４時50分までとする。

土曜 午前８時30分～午後１時

６



履修登録の注意事項

(1)履修登録は前期および後期それぞれの登録指定期日内に行うこと。

①前期の履修登録は前期開講科目及び通年開講科目を登録する。

②後期の履修登録は、後期開講科目のみ登録する。なお、４年生で後期登録科目の無い者は、卒

論欄に「９９９９」を記入すること。

(2)履修登録は自分の在籍する学科・専攻、学年、クラスの時間割表に記載してある科目のみ行なう

ことができる。

履修にあたり、開講年次に単位を取得するようにしてください。特に必修科目では、時間割で履

修科目が重複するなどにより、履修できないことがあるので、注意してください。

ただし、次の場合は例外とする。

①再履修…在籍学年より下の未修得科目を受講する場合。

・専門教育科目在籍する学科・専攻の時間割表に記載してある科目

・総合教育センター科目他学科・他専攻の時間割表に記載してある科目でも可

②先取り履修…留年をした学生が一学年上の選択科目又は選択必修科目を履修する場合。

③他学部・他学科・他専攻履修

在籍する学部・学科・専攻以外の科目を履修する

許可が必要なので履修届の提出期間内に教務課へ申し出ること。

④他大学（単位互換）履修

２年次より他大学が提供する科目について履修することができる。

履修登録期間は、本学の履修登録と異なります。期間については、後期末の成績表に同封し連

絡します。

(3)履修登録するにあたっては、学生便覧、履修要項を熟読の上、間違いのないようにすること。

(4)登録した科目でなければ受講、受験、単位の修得ができない。

(5)履修確認表の提出期日以後の登録および変更は原則として認めない。

(6)履修登録期間中の受講は平常通り受講すること。

(7)ＯＣＲ用紙はすべてコンピユータによりチェックされ、正しく申請されていない科目は無効とな

ります。確認表で修正してください。

(8)履修登録は履修確認表に捺印し教務課に提出することで完了する。

[~雇雷三雨Ｉヨ厳守

７



履修登録票（ＯＣＲ用紙）の記入

(1)記入時の注意

ＯＣＲ用紙は、直接機械で読み取るので、下記の事項に注意して下さい。

１．０５ｍｍ以上のシャープペンシルもしくは鉛筆（共にＨＢ）を使用して記入してください。（万

年筆、ボールペンは不可）

２．枠からはみでないように中央に大きく書いてください。

３．直線はまっすぐ、丸みは自然に書いてください。

４．文字は途と絶だえることなく、最後までしっかりていねいに書いてください。

５．文字は直立に書いてください。ねかせて書かないでください（記入例参照)。

６．用紙は汚したり、折り曲げたりしないでください。

く記入文字列＞

良い例

回 、回回四回回国⑧回

悪い例

四回口回回図回 □
(ハネ）（活字体）（ネジレ）

読み取りまちがい例

固回回回国
↓↓し↓↓

(結果）６ ２ ６ ６ ９

８



(注） 学生番号は必ず２箇所に書いてく

(2)学生番号・氏名の記入

氏名 を記入する学生番号 (２箇所）

配入例垂

登竺/録票

(左右の番号が同じでなければ、

剛
汐

側
騰
倹
文
文
こ
し

学 生 唇 号 配
入
注
⑧

氏 孝生８号

効となります。）

広国学

１０：４０

OＷＩ５１０ＩＯＩＯ

３

時限 月 火

□E1ｺロ EｎＴ１ Eロア量鰍コード

１
科目名

科
一
躍

９

だ
登

さい。

録は無

(3)科目の記入

時間と時限の対応は次表の通りです。

①登録はすべて登録コードによって行う。

登録コードとは、時間割表の枠内上段に記入されている４

桁の番号です。この番号を履修登録票へ記入してください。

②記入位置供曜､と時限によって決定し童す丘至了
（右図参照）

ｌ時限を45分間とし、１０時限まで科目を開講しています。

③一般的な授業（実験、実習等を除く）は２時限（90分）を

１コマとして行ないます。

登録コード

気電

９：００

学
一
へ
時

火月

E至了‘！
９：４５
－

９：４５

扇
２

１０：３０

時限 時間

１
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ

０９：００～０９：４５

０９：４５～lＯ：３０

１０：４０～１１：２５

１１：２５～１２：ｌＯ

昼食

１３：００～１３：４５

１３：４５～１４：３０

１４：４０～１５：２５

１５：２５～１６：ｌＯ

ｌ６：２０～１７：０５

１７：０５～１７：５０

０ ｒ１ｒ ５@ ０ ０



■■■■■■■|■

ｲ『図の基礎数学を登録するには

ー1■■ｰ‐

Ｉ

ＩＬ
.まず登録コードを確認する－２３１０ 寺一一一 一ー一一・‐ー一旬

’1《昨|Ｈ１荊災１
･記入位置は－月曜日のｌ時限目

■■■■

、

（
／１

｢雨戸．

賂

｡〕

ノ
一一一ーー一

記入しない.ノ

]〆i~て;科目名（

L

ｇ

‐ノ回路Ｉ科目名

一一 ～

④集中講義および卒論は指定欄に記入して下さい。

■■■■

学生番号

E入例IQl-ll213141516I7I8191胆修登録 に･１
月〃､巳

勾測ｃｍＩＯＵＬＬｲｕｅｰ１０上、シザープペンレ生Oqpの二２．
.GOしＡｂ?'』よ了切L･』１１:ＬＹ宇戸I:文"《”いて《ﾘ”Cq｡
.，回珂I』３つ１《RAunrU：p,｡T７０，０．
，貫了何Ｍ句『g｣Lも《･ｇｎ９ＴＬ･ＤｎﾘﾛぃＴＴＦＬｏ、
0すVupUhI＆⑥い[Ｏぃ１８jャV１回dOOZ1・ＴＴ臥

邑向ロロO』ロ附口嵐へ鯛ムロ叩ＩＵｍＶ１Ｌｆ・ｏＪＯＡリロｏ７ＰＯＪ
Ｌｑ』い且２－

写 宜Ｂｑ及心奪、堂ｐｑ 配
入
遡
■|圏|:l:I:l:|:’ |■■■■■■

二】J、 |▲ 父 玄 赤
戸町

ﾄ 全

ﾔニ四日■■ ■■■■ F面面童 ■■■■ ■■■■ 一一ご空
日附コード

１ 登録コード
科目名

③記入例

■＝ー＝

■■■■ ■■■■

■側コード

■■■■,liRコード

ロ
豆

戸

科回名

卒
論

科目名

■|:１１■ ■写字里 ■ ■ ■ ■

回画回哩

■■■■ ■■■■！111コード

面面画面

Ｃ

下ﾔﾐﾐﾆＦﾆ筒回11コ－

ｐ
口

間目名

EEm日 ■lpm■ |･I■■■ Ｆ画＝＝

Ⅷ

‐ｰ‐＝

ｕ
入

■
巳
・

豚
に
と

、
貝
呈

斡
の
も

牢
呈
す

６
１
“隅■名

早
回
回
同
同

ＬＬｌ

■■■図

７

|:1.|日日

1０－

|:l:Ｉ･Ｉ:｜ |･’１１．｜
回ｎコ－Ｆ

？

(料同名】

集中講義

回■回図Ｉ|：Ｉ：Ｉ：Ｉ：｜興中威顧 【料同名】

学科

爵へﾐｉ

ｌ ｆ(Ｚ食〔

､、〃 火

９：００

９：､１５

，i術
１０：３{）

岬０
１１：２５

mi妬
１２：１１）

Ｚ３(ｏ

9ＺＩ

Ａ

認
高唱
5050

511

Ａ

国
語
典
頚噌

3zIO

”Ｉ

巳

墓
（１）

前沖



(4)記入方法の注意事項

①登録コード記入と同時に科目名も記入してください。

（科目名記入の際には、科目名欄より外にはみださないこと｡）

②２時限にわたり開講されている科目は、開始時限のみ記入してください。

（特に実験、実習、製図など長時間に及ぶ場合も開始時限のみ記入｡）

③同一科目で、週２回以上開講されている科目は、先に開講される科目のみ記入してください。

（時間割表に登録コードが記入されている方を記入する｡）

例外履修の登録

(1)先取り履修について

次の条件をすべて満たす場合のみ履修が許可される。

①１学年上の開講科目

②選択科目又は選択必修科目

履修登録の確認、修正

(1)確認要項

履修登録票（OCR用紙）の内容を電算機で処理し、登録された結果を「履修確認表」として交付

します。

受領したら申請どおり登録されているかどうか、またその内容が正しいかどうか、必ず確認してく

ださい。

チェックポイント

１．学科、専攻、学年、氏名

２．科目名、担当者名、単位数

科目読替履修の場合には、科目名欄に履修する科目名、エラー表示欄に成績の認定される科

目名を表示します。

単位数欄には成績の認定される科目の単位数を表示します。

担当者名は、複数の場合代表者名を表示します。

３．科目の曜日、時限

４．申請科目数、申請単位数

５．住所確認欄

６．エラー表示欄・特記事項欄を必ず見てください。

1１



② 登録科目がなくなっている場合

○履修を許可していない科目……自分の在籍する学科、学年、クラス以外の登録をしています。

○再履修登録科目の誤り……再履修の登録科目が誤っています。

○先取をする条件が不足……先取の条件が満たされていません。

○二重登録ｴﾗー 園~Ei~２１２，……同一時限に開講される科目を重複して登録してます。

○教職課程が許可されていない……教職課程履修許可願が提出されていません。

０７鉱４月１ＲＱＴ
ユョ一一一一一

(2)エラー表示及び説明

①「王亨二表宗Wml

）

○｢秤EF画二重登録……二重登録の科目名。(ｴﾗー ではない）

1-塁型塗－１

Fi涌至Ｊ……成績の認定される科目名。(ｴﾗー ではない）○読替

1２－

履修登録をしたにもかかわらず、登録科目がなくなっている場合には、下記のエラーが考えられ

ますので、教務課窓口で確認して修正してください。
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F語奉じ④旧湘に父印

(3)履修確認表の修正

確認した内容に誤りがあれば、次の方法で修正してください。

修正には、赤エンピツ又は赤ボールペンを使用のこと。

エラ

①エラー表示された科目はそのままにすると、自動的に登録を抹消することがあります。

②科目を変更する場合、旧科目名を赤字で削除し新科目の開始時限の修正欄に登録コード及び科目

名（担当者名）を記入してください。

③申請もれ科目があるときには、科目の開始時限の修正欄に登録コード・科目名（担当者名）を記

入して下さい｡

④履修登録を取りやめるときは、削除欄に×印を記入し、登録コード・科目名、担当者を赤字で

線を引いて下さい。

本票は屈修申ｌ

削除する垣合にＩ

確哩を終わっプ

修正位置を間違えないよう注意!！

⑤ 教務課窓口で相談のうえ修正して下さい。科目読替履修及び二重登録エラーがある場合には、

〔修正例〕

線形代数Ｉ（尚ｲ'）｜ノュ調

削除される.′

表
一
審

言刃
ﾛjひ

塵

○登録コードの記入ミス

○コンピュータの読取りミス

○登録コードのダブリ記入

（同一登録コードを２回記入した場合）

○単位修得済科目の記入

正ｌ削除

〈再屈修〉

再屈修申駒宥

記入し再履修？

（住所ワ

現在Ｐ

英 語 ｌ 後
新規登録される.ノ

（住所ワ

現在Ｐ

③新科目の登録コード弓

了科:緋糊）△

〈再屈修〉

再屈修申駒宥

記入し再履修？

登録科F1が変更される.′

英語Ｉ（前沖）’３″０

②旧科目を新科目(英Ｉ）に変更



､ ド成１９年４ｊｌ２５１Ｉ

⑥住所が変更された場合、保証人氏名が変更になった場合には、次の要領で修正してください。

変更された欄

のみ赤字で記

入する

ア 画 垂 ” ｦ 寂 弄

碇

1４－

敏轡屋

⑦その他内容に疑問がある場合には、教務課窓口に申し出てください。

(4)時間割表の転記

履修確認表の修正作業が終わったら時間割(履修登録内容)を転記し､自分の時間割を把握しておく。

(5)履修確認表の提出

修正が済んだら捺印した後、教務課へ提出してください。

(注）修正期間中の昼休み等、休み時間は、教務課窓口が大変混雑するので質問等ある場合は早めに相談してください。

正雨底史■画■

■住扇
ＴＵＺ釣Ｊ６７ＴｇＬＯ配一召四一１１Ｍ万

広■■鍾昼圃府輯同肥丘ＩｌＩＩ１

侭厘人氏名 海 図 琴

住所

ＴＴＥＬ万

同上

垂、連■兄 Ｐ ＴＥＬ方

寅
更
■

現住薦

■底人

ソゴＶ＠ｺzノＴＥｂ”ユーゥマコー”け１

鬼霞市を急区中軒先Ｔ日２o－ｌ
Ｔ Ｕ＆し

同上
■圧人圧父

刀

匠~言~惹冒F1，
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進級条件

卒 業要件



この条件に満たない場合は､３年生に留年となり、４年生の必修科目（卒業論文等）は受講できない。

また､卒業見込み証明書も発行されない。しかし､この条件はあくまで進級するための最低条件である。

大学を卒業するためには必修、選択を含めて124単位を修得しなければならない。

また、３年生から４年生へは進級条件があり、それは以下の通りである。

総合教育センター科目と専門教育科目の中から、卒業に必要な単位を合計100単位以上修得する事。

1５－

【条件】

総合教育センター科目

・スポーツＩ～Ⅳ（スポーツ科目一選択）および生涯スポーツＩ、Ⅱ（体験学習科目一選択）

の６科目から２科目４単位以上修得すること

・情報リテラシーＩ，Ⅱの２科目からｌ科目２単位以上修得すること

・英会話初級Ｉ、Ⅱ、英会話中級Ｉ、Ⅱ、資格対策英語Ｉ、Ⅱ（外国語科目）の６科目から２

科目２単位以上修得すること

＊日本語科目群は外国人留学生のみの科目とする

①日本語Ｉ．Ⅱ及び日本事情Ｉ・Ⅱは必修、資格対策日本語及びビジネス日本語は選択必修

とする

②資格対策日本語及びビジネス日本語は「外国語科目の選択必修２単位」と代えることがで

きる

③日本語能力試験一級合格者の履修免除等は別に定める

バイオ・リサイクル専攻進級条件

バイオ・リサイクル専攻卒業要件一覧表

【必要最低単位数】

科目群 必修 選択必修 選択

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
科
目

専
門
教
育
科
目

教養科目

人文・社会

スポーツ

体験学習

外国 語

(日本語）

‘情 報

計

学部基礎科目

バイオ・リサ

イクル専攻

専門導入

専門発展

専門応用

計

ものづくり

副専攻

５

＊８

５（＊１３）

９

１３

2０

3３

１０

４

２

２

８ 1５（＊１１）

２

2２

５単位以上

《他大学（単

位互換） ◆

他学部・他

専攻の科目

を含む》

１０

卒 業論文 ５

合 計 124以上



この条件に満たない場合は､３年次に留年となり、４年生の必修科目（卒業論文等）は受講できない。

また卒業見込み証明書も発行されない。しかし、この条件はあくまで進級するための最低条件である。

本学を卒業するためには必修、選択を含めて124単位を修得しなければならない。

また、３年生から４年生へは進級条件があり、それは以下のとおりである。

総合教育センター科目と専門教育科目の中から、卒業に必要な単位を合計96単位以上修得している

機械システム専攻卒業要件一覧表

こと。

ただし、総合教育センター科目の合計は最大34単位とする。

機械システム専攻進級条件

【必要最低単位数】

【条件】
総合教育センター科目

・スポーツＩ～Ⅳ（スポーツ科目一選択）および生涯スポーツＩ、Ⅱ（体験学習科目一選択）

の６科目から２科目４単位以上修得すること

・情報リテラシーＩ、Ⅱの２科目から１科目２単位以上修得すること

・英会話初級Ｉ、Ⅱ、英会話中級Ｉ、Ⅱ、資格対策英語Ｉ、Ⅱ（外国語科目）の６科目から２

科目２単位以上修得すること

＊日本語科目群は外国人留学生のみの科目とする

①日本語Ｉ．Ⅱ及び日本事情Ｉ・Ⅱは必修、資格対策日本語及びビジネス日本語は選択必修

とする

②資格対策日本語及びビジネス日本語は「外国語科目の選択必修２単位」と代えることがで

きる

③日本語能力試験一級合格者の履修免除等は別に定める

１６－

科目群 必修 選択必修 選択

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
科
目

専
門
教
育
科
目

教養科目

人文・社会

スポーツ

体験学習

外国 語

(日本語）

情報

計

学部基礎科目

機械システム

専攻

専門導入

専門発展

専門応用

計

ものづくり

副専攻

５

＊８

５（＊１３）

６

1７

2２

２

4１

１０

４

２

２

８ 1５（＊１１）

１４

10単位以上

《他大学（単

位互換） ●

他学部・他

専攻の科目

を含む》

１０

卒 業論文 ５

合計 124以上



この条件に満たない場合は､３年生に留年となり、４年生の必修科目（卒業論文等）は受講できない。

また卒業見込み証明書も発行されない。しかし、この条件はあくまで進級するための最低条件である。

大学を卒業するためには必修、選択を含めて124単位を修得しなければならない。

また、３年生から４年生へは進級条件があり、それは以下のとおりである。

100単位以上を修得し、電気電子工学実験ＩとⅡの内、少なくとも１つの単位を修得していること。

1７－

【条件】

総合教育センター科目

・スポーツＩ～Ⅳ（スポーツ科目一選択）および生涯スポーツＩ、Ⅱ（体験学習科目一選択）

の６科目から２科目４単位以上修得すること

・情報リテラシーＩ、Ⅱの２科目からｌ科目２単位以上修得すること

・英会話初級Ｉ、Ⅱ、英会話中級Ｉ、Ⅱ、資格対策英語Ｉ、Ⅱ（外国語科目）の６科目から２

科目２単位以上修得すること

＊日本語科目群は外国人留学生のみの科目とする

①日本語Ｉ．Ⅱ及び日本事情Ｉ・Ⅱは必修、資格対策日本語及びビジネス日本語は選択必修

とする

②資格対策日本語及びビジネス日本語は「外国語科目の選択必修２単位」と代えることがで

きる

③日本語能力試験一級合格者の履修免除等は別に定める

電気システム専攻進級条件

電気システム専攻卒業要件一覧表

【必要最低単位数】

科目群 必修 選択必修 選択

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
科
目

専
門
教
育
科
目

教養科目

人文・社会

スポーツ

体験学習

外国語

(日本語）

情報

計

学部基礎科目

電気システム

専攻

専門導入

専門発展

専門応用

計

ものづくり

副専攻

５

＊８

５（＊13）

６

1２

８

２

2２

1０

４

２

２

８ 1５（＊１１）

3３

10単位以上

《他大学（単

位互換）．

他学部・他

専攻の科目

を含む》

１０

卒 業論文 ５

合計 124以上



この条件を満たない場合は､３年生に留年となり、４年生の必修科目（卒業論文等）は受講できない。

また､卒業見込み証明書も発行されない。しかし､この条件はあくまで進級するための最低条件である。

大学を卒業するためには必修、選択を含めて124単位を修得しなければならない。

また、３年生から４年生へは進級条件があり、それは以下のとおりである。

総合教育センター科目と専門教育科目の中から、卒業に必要な単位を合計100単位以上を修得してい

基礎理工専攻卒業要件一覧表

ること。

基礎理工専攻進級条件

【必要最低単位数】

【条件】

総合教育センター科目

・スポーツＩ～Ⅳ（スポーツ科目一選択）および生涯スポーツＩ，Ⅱ（体験学習科目一選択）

の６科目から２科目４単位以上修得すること

・情報リテラシーＩ、Ⅱの２科目から１科目２単位以上修得すること

・英会話初級Ｉ、Ⅱ、英会話中級Ｉ、Ⅱ、資格対策英語Ｉ、Ⅱ（外国語科目）の６科目から２

科目２単位以上修得すること

＊日本語科目群は外国人留学生のみの科目とする

①日本語Ｉ．Ⅱ及び日本事情Ｉ・Ⅱは必修、資格対策日本語及びビジネス日本語は選択必修
とする

②資格対策日本語及びビジネス日本語は「外国語科目の選択必修２単位」と代えることがで

きる

③日本語能力試験一級合格者の履修免除等は別に定める

1８－

科目群 必修 選択必修 選択

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
科
目

専
門
教
育
科
目

教養科目

人文・社会

スポーツ

体験学習

外 国 語

(日本語）

情報

計

学部基礎科目

基礎理工専攻

専門導入

専門発展

専門応用

計

もの づくり

副 専攻

５

＊８

５（＊１３）

６

1０

８

６

2４

1０

４

２

２

８ １５（＊１１）

2６

8単位以上

《他大学（単

位互換） ◆

他学部・他

専攻の科目

を含む》

１０

卒 業論文 ５

合計 124以上



この条件に満たない場合は､３年生に留年となり、４年生の必修科目（卒業論文等）は受講できない。

また卒業見込み証明書も発行されない。しかし、この条件はあくまで進級するための最低条件である。

大学を卒業するためには必修、選択を含めて124単位を修得しなければならない。

また３年生から４年生へは進級条件があり、それは以下のとおりである。

卒業に必要な単位のうち、100単位以上を修得していること。ただし、教養科目を10単位以上かつ

情報デザイン学科卒業要件一覧表

専門教育科目を36単位以上修得する。

情報デザイン学科進級条件

【必要最低単位数】

【条件】

総合教育センター科目

・スポーツＩ～Ⅳ（スポーツ科目一選択）および生涯スポーツＩ、Ⅱ（体験学習科目一選択）

の６科目から２科目４単位以上修得すること

・情報リテラシーＩ、Ⅱの２科目からｌ科目２単位以上修得すること

・英会話初級Ｉ，Ⅱ、英会話中級Ｉ、Ⅱ、資格対策英語Ｉ，Ⅱ（外国語科目）の６科目から２

科目２単位以上修得すること

＊日本語科目群は外国人留学生のみの科目とする

①日本語Ｉ。Ⅱ及び日本事情Ｉ・Ⅱは必修、資格対策日本語及びビジネス日本語は選択必修

とする

②資格対策日本語及びビジネス日本語は「外国語科目の選択必修２単位」と代えることがで

きる

③日本語能力試験一級合格者の履修免除等は別に定める

１９－

科目群 必修 選択必修 選択

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
科
目

専
門
教
育
科
目

教養科目

人文・社会

スポーツ

体験学習

外 国 語

(日本語）

情報

計

学部基礎科目

創成科目

情報社会

メディア・エンターテイメント

コミュニケーションデザイン

コンピュータネットワーク

資格支 援

情報数理

５

＊８

５（＊１３）

２

1７

２

２

４

２

２

８ １５（＊11）

２

3９

34単位以上

《他大学（単

位互換） ◆

他学部・他

専攻の科目

を含む》

合 計 124以上



－２０－

☆：コミュニケーションＩ～Ⅱ（教養科目)、コミュニケーションⅢ～Ⅳ（学部基礎科目）の中からｌ

科目以上

★：教養科目と学部基礎科目の外国語科目の中からどれでも２科目以上（留学生のみ）

【注意】

・教養科目の日本語科目（６科目)、学部基礎科目の日本の社会（２科目）は留学生しか履修でき

ない

・自己の探求Ｉ、プレゼミナールＩ・Ⅱは、全員が履修することをすすめている

・最終年次の卒業論文は、前年度までに90単位以上を修得していない場合は履修できない

・他大学（単位互換）・他学部の科目は26単位まで卒業単位に算入できるが、総合教育センター科

目や専門科目には算入できない

現代社会学部2010年度入学生

開講科目と卒業要件について

科目群 開講科目数 必ず履修しなければいけない科目

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
科
目

教養科 目

学部基礎

科目

外国語

情報

ｺミュニケーション

スポーツ

人文・社会

体験学習

小計

導入教育

外国語

』情報

ｺミュニケーション

小計

2１（15）

３

２

８

2７

５

6６

７（５）

1６

２

２

2７

英語Ｉ～Ｖとそれ以外に２科目以上

(計７科目以上）

【留学生】・英語Ｉ～Ｖ、日本事情Ｉ．Ⅱ

･日本語Ｉ．Ⅱ（計９科目）

．★（下記参照）

、

情報リテラシーＩ・Ⅱからｌ科目以上

☆（下記参照）

スポーツＩ～Ⅳ、生涯スポーツＩ・Ⅱから

２科目以上

教養科目から上記を含めて28単位以上

社会学基礎ゼミナールＩ．Ⅱ

どれでも４科目以上

【留学生】★（下記参照）

☆（下記参照）

専
門
教
育
科
目

専門 基 礎

専門共通

産業システム

国際コミュニケーション

福祉マネジメント

小計

９

3９

1７

1６

2１

１０２

社会学演習Ｉ．Ⅱとそれ以外に８単位以上

(計１６単位以上）

卒業論文

専門科目の中から上記を含めて60単位以上

合 計 195 124単位以上



３履修上の注意

l）卒業要件単位の修得

“必修科目”は必ず単位修得しなければならない科目である。“選択科目'’は任意に選択履修でき

る科目をいうが、選択履修方法が指定されている。

次の履修方法に従って履修し、卒業までに124単位以上を修得しなければならない。

必修科目の単位修得（合計21単位）※留学生は29単位

く総合教育センター科目＞

外国語科目：英語Ｉ ～Ｖ ５科 目５ 単位

（留学生のみ）日本事情Ｉ．Ⅱ、日本語Ｉ．Ⅱ４科目８単位

導 入 教育科目：社会学基礎ゼミナールＩ．Ⅱ２科目４単位

く専門教育科目＞

専門基礎科目：社会学演習Ｉ．Ⅱ２科目８単位

卒 業論文：ｌ科目４単位

選択科目の単位修得（合計103単位以上）※留学生は95単位以上

く総合教育センター科目＞

①教養科目の外国語科目から２科目２単位以上、学部基礎科目の外国語科目から４科目４単位

以上

ただし、留学生は教養科目と学部基礎科目の外国語科目の中から２科目２単位以上

②「情報リテラシーＩ．Ⅱ」からｌ科目２単位以上

③「コミュニケーションＩ．Ⅱ」（教養科目)、「コミュニケーションⅢ．Ⅳ」（学部基礎科目）

の中からｌ科目２単位以上

④「スポーツＩ～Ⅳ｣、「生涯スポーツＩ．Ⅱ」から２科目４単位以上

⑤教養科目の中から、必修科目や上記の①～④を含めて28単位以上

※「コミュニケーションⅢ。Ⅳ」は学部基礎科目であるため、これに含めることができない

ので注意すること

く専門教育科目＞

①専門基礎科目の中から、必修科目を含めて16単位以上

②専門科目の中から、必修科目や上記の①を含めて60単位以上

2）履修登録単位数の制限

１年間に履修登録できる単位数の上限を48単位とする。

ただし、編入生等の特別な事情があるものについては、教授会で検討し、履修制限を緩和するこ

とがある。

3）「卒業論文」の履修要件

最終年次の卒業論文の履修は、前年度中に90単位以上の単位を修得していることを履修条件とす

る◎

4）資格取得に関わる注意

教員免許取得、社会福祉士国家試験受験資格取得、精神保健福祉士国家試験受験資格取得、社会

調査士資格取得、社会福祉主事任用資格、介護保険事務士資格については、別項を参照すること。

これらの取得に必要な科目には、卒業要件に算入されないものがあるので、十分に注意すること。

5）その他

・他大学（単位互換）・他学部の科目は26単位まで卒業単位に算入できるが、総合教育センター科

目や専門科目には算入できない。

・日本語科目及び「日本の社会Ｉ。Ⅱ」は、留学生しか履修することはできない。

・留学生は、母国語を外国語科目として履修することはできない。

・留学生は、日本語能力試験１級合格者の日本語科目の履修免除等の規程を別に定める。

－２１



総合教育センター科目

工学部

情報デザイン学部

現代社会学部



(教養科目：全学部）

－２３

平成22年度授業科目及び単位数

(1)総合教育センター科目

科目群 授業 科 目
単位数

必修 選択

開設期

学年 学期
備考

記載
ページ

教
養
科
目

人
文
社
会
科
目

ス
ポ
－
ッ
科
目

国際技術協力Ｉ

人間論

人間行動の心理学

社会学入門

技術の倫理学Ｉ

技術の倫理学Ⅱ

伝統と文化

国際 技 術 協 力Ⅱ

ファシシヨン論

音楽 Ｉ

音楽Ⅱ

日本国憲法

コミュニケーショ ンＩ

コミュニケーションⅡ

歴史学Ｉ

歴史学Ⅱ

経済学Ｉ

経済学Ⅱ

法律学

政治学Ｉ

政治学Ⅱ

哲学Ｉ

哲学Ⅱ

倫理学Ｉ

倫 理 学Ⅱ

'し、 理学Ｉ

‘し、理学Ⅱ

宗教学Ｉ

宗 教学Ⅱ

スポツＩ

スポツⅡ

スポツ Ⅲ

スポツⅣ

スポーツ技術基礎Ｉ

スポーツ技術基礎 Ⅱ

スポーツ技術応用Ｉ

スポーツ技術応用 Ⅱ

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

１

１

１

２

２

２

３

３

３

１

１

１又３

１

１

２

２

２

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

１

１

２

２

後

前

後

後

前

後

前

前

前
ーﾕ上一

月I」

後
一旦上C

I1U

前

後

前

後

前

後

後
_コヱー

11リ

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

集中講義

集中講義

工‘情＝３年

○

○

○

○

2７

2７

2８

2８

2９

2９

3０

3０

3１

3２

3２

3３

3４

3４

3５

3５

3６

3６

3７

3８

3８

3９

3９

4０

4０

４１

４１

4２

4２

4３

4４

4５

4６

4７

4７

4８

4８



－２４

(教養科目：全学部）

科目群 授業 科 目
単位数

必修 選択

開設期

学年 学期
備考

記載
ページ

教
養
科
目

外
国
語
科
目

英
語
基
礎

英
語

英
語
以
外
の

外
国
語

日
本
語

情報科目

体験学習科目

英 語Ｉ

英語Ⅱ

英語Ⅲ

英語Ⅳ

英語Ｖ

英会話初級Ｉ

英会話初級Ⅱ

英会話中級Ｉ

英会話中級 Ⅱ

資格対策英語Ｉ

資 格 対 策 英 語Ⅱ

中国語初級Ｉ

中国語初級Ⅱ

韓 国 ・ 朝 鮮 語 初 級Ｉ

韓国・朝鮮語初級Ⅱ

日 本 語 Ｉ

日本語Ⅱ

資格対策日本語

ビ ジ ネ ス 日 本語

日本事情Ｉ

日本事情Ⅱ

情 報 リ テ フ シーＩ

情 報 リ アブ シーⅡ

情報応用

異文化体験Ｉ

異文化体験Ⅱ

生涯スポーツＩ（サマー）

生涯スポーツⅡ（ウインター）

自己の探求Ｉ

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

１

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

１

１

１

２

２

３

１

１

２

２

２又３

２又３

１

１

１

１

１

１

２

２

１

１

１

１

２

１

１

１

１

１

前

後

前

後

前

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前又後

前

後
ユヱ．

月I」

後

前

□＊

□＊

□＊

□＊

□＊

□＊

＊

＊

＊

＊

△

△

○

○

49～5１

52～5４

55～5７

57～5９

6０

6１

6２

6３

6４

6５

6５

6６

6６

6７

6７

6８

6８

6９

6９

7０

7０

7１

7１

7２

7３

7３

7４

7４

7５



－２５－

＊専攻ごとに必修または選択となる。専攻別の一覧表を参照のこと

(学部基礎科目：情報デザイン学部）

(学部基礎科目：工学部）

科目群 授業科目
単位数

必修 選択

開設期

学年 学期
備考

記載
ページ

学
部
基
礎
科
目

情
報
デ
ザ
イ
ン
学
部

数
学

理
科

キ
ャ
リ
ア

デ
ザ
イ
ン

線形代数Ｉ

線形代数Ⅱ

基 礎 数学

基礎数学演習

微分・積分Ｉ

微分・積分演習Ｉ

微分・積分Ⅱ

微分・積分演習Ⅱ

科学技術の 基礎

化学Ｉ

化学Ⅱ

物理学Ｉ

物理学Ⅱ

化 学 実験

イ ン タ ー ン シ ップＩ

インターンシップⅡ

キャリアデザインＩ

キャリアデザインⅡ

１

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

１

３

３

３

３

前

後
_且とめ

F1リ

前

前・後

前・後

後

後

前

前

後

後

前

前又後

前

後

前

後

7６

7６

7７

7７

7８

7９

8０

8０

8１

8２

8２

8３

8３

8４

8５

8５

8６

8６

科目群 授業 科 目
単位数

必修 選択

開設期

学年 学期
備考

記載
ページ

学
部
基
礎
科
目

工
学
部

数
学

理
科

キ
ャ
リ
ア

デ
ザ
イ
ン

線 形 代 数Ｉ

線形代数 Ⅱ

基礎数 学

基礎数学演習

微分・積分Ｉ

微分・積分演習Ｉ

微分・積分Ⅱ

微分・積分演習Ⅱ

科学技術の基礎

化学Ｉ

化 学Ⅱ

物理学Ｉ

物 理学Ⅱ

化 学 実験

インターンシップＩ

インターンシップⅡ

キャリアデザインＩ

キャリアデザインⅡ

＊２

２

２

２

＊２

２

２

２

＊２

＊２

２

＊２

２

＊１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

１

３

３

３

３

前

後

前

前

前・後

前・後

後

後

前

前

後

後

前

前又後

前

後

前

後

7６

7６

7７

7７

7８

7９

8０

8０

8１

8２

8２

8３

8３

8４

8５

8５

8６

8６



L教養科目の履修に関する条件」孜養科目の履修に 砿

＊スポーツＩ～Ⅳおよび生涯スポーツＩ・Ⅱから２科目４単位以上を修得すること。

＊情報リテラシーＩ・Ⅱからl科目２単位以上を修得すること。

＊異文化体験Ⅱは異文化体験Ｉ修得者のみ受講可能とする。

＊日本語科目は留学生のみが受講可能とする。（履修の条件は各学科・専攻の卒業要件の一覧表を参照のこ
と｡）

＊工学部・情報デザイン学部は「外国語科目の英語」から２科目２単位以上を修得すること。

現代社会学部は「外国語科目の英語及び英語以外の外国語」から２科目２単位以上を修得すること。

[学部基礎科目の履修に関する条件］

＊学部基礎科目（工学部・情報デザイン学部）の「数学及び理科」での選択・必修は学部で定める。

＊現代社会学部は外国語から４科目４単位以上修得すること。

＊現代社会学部はコミュニケーションＩ.Ⅱ（教養科目）およびコミュニケーションⅢ．Ⅳ（学部基礎科目）

から，ｌ科目２単位以上を修得すること。

＊日本の社会Ｉ・Ⅱは現代社会学部の留学生のみが受講可能とする。

－２６－

(学部基礎科目：現代社会学部）

科目群 授業科目
単位数

必修 選択

開設期

学年 学期
備考

記載
ページ

学
部
基
礎
科
目

現
代
社
会
学
部

導
入
教
育

外
国
語
科
目

情
報

プレゼミナーノレＩ

プレゼミナーノレⅡ

社会学基礎ゼミナールＩ

社 会 学 基 礎 ゼ ミ ナ ールⅡ

コミュニケーションⅢ

コミュニケーションⅣ

日本の社会Ｉ

日本の社会Ⅱ

現 代社 会学 公開 講義

英語ベーシックＩ

英語べ－シックⅡ

フ イ ブ・ イングＩ

フ イ ア イングⅡ

コミュニケーション英語Ｉ

コミュニケーション英語Ⅱ

時事英語Ｉ

時事英語Ⅱ

中国語会話初級Ｉ

中国語会話初級Ⅱ

韓国・朝鮮語会話初級Ｉ

韓国・朝鮮語会話初級Ⅱ

中国語中級Ｉ

中国語中級 Ⅱ

韓国・朝鮮語中級Ｉ

韓国・朝鮮語中級Ⅱ

情報基礎Ｉ（ワード）

情報基礎Ⅱ（エクセル）

２

２

２

２

２

２

２

２

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

１

１

２

２

２

２

１

１

１

１

１

２

２

２

２

３

３

１

１

１

１

２

２

２

２

１

１

前

後

前

後

前

後

前

後

前

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

前

後

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

8７

8７

8８

8８

8９

8９

9０

9０

9１

9２

9２

9３

9３

9４

9４

9５

9５

9６

9６

9７

9７

9８

9８

9９

9９

lOO

lOO



2７－

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

教養科目群一人文・社会科目

人間論

(StudyofHumanity）

橋元純也

【授業概要】

４回に人間論の前提
５回以降に具体的な
まざまな人間論を古
しながら、個別科学
る問題について、根

間論
個別科

、】て

一
第
さ
照
す

２
て
。
参
面

第
し
る
て
直

第１回のガイダンスの後、
や諸相についておさえる。そ
トピックを取りあげて考察す
今・東西のバランスに留愈し
が高度に発達した現代社会の
源的な所から思考していく。

単位数 ２単 位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 必修･選択必修種1７，
【授業の目的】

哲学の倫理学的側面をベースに、心理学・社会学・歴史

学・文化人類学等の諸要素をふくめて人間論としてまな

び、広く人文社会科目全般の入門とするとともに、幅広い

知識や教養をともなうコミュニケーション能力を涌養す
る ○

【成績評価の方法】

評価は評価点に基づく。評価点は、期末試験の素点

(60％）と提出物の内容などによる平常点（40％）とを総

合して算出する。

【教科書】

テキストとして、毎回プリント資料を配付する。

【参考書】

講義内容に応じて、適宜しめす。

【メッセージ】

初回の講義で、授業の進め方や試験・評価の方法につい
て、詳細な説明をおこなう。

【授業計画】

第１回講義概要ガイダンス

第２回人間論の前提

第３回人間論の諸相Ｉ東洋と西洋

第４回人間論の諸相Ⅱ日本と中国

第５回自己と他者

第６回道徳と法律

第７回真実と生命

第８回自由と平等

第９回宗教と社会

第１０回功利主義

第１１回自由主義

第12回正義論

第13回心と交流

第14回愛と施し

第15回まとめ・期末試験について

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

教養科目群一人文・社会科目

国際技術協力Ｉ

(InternationalTechnicalCooperationl）

石坂広樹

【授業概要】

第１回のガイダンス・自己紹介の後、第２回～６回で

国際協力の意味について考え、第７回～14回までで国際

協力をテーマとしたグループ学習を行います。最後に第

15回でレポートを作成します。

単位数 ２ 単 位 配当年期 ｌ年次 後期

必選別 必修・選択必修Ｇ罰り
【授業の目的】

受講者が、国際協力とは何かについて理解するととも

に、国際協力が自分にとってどのような意味を持つかにつ

いて考えられるようになること。

【成績評価の方法】

グループ学習態度、最終授業の際に作成するレポートを

総合的に評価します。なお、このレポートを試験の代わり

とします。レポートでは知識の有無ではなく、意見の有無
を評価します。

【教科書】

プリント資料を配付します。

【参考書】

･ジェシカ・ウィリアムズ『世界を見る目が変わる50の事
実ｊ草思社2005年

･ＦＡＳＩＤ『開発援助のためのプロジェクト・サイクル．

マネジメント：参加型計i伽編』FASID2007年

【メッセージ】

集中講義である本科目では、グループ学習を最も重視し

ています。また、授業の中では、学習用ＤＶＤを見たり、

特別講師としてボランティアや専門家の経験者を呼ぶ予定
です○

【授業計画】

第１回ガイダンス・自己紹介

第２回講義「国際協力って何？」

第３回国際協力をテーマとしたビデオの観賞

第４回講義「先進国と途上国の違いって何？」

第５回講義「貧しいって何？」

第６回特別講師による講演・質疑応答

第７回講義「グループ学習とその方法」

第８回講義「国際協力案件の立案方法」

第９回講義「とある村の悩み」

第１０回グループ学習ｌ：問題の分析

第11回グループ学習２：解決策の列挙

第12回グループ学習３：解決策のまとめ

第13回グループ学課４：発表会’

第14回グループ学習５：発表会２

第15回総括・レポート作成



－２８－

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

教養科目群一人文・社会科目

社会学入門

(IntroductiontoSociology）

高畑幸・谷口重徳

【授業概要】

社会学の基礎的概念について解説をした後、私たちの

身近なテーマ（家族、地域、都市など）の事例を挙げな

がら、講義と映像資料で社会を総体的に理解できるよう

にします。

単 位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 必修･選択必修Ｇ園R）
【授業の目的】

この講義では、自分をとりまく「社会」がどのような側

面を持っているのか、どのように構成されているのかを理

解するヒントを提示していく。

【成績評価の方法】

授業中に書かせる小レポート20％、期末試験80％で評価

する ○

【教科書】

書き込み式のプリントを用意します。

【参考書】

【メッセージ】

積極的に参加してください。

【授業計画】

第１回社会学へのイントロダクション

第２回学校と教育、学歴

第３回職業と生活

第４回男性と女性、ジェンダー（１）

第５回男性と女'性、ジエンダー（２）

第６回結婚と家族

第７回中間まとめ

第８回都市問題

第９回高齢化社会

第１０回情報化社会

第１１回環境と社会

第12回日本に住む外国人（１）

第13回日本に住む外国人（２）

第14回国際協力

第１５回まとめ

区分

授業科目
(英訳）

担当教員

教養科目群一人文・社会科目

人間行動の心理学

(PsychologyofHumanBehavior）

山田恭子

【授業概要】

人間の行動を心理学的に理解するための基礎知識

取り上げる内容

第１回～第５回：心の仕組みと働き（第１部）

第６回～第９回：心のダイナミズム（第２部）

第１０回～第14回：社会の中の心（第３部）

単 位数 ２単 位 配当年期 ｌ年次後 期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

1．心理学の概要について理解する

2．心理学理論による人間の行動の基礎について理解する

３．心理学的思考方法の育成を目指す

【成績評価の方法】

期末試験の点数により評価する。ただし，４回以上特段

の理由なく欠席した者，受講態度が著しく悪い者に関して

'よ採点しない。

【教科書】

心理学一Psychology:Scienceofheartandmind（著）

藤隆・森敏昭・遠藤由美・玉瀬耕治．有斐閣

鉦

【参考書】

ガイドライン自分でできる心理学宮沢秀次・二宮克

美・大野木裕明（編)．ナカニシヤ出版

【メッセージ】

テキストは鱗入してください。授業態度，マナーなども

成績評価の対象となります。最低限の礼儀を守ったうえ

で．横極的に授業に参加してください。

【授業計画】

第１回第１章心理学とは何か

第２回第２章心と脳

第３回第３章感覚と知覚

憶
習
語
動

記
学
言
情

章
章
章
章

４
５
６
８

第
第
第
第

回
回
回
回

４
５
５
６

第
第
第
第
第 ７ 回 第 ９ 章 動 機 づ け

第８回第１０章性格

第９回第11.12章発達

第１０回第13章人間と社会

第11回第14章社会的認知

第１２回第15章自己

第14回第16.18章社会的影響．集団

第１５回まとめ



－２９－

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

教養科目群一人文・社会科目

技術の倫理学Ⅱ

(EngineeringEthicsⅡ）

後藤雄太

【授業概要】

科学技術は世界規模でますます影響力を拡大しつつあ
るのと同時に、私たちの日常生活にも深く入り込みつつ
ある。そして、そうした新たな技術の導入は、様々なト
ラブル、犯罪などの倫理的問題を引き起こしている。本
講義では、特に「生命」と「環境」に関わる倫理的問題
を取り上げる。

単位数 ２ 単位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 必修･選択必修Ｃ翻り
【授業の目的】

科学技術の発展が社会にもたらした倫理的諸問題に関す

る基本的知識を習得すること。

【成績評価の方法】

①出席状況、②受講態度、③テスト結果を材料にして総

合的に評価する。

【教科書】

プリントを配布する。

【参考書】

生命科学の冒険（著）青野由利（出版社）筑摩書房

クローン人間（著）粥川準二（出版社）光文社

くるま社会（著）宮本憲一（出版社）旬報社

【メッセージ】

私語や居眠り等をしていた者は、出席したと見なさない

ので、注意すること。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回生殖技術とは何か①

第３回生殖技術とは何か②

第４回生殖技術に関する倫理的問題①

第５回生殖技術に関する倫理的問題②

第６回クローン技術とは何か

第７回クローン技術がもたらすメリット

第８回クローン技術に関する倫理的問題

第９回クルマ社会による人命の損傷

第１０回クルマ社会による生活環境・自然環境の破壊①

第１１回クルマ社会による生活環境・自然環境の破壊②

第１２回クルマ社会による生活環境・自然環境の破壊③

第13回クルマ社会における経済的損失および時間的損失

第14回クルマ社会への暫定的対策

第15回まとめ

区分

授業科目
(英訳）

教養科目群一人文・社会科目

技術の倫理学Ｉ

(EngineeringEthicsl）

担当教員 後藤雄太

【授業概要】
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る
あ
ラ
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を

単位数 ２単 位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 必修･選択必修Ｇ罰り
【授業の目的】

科学技術の発展が社会にもたらした倫理的諸問題に関す

る基本的知識を習得すること。

【成績評価の方法】

①出席状況、②受講態度、③テスト結果を材料にして総

合的に評価する。

【教科書】

プリントを配布する。

I参考書】

著作権とは何か（箸)福井健策（出版社）集英社

ケータイ世界の子どもたち(著)藤川大祐（出版社）講談社

ルポルタージュ出生前診断（著）坂井律子（出版社）

NＨＫ出版

【メッセージ】

私語や居眠り等をしていた者は、出席したと見なさない

ので、注意すること。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回著作権侵害の技術的背景

第３回著作権とは何か

第４回著作財産権の種類①’

第５回著作財産権の種類②

第６回著作権が制限されるケース

第７回ケータイによる公共‘性の衰退の問題

第８回出会い系サイトの問題

第９回ケータイ・インターネット依存症の問題

第１０回ケータイ・インターネットがもたらす様々な

トラブル①

第11回ケータイ・インターネットがもたらす様々な

トラブル②

第12回出生前診断・選択的中絶とは何か

第13回優生思想の問題①

第14回優生思想の問題②

第15回まとめ



区分 教養科目群一人文・社会科目

授業科目 伝統と文化
(英訳） (TraditionandCulture）

担当教員 橋元純也

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次 前期

必選別 必修・選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

伝統的な東洋文化に関するさまざまな概念・事項・事象
をまなび、多面的な現代文化・世界文化を理解するための

視点を獲得するとともに、幅広い知識や教養をともなう．
ミュニケーション能力を澗養する。

【成績評価の方法】

評価は評価点に基づく。評価点は、期末試験の素点

(60％）と提出物の内容などによる平常点（40％）とを総
合して算出する。

【教科書】

テキストとして、毎回プリント資料を配付する。

【参考書】

講義内容に応じて、適宜しめす。

【メッセージ】

初回の講義で、授業の進め方や試験・評価の方法につい
て、詳細な説明をおこなう。

区分 教養科目群一人文・社会科目

授業科目 国際技術協力Ⅱ
(英訳） (InternationalTechnicalCooperationⅡ）

担当教員 石坂広樹

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次 前期

必 選別 必修･選択必修極画
【授業の目的】

国際協力のこれまでの歴史について理解し、今後望まれ

る国際協力のあり方について考えられるようになること。

【成績評価の方法】

グループ学習態度、最終授業の際に作成するレポートを

総合的に評価します。なお、このレポートを試験の代わり

とします。レポートでは知識の有無ではなく、意見の有無
を評価します。

【教科書】

プリント資料を配付します。

【参考書】

･国際協力論を学ぶ人のために（編）内海成治（出版社）
世界思想社

･FASID「開発援助のためのプロジェクト・サイクル.

マネジメント：モニタリング・評価編jFASID2006年

【メッセージ】

集中講義である本科目では、グループ学習を最も重視し

ています。また､授業の中では､特別講師としてボランティ

アや専門家の経験者を呼ぶ予定です。

【授業概要】

第１回のガイダンスの後、第２回に東洋文化への基本
的視座を確認する。そして第３回以降に､東洋の世界観・
人間観・宗教論・政治論について、具体的な問題を取り
あげていく。西洋文化との対比、日本文化との関わりな
どにも留意しながら、おもに中国の伝統文化について考
察する。

【授業計画】

第１回講義概要ガイダンス

第２回東洋文化論の視座

第３回世界観Ｉ天と道と気

第４回世界観Ⅱ無為と自然

第５回世界観Ⅲ宇宙論

第６回人間観Ｉ性と命

第７回人間観Ⅱ仁義と忠孝

第８回人間観Ⅲ身体論

第９回宗教論Ｉ儒教宗教説

第１０回宗教論Ⅱ仏教と道教

第１１回宗教論Ⅲ鬼神論

第12回政治論Ｉ革命と災異

第13回政治論Ⅱ礼と法

第14回政治論Ⅲ公と私

第15回まとめ・期末試験について

【授業概要】

第１回のガイダンス・自己紹介の後、第２回～６回で

国際協力の歴史と課題について考え、第７回～１４回まで

で国際協力をテーマとしたグループ学習を行います。最

後に第１５回でレポートを作成します。

【授業計画】

第１回ガイダンス・自己紹介

第２回講義「国際協力の歴史」

第３回グループディスカッション

第４回講義「国際協力の未来」

第５回グループディスカッション

第６回特別講師による講演・質疑応答

第７回講義「グループ学習とその方法」

第８回講義「国際協力の評価方法」

第９回講義「とある村での国際協力」

第１０回グループ学習ｌ：協力内容の把握

第11回グループ学習２：協力成果の評価

第12回グループ学習３：新たな協力案の検討

第13回グループ学習４：発表会’

第14回グループ学習５：発表会２

第15回総括・レポート作成

－３０－



区分 教養科目群一人文・社会科目

授業科目 ファッション論

(英訳） (TheoryofFashion）

担当教員 選考中

単位数 ２単位 配当年期 ３年次前期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

日常的な消費対象として服飾ファッションは、人々の

様々な意識や行動の変化とともに社会生活を彩っていま

す。いわゆる「流行」という社会現象のメカニズムへの理

解をベースに、社会的活動としてのファッションビジネス

も考察し､身近な「ファッション」について理解を深める。

【成績評価の方法】

出席（30％)、発表・発言・ミニレポート（30％)、試験

(40％）で総合的に評価する

【教科書】

プリント配布

【参考書】

【メッセージ】

流行論やビジネス、マーケティングの幾つかの視点から

眺めることで、身近な「ファッション」について再認識し

てみよう ○

豊かな生活センスは日々の生活を楽しくしてくれるはず

です。

－３１

【授業概要】

アパレルファッションの世界を、マーケティング、フ

ランディングの基礎的知識や業界知識をベースに、流行

やビジネスの視点から学ぶ。

【授業計画】

第１回フアツシヨン／流行とは①

第２回トピックスファッション／流行と大学生

第３回ファッション／流行とは②流行論

第４回ファッションビジネスアパレル産業

第５回ファッションビジネス業界展望①

第６回フアツシヨンビジネス業界展望②

第７回ファッションビジネス業界展望③

第８回ファッションビジネスアパレルの基礎知識

第９回時代とファッション①

第１０回マーケティング①

第１１回マーケティング②

第１２回マーケティング③

第13回時代とファッション②

第１４回トピックスファッション／流行を考える

第１５回まとめ



区分 教養科目群一人文・社会科目

授業科目 音楽Ｉ

(英訳） (Musicｌ）

担当教員 中島洋治

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前 期

必選別 必修･選択必修鍾矛、
【授業の目的】

西洋音楽の歴史を古代から現在まで概観します。各時代

の音楽様式（響や榊造の特徴）を把握し、その音楽を聴い

て、それがいつ頃の音楽であるか判断できることを目標と

します。又、音楽の文化的・歴史的な背景を理解し、ある

時代が音楽に何を求め、どのような場で演奏され聴かれた

かを考えることも目標の一つです。言うまでもなく、音楽

史の知識はたんなる言葉の暗記に終わるのではなく、でき

るだけ多くの作品を時代別に積極的に聴き、各自の知識の

肉付けとして取り組んでいただきたい。

【成績評価の方法】

出席状況及び授業内試験によって評価する。

【教科書】

プリント資料を随時配布。文献は授業時間中に紹介しま
す○

【参考書】

【メッセージ】

映像や音楽を聴きながら授業を進めていきますので、私

語厳禁です。場合によっては退席を指示します。

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

単 位数

必 選別

【授業の目的】

教養科目群一人文・社会科目

２ 単 位

音楽Ⅱ

(MusicⅡ）

中島洋治

配当年期 ｌ年次後期

必修･選択必修種1面

西洋音楽の歴史を古代から現在まで概観します。各時代

の音楽様式（響や構造の特徴）を把握し、その音楽を聴い

て、それがいつ頃の音楽であるか判断できることを目標と

します。又、音楽の文化的・歴史的な背景を理解し、ある

時代が音楽に何を求め、どのような場で演奏され聴かれた

かを考えることも目標の一つです。言うまでもなく、音楽

史の知識はたんなる言葉の暗記に終わるのではなく、でき

るだけ多くの作品を時代別に積極的に聴き、各自の知識の

肉付けとして取り組んでいただきたい。

【成績評価の方法】

出席状況及び授業内試験によって評価する。

【教科書】

プリント資料を随時配布｡文献は授業時間中に紹介します。

【参考書】

【メッセージ】

映像や音楽を聴きながら授業を進めていきますので、私

語厳禁です。場合によっては退席を指示します。

【授業概要】

プリント資料を配付し、映像や音を見聞きしながら講

義を進めていきます。音楽Ｉの範囲は古代から古典派ま

でで、クラッシック音楽のルーツをたどることが未知の

音楽の発見につながれは幸いです。

【授業計画】

第１回導入音楽史学習の意義、時代区分の概要

第２回古代ギリシャ・ローマの音楽生活と理論

第３回中世ｌ概要、グレゴリオ聖歌を中心とした教会

音楽について

第４回中世２世俗歌曲と器楽、ノートルダム楽派、ア

ルス・アンテイカ、アルス・ノヴァの音楽

第５回ルネサンス概要、ブルゴーニュ楽派とフラン

ドル楽派の音楽、教会音楽、宗教改革

第６回バロックｌ概要、オペラの誕生

第７回バロック２オペラの発展、各国のオペラ

』.S・バッハの音楽、ヘンデルの音楽

第８回バロック３ソナタとコンチェルト、鍵盤楽器

第９回古典派ｌ概要、多声音楽から和声音楽

第１０回古典派２前古典派と近代的様式への転換

第１１回古典派３ソナタ形式と器楽曲・声楽曲

第１２回古典派４ハイドンの音楽と作品

第13回古典派５モーツァルトの音楽と作品

第14回古典派６ベートーヴェンの音楽と作品

第１５回まとめ

【授業概要】

プリント資料を配付し、映像や音を見聞きしながら講

義を進めていきます。音楽Ⅱの範囲はロマン派から現代

までの音楽文化をたどります。「クラッシック」と呼ばれ

る古典派音楽の後を受け、ダイナミックに変容する過程

を簡潔に把握できることを課題とします。

【授業計画】

第１回ロマン派ｌ概要、

ロマン主義と市民的音楽文化

第２回ロマン派２リート（歌曲）とピアノ音楽

第３回ロマン派３標題音楽の発展と交響詩の誕生

管弦楽曲・室内楽曲

第４回ロマン派４各国オペラ

(イタリア・ドイツオペラ）

第５回ロマン派５後期ロマン派の音楽

第６回ロマン派６大規模化するオーケストラ

管楽器の改良

第７回ロマン派７歌劇から楽劇への発展

第８回国民楽派ｌ北ヨーロッパ・東ヨーロッパにお

ける民族主義運動による音楽

第９回国民楽派２ロシアを中心とした国民楽派の音

楽

第１０回近代ｌ印象主義の音楽、ドビュシーの音楽

第１１回近代２２０世紀の音楽、反ロマン主義

第12回近代３第１次世界大戦前の音楽

第１３回現代１２つの大戦の狭間の音楽

第１４回現代２第２次世界大戦以降から2１世紀

第１５回まとめ

－３２－



区分 教養科目群一人文・社会科目

授業科目 日本国憲法

(英訳） (TheConstitutionofJapan）

担当教員 仁井博司

単位数 ２ 単 位 配当年期
'二十角認旬呈診こ

』兇キ上１Ｆ帳?穴 前期

必選別 必修選択必修･硬可、
【授業の目的】

国の仕組みや人権保障についての基本的原理を定める日

本国憲法を学ぶことにより、憲法と私たちの日常生活との

係わりについて理解を深めるとともに、法的なものの考え

方について学んでいただきたい。

【成績評価の方法】

出席状況、レポート、期末試験などを総合的に評価する。

【教科書】

｢憲法入門」伊藤正巳著有斐閣双書

【参考書】

【メッセージ】

講義への出席によって､学説や裁判例(判例)等を通じて、

憲法にも色んな考え方があることを学んでいただきたい。

【授業概要】

下記の計画に沿って進めるが、具体的な裁判例や学説
をできるだけ多く紹介することによって、ひとつの事実
についても色々な考え方があることを学んでいただきた

い。そのためにも講義への出席が重要となる。

【授業計画】

第１回法とは何か

第２回憲法とは何か

第３回明治憲法の特質

第４回日本国憲法の成立

第５回国民主権①

第６回国民主権②

第７回平和国家①

第８回平和国家②

第９回基本的人権①

第１０回基本的人権②

第１１回基本的人権③

第１２回基本的人権④

第１３回権力分立①

第14回権力分立②

第１５回まとめ

－３３－



－３４－

区分

授業科目
(英訳）

担当教員

教養科目群一人文・社会科目

コミュニケーションⅡ

(CommunicationⅡ）

橋元純也

【授業概要】

第１回のガイダンスの後、第２～５回に口頭表現の特

徴や基礎・技術といった諸相をおさえる。第６～８回で

は敬語表現を中心とした口頭表現のモラルをまなぶ。そ

して第９～１４回でさまざまな場面における口頭表現を実
践する。

単 位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

口頭表現の諸相をまなび、文章表現とあわせた実践的な

経験を積み、総合的な日本語コミュニケーション能力をや

しなう ○

【成績評価の方法】

評価は評価点に基づく。評価点は、期末試験の素点

(60％）と提出物の内容などによる平常点（40％）とを総

合して算出する。

【教科書】

テキストとして、毎回プリント資料を配付する。

【参考書】

講義内容に応じて、適宜しめす。

【メッセージ】

初回の講義で、授業の進め方や試験・評価の方法につい

て、詳細な説明をおこなう。

【授業計画】

第１回講義概要ガイダンス

第２回口頭表現の特徴

第３回口頭表現の基礎

第４回口頭表現の技術①

第５回口頭表現の技術②

第６回口頭表現のモラル①

第７回口頭表現のモラル②

第８回口頭表現のモラル③

第９回面接対話における自己紹介

第１０回面接対話における自己アピール①

第１１回面接対話における自己アピール②

第１２回セレモニーにおけるスピーチ①

第13回セレモニーにおけるスピーチ②

第14回電話による改まった会話

第１５回まとめ・期末試験について

区 分

授業科目

(英訳）

担当教員

教養科目群一人文・社会科目

コミュニケーションＩ

(Communicationｌ）

橋元純也

【授業概要】

第１回のガイダンスの後､第２～７回に日本語の用字．

用語・表現技術といった諸相をおさえた上で、第９．１０

回で作文や履歴書作成による自己を見つめた文章表現、

第１１～14回で論説文の読解と作成による社会を見つめた

文章表現を、それぞれ実践する。

単位数 ２ 単位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 必修・選択必修Ｇ詞、
【授業の目的】

日本語の諸相を理解した上で、おもに文章表現の側面か

ら実践的な経験を積み、日本語コミュニケーション能力を
やしなう。

【成績評価の方法】

評価は評価点に基づく。評価点は、期末試験の素点

(60％）と提出物の内容などによる平常点（40％）とを総
合して算出する。

【教科書】

テキストとして、毎回プリント資料を配付する。

【参考書】

講義内容に応じて、適宜しめす。

【メッセージ】

初回の講義で、授業の進め方や試験・評価の方法につい
て、詳細な説明をおこなう。

【授業計画】

第１回講義概要ガイダンス

第２回日本語の用字①

第３回日本語の用字②

第４回日本語の用語①

第５回日本語の用語②

第６回日本語の表現技術①

第７回日本語の表現技術②

第８回通信文の表現

第９回自己を見つめた文章表現①

第１０回自己を見つめた文章表現②

①
②
①
②

解
解
成
成

売
売
乍
乍

言
ｐ
二
二
回
１
１

の
の
の
の

文
文
文
文

説
説
説
説

論
論
論
論

回
回
回
回

１
２
３
４

１
１
１
１

第
第
第
第

第15回まとめ・期末試験について



－３５－

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

教養科目群一人文・社会科目

歴史学Ⅱ

(HistoryⅡ）

棚橋久美子

【授業概要】

日本の中での瀬戸内海地域の特徴を理解した上で、瀬

戸内海地域を舞台とした江戸時代以降の特色のある歴史

的事象を取I)上げて､地域の特性との関わりを考察する。

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年次後期

必選別 必修・選択必修．G罰も
【授業の目的】

人間の営みは、生活や生産活動する地域の地形や気候な

どの自然条件によってそのあり方が左右される。この授業

では私たちが生活している瀬戸内海地域での歴史的事象を

素材にして、地域の特性を生かした生活や生産が行われて

いたことを理解することを目的とする。

【成績評価の方法】

出席状況と受講態度を50％、期末試験の結果を50％とし

て総合的に評価します。

I教科書】

必要な資料を配付します。

【参考書】

授業の中で紹介します。

【メッセージ】

歴史は未来への決断をする時の現状分析装置の一つです。

【授業計画】

第１回瀬戸内海地域の特質

第２回国内交通網と瀬戸内海

第３回牡蛎養殖’

第４回牡蛎養殖２

１
２
１
２

業
業
業
業

塩
塩
綿
綿

回
回
回
回

５
６
７
８

第
第
第
第
第９回柑橘栽培’

第１０回柑橘栽培２

第11回海外移民と広島県’

第12回海外移民と広島県２

第13回軍事県広島’

第14回軍事県広島２

第15回まとめ

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

教養科目群一人文・社会科目

歴史学Ｉ

istｏrｙ ｌ）

棚橋久美子

【授業概要】

まず江戸時代の支配の枠組みを理解した上で、その中

で生きた庶民の暮らしの実像に迫る ○

単位数 ２ 単 位 配当年期 ２年次 前期

必選別 必修･選択必修Ｇ罰、
【授業の目的】

徳川時代、幕藩時代ともよばれる江戸時代は、二百数

年間の長期政権が続き「天下泰平」といわれる中で、現在

の私たちの生活に繋がる生活文化や生活様式が成立した。

鎖国政策ゆえに自給自足社会を作りあげていた江戸社会の

あり様を理解することを目的とする。

【成績評価の方法】

出席状況と受講態度を50％、期末試験の結果を50％とし

て総合的に評価します。

【教科書】

必要な資料を配付します

【参考書】

授業の中で紹介します。

【メッセージ】

歴史は未来への決断をする時の現状分析装置の一つです。

【授業計画】

第１回日本の歴史と江戸時代

第２回江戸時代の枠組み一石高制１－

第３回江戸時代の枠組み一石高制２－

第４IuI江戸時代の枠組み一身分制１－

第５回江戸時代の枠組み－身分制２－

第６回江戸時代の枠組み－鎖l玉'’一

第７回江戸時代の枠組み一鎖国２－

第８ 村と町

第９回土地の利用と農業技術

第１０回江戸時代のブランド「阿藤」

第1１ 貨幣と金融の制度

第12回衣料の大変革一木綿の登場一

第13回食べる楽しみ

第14回暦と時刻

第15回まとめ



区分 教養科目群一人文・社会科目

授業科目 経済学Ｉ

(英訳） (Economicsｌ）

担当教員 栗原理

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 前期

必 選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

経済学の基礎理論について学習する。とりわけ経済学Ｉ

においては家計・企業・市場を扱う。

【成績評価の方法】

出席状況，定期試験によって評価する。

【教科書】

｢What．s経済学一わかる楽しさ使うよろこび」（有斐閣ア
ルマ）

【参考書】

｢ゼミナール経済学入門」福岡正夫著．日本経済新聞社

｢コア・テキスト経済学入門ｊ吹春俊隆著．新世社

【メッセージ】

区分 教養科目群一人文・社会科目

授業科目 経済学Ⅱ

(英訳） (EconomicsⅡ）

担当教員 栗原理

単 位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必 選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

経済学の基礎理論について学習する。とりわけ経済学Ⅱ

においてはマクロ経済学を扱う。

【成績評価の方法】

出席状況，定期試験によって評価する。

【教科書】

｢What．s経済学一わかる楽しさ使うよろこび」（有斐閣ア

ルマ）

【参考書】

｢ゼミナール経済学入門」福岡正夫著，日本経済新聞社

｢コア・テキスト経済学入門」吹春俊隆著，新世社

【メッセージ】

【授業概要】

授業目的の達成のため，以下の授業計画に従って，ミ
クロ経済学の基礎を学習する。

【授業計画】

第１回「イントロダクション」

第２回「価格と市場メカニズム」

第３回「消費者の効用」

第４回「予算制約線と無差別曲線」

第５回「所得とエンケル係数」

第６回「企業の供給行動」

第７回「価格メカニズム」

第８回「独占企業」

第９回「不完全競争」

第10回「政府の供給・国民の需要」

第１１回「情報開示」

第１２回「日本的経営システム」

第13回「いろいろな市場，さまざまな価格」

第14回「政府・ＮＰＯ・企業」

第15回まとめ

【授業概要】

授業目的の達成のため，以下の授業計画に従って，マ

クロ経済学の基礎を学習する。

【授業計画】

第１回「好況・不況とは」

第２回「景気変動」

第３回「金利」．

第４回「外国為替」

第５回「国際収支」

第６回「バブル経済とは何だったか」

第７回「貯蓄率」

第８回「国債」

第９回「インフレーションとデフレーション」

第１０回「インフレーションの発生原因」

第１１回「スタグフレーション」

第１２回「デフレーションとその対策」

第13回「経済成長と日本経済」

第14回「産業構造の変化と日本経済」

第15回まとめ

－３６－



区分 教養科目群一人文・社会科目

授業科目 法律学

(英訳） (Law）

担当教員 仁井博司

単位数 ２単 位 配当年期 ｌ年次後期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

法律というと裁判所や行政官庁を連想して、日常生活と

Iま縁遠いものと考えがちであるが、実際は私たちの生活

に幅広く関係する大変身近なものであることを学ぶととも

に、民事責任と刑事責任の違いなど、法制度の基本的な構

造も学んでいただきたい。

【成績評価の方法】

出席状況、レポート、期末試験などを総合的に評価する。

【教科書】

｢現代法学入門」畑博行編有信堂

【参考書】

【メッセージ】

私たちの日常生活と法律との係わりについて理解を深め

ていただきたい。

【授業概要】

下記の授業計画に沿って進めるが、私たちが生活の中

で直面する法律問題や裁判例(判例)についてもできるだけ

紹介したい。そのためにも講義への出席が重要となる。

【授業計画】

第１回法とは何か①

第２回法とは何か②

第３回表現の自由と自己決定権

第４回結婚と家族の法①

第５回結婚と家族の法②

第６回家族と相続の法①

第７回家族と相続の法②

第８回犯罪と刑罰の法①

第９回犯罪と刑罰の法②

第１０回不法行為と損害賠償

第１１回消費者問題と法

第12回雇用関係と法

第13回公害と環境保護の法

第１４回国際社会と法

第15回まとめ

－３７－



区分 教養科目群一人文・社会科目

授業科目 政治学Ｉ

(英訳） (Politicsｌ）

担当教員 村上智章

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前 期

必 選別 必修･選択必修ｑ翻り
【授業の目的】

現代社会のさまざまな問題について、政治学の立場から

分析を試みる。政治・社会現象について、その歴史的背景
を把握しながら理論的に考察する試みを通じて、社会科学
的な判断力を高めたい。

【成績評価の方法】

評価基準講義への参加態度５０％

コメント・ペーパー30％

試験20％

【教科書】

特になし ○

【参考書】

特になし ○

【メッセージ】

新聞等をしっかり読み､現代の動きに敏感であって欲しい。

区 分 教養科目群一人文・社会科目

授業科目 政治学Ⅱ

(英訳） (PoliticsⅡ）

担当教員 村上智章

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後 期

必 選別 必修選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

マックス･ウェーバーの政治思想、社会科学的思考を学
ぶ ○

【成績評価の方法】

評価基準講義への参加態度５０％

コメント・ペーパー30％

試験20％

【教科書】

｢職業としての政治｣Ｍ,ウェーバー､脇圭平訳岩波文庫。
｢国民国家と経済政策」Ｍ・ウェーバー、田中真晴訳未

来社。

【参考書】

特になし ○

【メッセージ】

社会の動きに対して広く関心を持って欲しい。

【授業概要】

｢バブル経済」・「テロリズム」・「自殺」・「労働」といつ

た、現代社会が直面している諸問題について、政治学の
立場から考察する。

【授業計画】

第１回2009年度世界と日本の動向

第２回経済と政治１現代経済危機の日常化

第３回経済と政治２バブル経済を考える

第４回経済と政治３バブルの多様性と共通性①

第５回経済と政治４バブルの多様性と共通性②
第６回テロリズムと現代ｌ

第７回テロリズムと現代２

第８回現代日本における「自殺」’

第９回現代日本における「自殺」２

第１０回現代日本における「自殺」３

第１１回現代社会と「労働」’

第12回現代社会と「労働」２

第13回現代社会と「労働」３

第14回現代社会と「労働」４

第15回まとめ

【授業概要】

19世紀末から２０世紀にかけてドイツで活躍し、後世に

も大きな影響を与えた、マックス･ウェーバーの政治思想

について、その生涯の足跡をたどりながら考察する。

【授業計画】

第１回はじめに

第２回ウェーバーの学問的営為、その時代背景。

第３回「国民国家と経済政策」’

第４回「国民国家と経済政策」２

第５回精神の危機

第６回「プロテスタンテイズムの倫理と資本主義の精

神」その’

第７回「プロテスタンテイズムの倫理と資本主義の精
神」その２

第８回ウェーバーの宗教社会学

第９回ウェーバーの政党論「名望家政党」と「大衆政

党」その’

第１０回ウェーバーの政党論「名望家政党」と「大衆政
党」その２

第11回官僚制の諸問題

第12回政治家の責任と官僚の責任

第13回政治家はいかにあるべきか

第１４回責任ある政治はいかにして可能か

第１５回まとめ

－３８－



区分 教養科目群一人文・社会科目

授業科目 哲学Ｉ

(英訳） (PhilosophyI）

担当教員 柿本理海

単位数 ２単 位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 必修・選択必修．Q詞､
【授業の目的】

混迷を極める現代の社会において、政治の領域において

｢哲学が欠落している…」云々の声を聞く。「哲学」とは

何かを学んで行く。

I成績評価の方法】

前期の試験、提出課題、出席等によって評価する。

【教科書】

プリントを用意する。

【参考書】

適時、紹介する。

【メッセージ】

出席の重視。ノートをきちんととることは当然のことと

して要求する。教科書をよく読んで、授業にでて欲しい。

区 分 教養科目群一人文・社会科目

授業科目 哲学Ⅱ

(英訳） (PhilosophyⅡ）

担当教員 柿本理海

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必選別 必修選択必修侭面
【授業の目的】

人間とは何か。死とはといった根源的な問題を考えなが

ら学びをすすめていく。

【成績評価の方法】

後期の試験、提出課題、出席等によって評価する。

【教科書】

プリントを用意する。

【参考書】

適時、紹介する。

【メッセージ】

出席の重視。ノートをきちんととることは当然のことと

して要求する。教科書をよく読んで、授業にでて欲しい。

I授業概要】

現代の社会において、また、政論の航域において「哲学が欠落し

ている…」ヱミ々のﾉ財を聞く。「哲学」とは何か、を学ばなければなら

ない。本講では、まず最初に「哲学」の一般的意味の理解を得させ、

古代ギリシヤ、ローマ時代から中iM:、近世、さらに現代に至る西欧

哲学のあとを訪ねる。また、それが、現代に生きる我々と、我々の

抱える問題と、どのように関わるのかについて学ぶ。

I授業計画】

第１週哲学とは何か

第２週哲学の誕生

第３週西洋哲学の展開

第４週古代哲学

第５週中世哲学

第６週近世哲学

第７週現代哲学

第８週現代哲学の諸傾向とその問題点

第９週現象学

第１０週実存主義

第１１週構造主義

第12週マルクス主義

第13週プラグマティズム

第１４週分析哲学

第１５週むすび

【授業概要】

哲学、の講義では、まず最初に人間と自然、文化、我々

Iま人間として生きているが､一体人間とは何かを考える。

さらに人間は死ぬ存在であるが、人間と死の問題等につ

いて学びをすすめる。

【授業計画】

第１週人間における自然と文化

第２週人間とは何か

第３週人間の発生

第４週人間の行動

第５週心と身体

第６週哲学における死の問題

第７週死と人間

第８週形而上学的不死思想

第９週実存主義

第10週人間の社会性

第11週社会的動物

第１２週全体化の哲学

第１３週人間の自覚としての哲学

第14週むすび

－３９－



区分 教養科目群一人文・社会科目

授業科目 倫理学Ｉ

(英訳） (Ethicsl）

担当教員 後藤雄太

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

西洋における倫理思想に関する基礎知識を習得する。

【成績評価の方法】

①出席状況、②受講態度、③テスト結果から総合的に評
価する。

【教科書】

基本事項をまとめたプリントを配布する。資料として、

原典の翻訳等をコピーしたプリントも併用する。

【参考書】

有福孝岳編「エチカとは何か」（ナカニシヤ出版）

岩田靖夫「ヨーロッパ思想入門」（岩波ジュニア新書）

熊野純彦「西洋哲学史」（岩波新書）

【メッセージ】

私語や居眠り等をしていた者は、出席したと見なさない

ので、注意すること。

区分 教養科目群一人文・社会科目

授業科目 倫理学Ⅱ

(英訳） (EthicsⅡ）

担当教員 後藤雄太

単位数 ２ 単 位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

東洋における倫理思想に関する基礎知識を習得する。

【成績評価の方法】

①出席状況、②受講態度、③テスト結果から総合的に評
価する。

【教科書】

基本事項をまとめたプリントを配布する。資料として、

原典の翻訳等をコピーしたプリントも併用する。

【参考書】

立川武蔵「はじめてのインド哲学」（講談社現代新書）

森三樹三郎『中国思想史上・下」（レグルス文庫）

苅部直・片岡龍編「日本思想史ハンドブック」（新書館）

【メッセージ】

私語や居眠り等をしていた者は、出席したと見なさない

ので、注意すること。

【授業概要】

現代社会には様々な倫理的問題が山積している◎そう
した社会にあって、「いかに生きるべきか」などといっ
た根本問題を扱う倫理学の重要性はますます高まってい
る。本講義では西洋における倫理思想の基礎を学んでい
くが、特にその現代的意義に着目しながら講義を進めて
いく 。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回ソクラテス以前の自然哲学

第３回ソクラテスの倫理思想

第４回プラトンの倫理思想

第５回アリストテレスの倫理思想

第６回エピクロスとストアの倫理思想

第７回ユダヤ教の倫理思想

第８回キリスト教の倫理思想

第９回中世キリスト教神学の倫理思想

第10回イギリス経験論の倫理思想

第１１回カントの倫理思想

第12回ドイツ観念論の倫理思想

第13回功利主義の倫理思想

第14回現代の西洋倫理思想の概観

第15回まとめ

【授業概要】

現代社会には様々な倫理的問題が山積している。そう
した社会にあって、「いかに生きるべきか」などといっ
た根本問題を扱う倫理学の重要性はますます高まってい
る。本講義では東洋における倫理思想の基礎を学んでい
くが、特にその現代的意義に着目しながら講義を進めて
いく 。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回バラモン教の倫理思想

第３回自由思想家たちの倫理思想

第４回原始仏教の倫理思想

第５回大乗仏教の倫理思想

第６回ヒンドウー教の倫理思想

第７回孔子の倫理思想

第８回老子・荘子の倫理思想

第９回孟子・葡子の倫理思想

第１０回朱子学・陽明学における倫理思想

第１１回神道の倫理思想

第１２回日本仏教の倫理思想

第１３回江戸儒学における倫理思想

第14回国学における倫理思想

第15回まとめ

－４０－



－４１

区分

授業科目

(英駅）

担当教員

教養科目群一人文・社会科目

心理学Ⅱ

(PsychologyⅡ）

山田恭子

【授業概要】

人間の心理学的理解のための基礎知識（２）

取り上げる内容

第１回～第７回：社会のなかの心（第３部）

第８回～第14回：心の適応と臨床（第４部）

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 後期

必選別 必修･選択必修.G翻り
【授業の目的】

1．心理学の概要について理解する
2．心理学理論による人間理解とその技法の基礎について
理解する

3．心理学的思考方法の育成を目指す
4．心理教育的援助サービスの概要について理解する
5．社会福祉士にとって必要な内容について理解する

【成績評価の方法】

の
は

期末
理由
採点

試験の点数により評価する。ただし．４回以上特段
なく欠席した者，受講態度が著しく悪い者に関して
しない。

【教科書】

心理学一Psychology:Scienceofheartandmind（著）
藤隆・森敏昭・遠藤由美・玉瀬耕治．有斐閣

ｉＨＥ

【参考書】

ガイドライン自分でできる心理学（著）宮沢秀次・二
宮克美・大野木裕明（編)．ナカニシヤ出版

【メッセージ】

と心理学Ⅱは独
できるだけ連続
なども成績評価
うえで．積極的

心理学Ｉ○

があります。
度，マナー

守った儀を

い
が
態
礼

さ
性
業
の
。

だ
続
授
限
い

テキストは購入して<
した科目であすが，連
て受講してください。
対象となります。最低
授業に参加して<ださ

立
し
の
に

【授業計画】

第１回第１３章人間と社会

第２回第１４章社会的認知

第３回第15章自己①

第４回第15章自己②

第５回第１６章社会的影響

第６回第１７章人間関係

第７回第18章集団

第８回第19章発達の支援

第９回第20章発達の病理と心理臨床的援助

第10回第21章ストレスと心理的障害

第１１回第22章カウンセリング

第１２回第23章カウンセリングの実際①

第13回第23章カウンセリングの実際②

第14回第24章カウンセリング・心理療法と文化

第15回まとめ

区 分

授業科目
(英訳）

担当教員

教養科目群一人文・社会科目

心理学Ｉ

(Psychologyl）

山田恭子

【授業概要】

人間の心理学的理解のための基礎知識（１）

取り上げる内容．

第１回～第８回：心の仕組みと働き（第１部）

第９回～第１４回：心のダイナミズム（第２部）

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 必修･選択必修｡G翻り
【授業の目的】

1．心理学の概要について理解する
2．心理学理論による人間理解とその技法の基礎について
理解する

3．心理学的思考方法の育成を目指す
4．心理教育的援助サービスの概要について理解する
5．社会福祉士にとって必要な内容について理解する

【成績評価の方法】

の
は

期末
理由
採点

試験の点数により評価する。ただし，４回以上特段
なく欠席した者，受講態度が著しく悪い者に関して
しない。

【教科書】

心理学一Psychology:Scienceofheartandmind（著）
藤隆・森敏昭・遠藤由美・玉瀬耕治（2004)．有斐閣

4旺

【参考書】

ガイドライン自分でできる心理学（著）宮沢秀次・二
宮克美・大野木裕明（編)．ナカニシヤ出版

【メッセージ】

と心理学Ⅱは独
できるだけ連続
なども成績評価
うえで．積極的

てください。心理学Ｉ
連続性があります。

授業態度，マナー○い

最低限の礼儀を守った

テキストは購入し
した科目であすが
て受講して<ださ
対象となります。
授業に参加して〈ください。

立
し
の
に

【授業計画】

第１回第１章心理学とは何か

第２回第２章心と脳

第３回第３章感覚と知覚①

第４回第３章感覚と知覚②

憶
習
語
考
動

記
学
言
思
情

章
章
章
章
章

４
５
６
７
８

第
第
第
第
第

回
回
回
回
回

５
６
７
８
９

第
第
第
第
第
第１０回第９章動機づけ

第11回第１０章性格

第１２回第１l章子ども時代の発達①

第13回第１l章子ども時代の発達②

第14回第12章青年期・成人期の発達

第15回まとめ



区分 教養科目群一人文・社会科目

授業科目 宗教学Ｉ

(英訳） (TheScienceofReliglonl）

担当教員 柿本理海

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 必修･選択必修．q翻り
【授業の目的】

宗教は、人間生活においてきわめて大きな位置をしめて

いる。この宗教をいろいろな角度から尋ね学びを進める。

【成績評価の方法】

前期の試験、提出課題、出席等によって評価する。

【教科書】

プリントを用意する。

出席の重視。

ノートをきちんととることは当然のこととして要求する。

【参考書】

適時、紹介する。

【メッセージＩ

今日、われわれは、異文化の中で生活したり仕事をする

場面が多くなって来ている。是非とも、宗教を学んでほし
し、 ○

区 分 教養科目群一人文・社会科目

授業科目 宗教学Ⅱ

(英訳） (TheScienceofReligionⅡ）

担当教員 柿本理海

単 位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

宗教学Ⅱは、宗教の分類等から世界的宗教に至る諸宗教
を学ぶ。

【成績評価の方法】

後期の試験、提出課題、出席等によって評価する。

【教科書】

プリントを用意する。

出席の重視。

ノートをきちんととることは当然のこととして要求する。

【参考書】

適時、紹介する。

【メッセージ】

今日、われわれは、異文化の中で生活したり仕事をする

場面が多くなって来ている。是非とも、宗教を学んでほし
い○

【授業概要】

宗教学という学問は、考古学や哲学や文化人類学、心

理学､社会学…等等の諸学を援用して成立している学で、

研究課題も広範多岐に亘る。そうした中で、人間生活と

宗教、宗教の語義、宗教を研究する諸学等から始め、教

団成立の過程に至る宗教の問題を考察する。

【授業計画】

第１週人間生活と宗教

第２週宗教の語義

第３週宗教を研究する諸学

第４週さまざまな宗教観

第５週宗教の起源に関する諸説

第６週宗教成立の基盤

第７週新宗教の発生

第８週神話と教義

第９週宗教的対象のさまざま

第１０週宗教儀礼とは何

第11週宗教儀礼とは何か

第12週宗教儀礼のさまざま

第13週信仰

第14週宗教的情操

第15週むすび

【授業概要】

宗教学Ⅱにおける宗教学の学びは、諸宗教の分類、原

始宗教、民族宗教、世界的宗教等について学ぶと共に、

新宗教の発生、それと社会との関わり等を学んで行く。

【授業計画】

第１週諸宗教の分類

第２週原始宗教の特徴

第３週原始宗教の諸形態

第４週アニミズム

第５週マナイズム

第６週トーテミズム

第７週シヤマニズム

第８週民族宗教

第９週古代文明の諸宗教

第１０週世界的宗教

第11週仏教

第12週キリスト教

第13週イスラム教

第１４週日本人の宗教

第15週むすび

－４２－



区分 教養科目群一スポーツ科目

授業科目 スポーツＩ（ミニテニス）

(英訳） (Sportsｌ）

担当教員 武良 徹 文 、 入 漂 雅 典 、 藤 側 宏喜

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 必修･遥洞Ｚ鯵選択
【授業の目的】

勝つための戦略・戦術を練りながらケームを楽しむこと

ができるレベルまで到達することを目標とし、その過程

で、敏捷性、協応能、瞬発力、持久力等の総合的な体力を

養うことを目的とする

【成績評価の方法】

平常点（実技、出席状況含む）５０％、レポート20％、試

験30％で評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ１

健康上問題のある者は、相談してください。ルールを変

えると中身も変わることを体験しよう。

区分 教養科目群一スポーツ科目

授業科目 スポーツＩ（ゴルフ）
(英訳） (SportsＩ）

担当教員 武 良 徹 文 、 入 潔 雅 典 、 藤 側宏喜

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 必修･遥W諏珍選択
【授業の目的】

ゴルフの初歩的、基本的な技術を学び、生涯スポーツへ

と展開する実践的能力の基礎（安全に楽しく、公正に、周

囲の配慮を忘れず気持ちよくプレーする態度）を習得する

ことを目的とする。

i成績評価の方法】

平常点（実技、出席状況含む）５０％、レポート20％、試

験30％で評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

健康上問題のある者は、相談してください。

【授業概要】

初心者を対象とし、テニスの基礎技術であるフォアハ

ンドショット、バックハンドショットボレー、サーブ

の練習をビデオ等の視覚的フィードバックを用いながら

行う。そして、それらの実践における使い方を理解する

ため、できるだけ多くのケームを消化していく

【授業計画】

第１回ガイダンス

(種目分け、授業計画、方針及び評価の説明）

第２回グリップの基本とグランドストローク

第３回実践ストローク’

第４回ルールについての説明

第５回実践ストローク２

第６回 ネットプレー

第７回ボレー

第８回サービス

第９回スマッシュ

第１０回ケーム（ダブルス）’

第11回ケーム（ダブルス）２

第12回ケーム（ダブルス）３

第13回ケーム（ダブルス）４

第14回テスト（ストローク・ボレー）

第15回まとめ、レポート提出

【授業概要】

ゴルフの初歩的、基本的な技術をグランドで行い、マ

スターした技術をショートコース(ゴルフ場)で実践する。

【授業計画】

第１回ガイダンス

(種目分け、授業計画、方針及び評価の説明）

第２回グリップとアドレスの基本

第３回基本のスイングづくり

第４回プレーの方法（ルール・プレーの用語）

第５回スイングの完成とチェック

第６回 ショートゲーム

第７回効果的な練習方法

第８回バンカーショットの理論

第９回～第13回

ゴルフ場にて実践（18ホール）

東広島カントリークラブ

費用：700円

第14回ルールテスト

第１５回まとめ、レポート提出

－４３－



区分 教養科目群一スポーツ科目

授業科目
(英訳）

スポーツⅡ （
ソフトバレーボール。
バスケットボール

(SportsⅡ）

）

担当教員 武良徹文、入潔雅典、藤側宏喜

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 必修･鍾洞Z1唾選択
【授業の目的】

基本的技術を磨きながら、個人の能力と適性を考えて、

役割分担やポジションを決め、一人ひとりが協力し、それ

ぞれの責任を果たすことを身につけ、ケームの楽しさや喜
びが味わえるようにする。

【成績評価の方法】

平常点（実技、出席状況含む）５０％、レポート20％、試

験30％で評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

健康上問題のある者は、相談してください。

区分 教養科目群一スポーツ科目

授業科目 スポーツⅡ（サッカー）
(英訳） (SportsⅡ）

担当教員 入漂雅典、藤側宏喜

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必選別 必修･霞ﾏ可Z惨選択
【授業の目的】

基本技術を習得しながら、個人の能力卜適性を考えて、

ケームでの役割分担やポジションを決め、それぞれの責任

を果たすことを身につけ、ケームの楽しさや喜びを味わえ

るようにする

【成績評価の方法】

平常点（実技、出席状況含む）５０％、レポート20％、試

験30％で評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

健康上問題のある者は、相談してください。

【授業概要】

前半はソフトバレーボール種目

後半はバスケットボール種目を行う

【授業計画】

第１回ガイダンス

(種目分け、授業計画、方針及び評価の説明）

第２回ソフトバレーボール

歴史論（ルールを含む）

第３回基本技術（パス、トス）

第４回基本技術（サーブ、サーブレシーブ）

第５回ルールと審判法

第６回ケーム’

第７回ケーム２

第８回バスケットボール技術論

(ドリブル・シュートとジャンプシュート分析）

第９回クリスクロス・シュート、３ＴＯ２の分析

第１０回ルール論

第11回ケーム’

第12回ケーム２

第13回ケーム３

第14回テスト（シューテイング－３ポイントからの

ドリブル 、 シュート１０往復）

第１５回まとめ、レポート提出

【授業概要】

サッカーの３Ｓ（ボールのスピード、走るスピード、

考えるスピード)、３Ｂ（ボールコントロール、ボデイバ

ランス、プレイン）の基本技術を習得する

【授業計画】

第１回ガイダンス

(種目分け、授業計画、方針及び評価の説明）

第２回基本的なキックとトラッピングの分析

第３回３ＴＯ３のオフェンスケームの分析

第４回ドリブルシュートの分析

第５回歴史とルールと審判方法

第６回５ＴＯ５のケーム分析

第７回コーナーキックからのヘッディングの分析

第８回実践ケーム’

第９回実践ケーム２

第１０回実践ケーム３

第11回実践ケーム４

第１２回実践ケーム５

第１３回実践ケーム６

第14回ルールテスト

第15回まとめ、レポート提出

－４４－



区分 教養科目群一スポーツ科目

授業科目 スポーツⅢ（ゴルフ）

(英訳） (SportsⅢ）

担当教員 武良徹文、入漂雅典、藤側宏喜

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 必修･篭Wﾏ画珍選択
【授業の目的】

ゴルフの応用技術を学び､実践ラウンド行い､生涯スポー

ツヘと展開する実践的能力（安全に楽しく、公正に、周囲

の配慮を忘れず気持ちよくプレーする態度）を習得するこ

とを目的とする。

【成績評価の方法】

平常点（実技、出席状況含む）５０％、レポート20％、試

験30％で評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

健康上問題のある者は、相談してください。

区分 教養科目群一スポーツ科目

授業科目 スポーツⅢ（バドミントン）

(英訳） (SportsⅢ）

担当教員 武良 徹 文 、 入 津 雅 典 、 藤 側 宏喜

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 必修･遥ﾏZ：彦選択
【授業の目的】

練習・試合中の心拍数をモーターし、運動負荷の程度を

フィードバックしながら授業を進め、全身持久力、上半身

と下半身のバランスのとれた筋力、敏捷性などを向上させ

ていく目的とする。

【成績評価の方法】

平常点（実技、出席状況含む）５０％、レポート20％、試

験30％で評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

健康上問題のある者は、相談してください。

【授業概要】

実践ラウンドを行い、ルール、マナーなどのラウンド

知識を学ぶ。

【授業計画】

第１回ガイダンス

(種目分け、授業計画、方針及び評価の説明）

第２回グリップとアドレスの基本

第３回プレーの方法（ルール・プレー用語）

第４回ドライバーの基本のスイングづくり

第５回スイングの完成とチェック

第６回シヨートケーム

第７回効果的な練習方法

第８回バンカーシヨツトの理論

第９回バンカーシヨツトの実施

第１０回パターシヨツトの実施

第１１回～第13回

ゴルフ場にて実践（１８ホール）

東広島カントリークラブ

費用：700円

第14回ルールテスト

第15回まとめ、レポート提出

【授業概要】

初心者を対象としながらも、将来的に競技レベルへ移

行できることも可能となるよう、本格的に基礎技術の習

得を行う

【授業計画】

第１回ガイダンス

(種目分け、授業計画、方針及び評価の説明）

第２回サーブ、フォアハンドストロークの分析

第３回サーブ、フォアハンドストロークのビデオ撮影

第４回バックハンドストローク、スマッシュの分析

第５回バックハンドストローク、スマッシュ

第６回ハイクリアー、ドロップの分析

第７回ドライブ、ヘアピンの分析、ビデオ撮影

第８回ゲーム：１次リーグ戦一ダブルス

第９回ゲーム：２次リーグ戦一ダブルス

第１０回ゲーム：３次リーグ戦一ダブルス

第11回ゲーム：１次リーグ戦一シングル

第12回ゲーム：２次リーグ戦一シングル

第１３回ゲーム：３次リーグ戦一シングル

第１４回実技テスト

第15回まとめ、レポート提出

－４５－



区分 教養科目群一スポーツ科目

授業科目 スポーツⅣ（総合種目）
(英訳） (SportsⅣ）

担当教員 武良徹文、入潔雅典、藤側宏喜

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 必修･遜玩区膨選択
【授業の目的】

自分たちのレベルに合わせて、工夫しながら種々のス
ポーッ種目を体験してゆく。

【成績評価の方法】

平常点（実技、出席状況含む）５０％、レポート20％、試
験30％で評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

健康上問題のある者は、相談してください。

【授業概要】

種々のスポーツ種目（体育館で開講可能な）を開講し、

体験する。（女子学生は卓球、ミニテニスを含む）

【授業計画】

第１回ガイダンス

(種目分け、授業計画、方針及び評価の説明）
第２回ソフトバレーボール論

第３回ソフトバレーボール実践’

第４回ソフトバレーボール実践２

第５回フットサルト論

第６回フットサルト実践’

第７回フツトサルト実践２

第８回バドミントン論

第９回バドミントン実践’

第１０回バドミントン実践２

第11回バスケットボール論

第１２回バスケットボール実践

第13回ホッケー論

第14回ホッケー実践

第15回まとめ、レポート提出

－４６－



区分 教養科目群一スポーツ科目

授業科目 スポーツ技術基礎Ｉ

(英訳） (SportsTechnologyBasel）

担当教員 武良 徹 文 、 藤 側 宏 喜 、 入 潔 雅典

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 必修･選択必修硬可、
【授業の目的】

各種目（バスケットボール、硬式野球、アーチェリー）

の個人技術基礎を基にして、各種目の実践を通して基礎技

術の向上・チームプレーの習得及び協調性を養うことを目

的とする。

【成績評価の方法】

平常点（実技、出席状況含む）５０％、レポート20％、試

験30％で評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

区分 教養科目群一スポーツ科目

授業科目 スポーツ技術基礎Ⅱ

(英訳） (SportsTechnologyBaseⅡ）

担当教員 武良徹文、藤側宏喜、入漂雅典

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

各種目（バスケットボール、硬式野球、アーチェリー）

の個人技術基礎を基にして、各種目の実践を通して専門技

術の向上・チームプレーの習得及び協調性を養うことを目

的とする

【成績評価の方法】

平常点（実技、出席状況含む）５０％、レポート20％、試

験30％で評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

【授業概要】

それぞれの種目に対する、個人技術力・実践力・協調

性等を養うことを目的とするため、基本理念からケーム

の進め方まで、下記のような授業計画で進める。下記は

バスケットボールの例であるが、他の種目も同様な形態

となっている。

【授業計画】

第１回ガイダンス（授業計画､方針及び評価の説明）

例：バスケットボール

第２回オフェンスのコンビネーション

第３回各種ショットからのパスイングの技術

第４回ポジション別のショット

第５回ドリブルからのパスイングの技術

第６回ポジション別の技術

第７回動きの中での視野の取り方

第８回リバウンドポジションでのボールの保持技術

第９回ゾーンデフェンスのコンビネーション

第１０回オールコートデフェンスのコンビネーション

第１１回フォーメイションにおける個人の動き

第12回相手との心理的戦略のかけひき

第13回ボール保持の体の使い方からパスイング

第14回ケーム展開の動き’

第15回ケーム展開の動き２

【授業概要】

スポーツ技術基礎Ｉの後を受ける科目であり、技術Ｉ
をさらに発展させ、個人技術力や実践力を高めることを
目的とするため、戦術に関する基本理念から心理的戦力
の展開まで、下記のような授業計画で進める。下記は（
スケットボールの例であるが、他の種目も同様な形態と
なっている。

【授業計画】

第１回ガイダンス（授業計画､方針及び評価の説明）

例：バスケットボール

第２回デフェンス技術

第３回各種ショットの応用技術

第４回ケーム開始時の作戦

第５回タイムアウトの取り方

第６回相手チームの作戦

第７回アマチュアプレーヤーとアスリートプレーヤー

の違い

第８回ゲームリズムの取り方

第９回ゾーンデフェンス

第10回オールコートデフェンス

第11回フォーメイション

第12回チームの心理的戦略の手ほどき

第13回スコアーメイク

第14回ケームの反省点

第15回試合の反省点

－４７－



区分 教養科目群一スポーツ科目

授業科目 スポーツ技術応用Ｉ

(英訳） (SportsTechnologyApplicationl）

担当教員 武良徹文

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 前期

必選別 必修･選択必修種W、
【授業の目的】

各種目（バスケットボール、硬式野球、ゴルフ、アー

チェリー、剣道、サッカー、軟式野球）の個人技術基礎を

基にして、各種目の実践を通して応用技術の向上・チーム

プレーの習得及び協調性を養うことを目的とする。

【成績評価の方法】

平常点（実技、出席状況含む）５０％、レポート20％、試

験30％で評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

区分 教養科目群一スポーツ科目

授業科目 スポーツ技術応用Ⅱ
(英訳） (SportsTechnologyApplicationⅡ）

担当教員 武良徹文

単位数 ２ 単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 必修･選択必修鰹W、
【授業の目的Ｉ

各種目（バスケットボール、硬式野球、ゴルフ、アー

チェリー、剣道、サッカー、軟式野球）の個人技術基礎を

基にして、各種目の実践を通して専門技術の向上・チーム

プレーの習得及び協調性を養うことを目的とする

【成績評価の方法】

平常点（実技、出席状況含む）５０％、レポート20％、試

験30％で評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

【授業概要】

スポーツ技術基礎の後を受ける科目であり、個人の技

術力や実践力をより深めることを目的とするため、理論

的解析力を養うために､下記のような授業計画を進める。

下記はバスケットボールの例であるが、他の種目も同様

な形態となっている。

【授業計画】

第１回ガイダンス（授業計画､方針及び評価の説明）

例：バスケットボール

第２回オフェンスのコンビネーション基礎

第３回各種ショットからのパスイングの技術と解析

第４回ポジション別のショットの応用技術

第５回ドリブルからのパスイングの技術と解析

第６回ポジション別の応用技術と解析

第７回動きの中での視野の取り方

第８回リバウンドポジションでのボールの保持技術

とパスイング

第９回ゾーンデフェンスのコンビネーション視野の

取り方

第１０回オールコートデフェンスのコンビネーション

視野の取り方

第１１回フォーメイシヨンにおける個人の動き

第１２回相手との心理的戦略のかけひきのコンビネー

シ ョ ン

第13回ボール保持の体の使い方からパスイング

第１４回ケーム展開の動きの分析、応用技術のテスト

第15回レポート提出

【授業概要】

スポーツ技術応用Ｉの後を受ける科目であり、個人の

技術力や実践力をより深めることを目的とするため、理

論的解析力を養うために、下記のような授業計画を進め

る。下記はバスケットボールの例であるが、他の種目も

同様な形態となっている。

【授業計画】

第１回ガイダンス（授業計画､方針及び評価の説明）

例：バスケットボール

第２回デフェンス技術の応用

第３回各種ショットの応用技術と解析

第４回ケーム開始時の作戦

第５回タイムアウトの取り方

第６回相手チームの作戦の分析と解析

第７回アマチュアプレーヤーとアスリートプレーヤー

の違い

第８回ケームリズムの取り方

第９回ゾーンデフェンスの作戦と分析

第10回オールコートデフェンスの作戦と分析

第１１回フォーメイションとゲーム関係

第12回チームの心理的戦略の手ほどき

第13回スコアーメイクの戦略

第１４回心理テスト

第15回レポート提出

－４８－



－４９－

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

教養科目群一外国語科目（英語基礎）

英語Ｉ（クラス別）

(Englishｌ）

真野剛

【授業概要】
媛業時I川に艇,j§する。例熟庇に合
点を１１樺に'蛭川的な英謡能ﾉJの行

得
成
判
成

ついては、妓初の裾
を使川し、次の４Ｊ

英文状の知織の復倒
総裁〃や火現力の育
硫解ﾉj、作文能力の
リスニング能力の帝

火施、繰越提川

授業の内奔に
せたテキスト

をl刈る。
’ 鵠 本 的 な
２蕊本的な
３堆本的な

４浩本的な
妃の同標に渦
どを随時行う

沿ったテキストを使剛し、小テストの
うと共にＩＵＬｋＯ式験を実施するっ

わ
成
ｋ
な

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 QZm，選択必修・選択
【授業の目的】

国際化社会に必要な英語コミュニケーション能力の土台

を作ることを目的とする。中学、高校で学んできた知識を

復習しながら基礎学力の強化を図る。

【成績評価の方法】

出席状況や受講態度、授業への取り組み、課題やテスト

などを合わせて総合的に判断する。

【教科書】

佐藤哲三他「FirstPrimer｣．南雲堂。

【参考書】

英和・和英辞書。総合英語Forest（桐原書店)。

【メッセージ】

'）必ず辞書を持参すること。２）予習．復習を行うこと◎

3）授業中の居眠り、飲食、携帯の使用（辞書機能含む）

などは厳禁。上記は全て減点対象とする。また、単位取得

には2/3以上の出席を最低条件とする。大学生にふさわし

い態度で受講することを期待する。

【授業計画】

第１回Introduction

１
２
３
４
５
６
７

．
１
・
１
●
１
。
’
．
’
．
’
・
１

ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ

ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ

Ｕ
Ｕ
Ｕ
Ｕ
Ｕ
Ｕ
Ｕ

回
回
回
回
回
回
回

２
３
４
５
６
７
８

第
第
第
第
第
第
第
第９回OtherActivity

第１０回Unit８

第１１回Unit９

第１２回ＵｎｉｔｌＯ

第１３回Ｕｎｉｔｌｌ

第１４回Ｕｎｉｔｌ２

第15回まとめ

区分

授業科目
(英訳）

担当教員

教養科目群一外国語科目（英語基礎）

英語Ｉ（クラス別）

(Englishｌ）

横田由理

【授業概要】

授業の内容については、次の４点を目標に突川的な災語能力の青
成を図る。

ｌ基本的な英文法の知識の復習
２基本的な語錘力や表現力の育成
３基本的な読解力、作文能力の習得
４リスニング

小テストの実施、
る ０

能力の育成
課題提出などを随時行うと共に期末試験を実施す

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 CZW易選択必修･選択
【授業の目的】

国際化社会に必要な英語コミュニケーション能力の土台

を作ることを目的とする。中学、高校で学んできた知識を

復習しながら基礎学力の強化を図る。

【成績評価の方法】

出席状況や授業への取り組み、課題や小テスト、学期末

の試験などを合わせて総合的に判断する。

【教科書】

ＥｎｇｌｉｓｈＣｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎＷｏｒｋｂｏｏｋ（２
ＭＡＣＭＩＬＬＡＮ

、。

Ｅｄｉｔｉｏｎ）

【参考書】

随時、授業で紹介する。

【メッセージ】

英語力というのは、授業だけでなく、予習復習も含め、

積極的かつ継続的に英語に触れる時間を増やすことで自然

と身についていくものです。映画や音楽など身近なところ

からまずは英語に興味を持って触れてみましょう。

【授業計画】

第１回Introduction（授業内容・授業計画の説明など）
第２回UnitlSelfintroduction

Be動詞・一般動詞

第３回Unit2MyFamily,MyFriends
名詞の単数・複数、冠詞、形容詞

第４回Ｕｎｉｔ３ＭｙＲｏｏｍ
there構文・前置詞

第５回復習①（Unitl～Unit3）

第６回Unit4EverydayActivity
現在形．現在進行形

第７回Unit5Recipes
他動詞・自動詞

第８回Unit6BuyingaComputer
副詞・比較級・最上級

第９回復習②（Unit4～Unit6）
第10回Unit7AskingQuestions

Ｗｈ疑問文

第１１回Unit8Diary
5文型・過去形

第１２回Unit9MakingaReservation
未来形／wouldliketo

第13回UnitlOWritingaPostcard
受動

第１４回復習③（Unit7～UnitlO）
第15回まとめ



区 分 教養科目群一外国語科目

授業科目 英語Ｉ（G）
(英訳） (Englishl（G)）

担当教員 増山栄一エリック

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 α､陽選択必修・選択
【授業の目的】

精読する作業は必要に応じて続けるが、読んでわかる文はそのまま

読み進め、英文を読む分最を増やして多読に移る。英文も語蕊レベル

など高いものを与える。そして語句の意味を文脈から推測する方法や

行間を読む技術などの英文理解の技術を練習し、paragraphの分析で
は時間・空'1Mの順序、原因・結果の櫛成など典型的な例に接して、香
き手の展開に通じ批判的に把握する力を縫う。

【成績評価の方法】

出席（10％）クラス参加（20％）
小テスト・課題提出（20％）クラス発表（１０％）
中間試験（20％）期末試験（20％）
以上totallOO％から評価して成績を出す。

【教科書】

Ad"e"“〃ｓｊ〃Ｒｅａｄか３９（Beginning）byHenryBillings，
MelissaBillings.＆ChristyNewman,McGrawHillHigher
Education

【参考書】

加えて適宜プリント教材を用いる。

【メッセージ】

以下の計画にそって前期の授業を行う予定でいるが、あ
くまでも予定であるので変更がある際には、口頭でその変
更を説明するので、聞き逃さないようにすること。

区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 英語Ｉ（H）
(英訳） (Englishl（Ｈ)）

担当教員 増山栄一エリック

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次 前期

必 選別 ⑫1画選択必修･選択
【授業の目的】

精読する作業は必要に応じて続けるが、読んでわかる文はそのまま

読み進め、英文を読む分最を増やして多読に移る。英文も語禦レベル

など高いものを与える。そして語句の意味を文脈から推測する方法や

行間を読む技術などの英文理解の技術を練習し、paragraphの分析で
は時間・空間の順序、原因・結果の構成など典型的な例に接して、啓

き手の展開に通じ批判的に把握する力を捷う。

【成績評価の方法】

出席（１０％）クラス参加（20％）
小テスト・課題提出（20％）クラス発表（10％）
中間試験（20％）期末試験（20％）
以上totallOO％から評価して成績を出す。

【教科書】

ＬｉＵｊ》１９Ｇｍ"z””byAtsukoYamamoto,NaokoOsuka，

ChikakoManQKyokoOkamoto,＆BenedictRowlett

【参考書】

加えて適宜プリント教材を用いる。

【メッセージ】

以下の計画にそって前期の授業を行う予定でいるが、あ

くまでも予定であるので変更がある際には、口頭でその変

更を説明するので、聞き逃さないようにすること。

【授業概要】

クラス毎に指定された教科書と適従補助教材により、１年目の大学
生にふさわしい英文に接して英語力を伸ばしていく。さらに語蕊を
ふやし、長めの文、複雑な構文も主語を確認し、述部が少し後に出

てきてもそれに気づいて理解できるようにする。中間試験と期末試
験に加えて、様々な小テストを毎回行うので、開講時に配布するシ

ラパスに記されているスケジュールをしっかり把握しておくこと。

【授業計画】

第１回Introduction

第２回Chapterl:DrivingaTaxiinNewYork（準備）
第３回Chapterl:DrivingaTaxiinNewYork（本文）

第４回Chapter2:RunningtheBostonMarathon(準備）

第５回Chapter2:RunningtheBostonMarathon（本文）

第６回Chapter3:TheSearchfbrBobby(準備）
第７回Chapter3:TheSearchfbrBobby（本文）
第８回第１回まとめ

第９回Chapter4:KindnessintheDesert（準備）

第１０回Chapter4:KindnessintheDesert（本文）

第１１回Chapter5:Don'tThrowthatFoodAwaｙ

（準備）

第１２回Chapter5:Don'tThrowthatFoodAway
（本文）

第13回Chapter6:AHomeFullofChildren（準備）

第１４回Chapter6:AHomeFullofChildren（本文）
第15回第２回まとめ

【授業概要】

クラス毎に指定された教科書と適宜補助教材により、１年ロの大

学生にふさわしい英文に接して英語力を伸ばしていく。さらに語蕊

をふやし、艇めの文、複雑な構文も主綿を確認し、述部が少し後に

出てきてもそれに気づいて理解できるようにする。中間試験と期末

試験に加えて、様々な小テストを毎回行うので、開講時に配布する

シラバスに記されているスケジュールをしっかり把握しておくこと。

【授業計画】

第１回Introduction

第２回Unitl:Profile（準備）

第３回Unitl:Profile（本文）

第４回Unit2:Sports（準備）

第５回Unit2:Sports（本文）

第６回Unit3:SpecialOccasions（準備）

第７回Unit3:SpecialOccasions（本文）
第８回第１回まとめ

第９回Unit4:Families（準備）

第１０回Unit4:Families（本文）

第１１回Unit5:JapanQuiz（準備）

第１２回Unit5:JapanQuiz（本文）

第１３回Unit6:Ｌｏｖｅ＆Marriage（準備）

第14回Unit6:Ｌｏｖｅ＆Marriage（本文）
第１５回第２回まとめ

－５０－



区分 教養科目群一外国語科目（英語基礎）

授業科目 英話Ｉ（#3）

(英訳） (EnglishＩ（Class３)）

担当教員 Higginbothamヒギンボサム

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 Q函､，選択必修･選択
【授業の目的】

Theobjectiveofthiscourseistointroducerlyear

beginnerstudentstothebasiclanguageskillsofreading，

writingspeakingandlistening．

【成績評価の方法】

Attendance:１５％Ｈｏｍｅwork:２０％

Participation:１５％Classtests:２０％

Endofsemestertest:３０％

【教科書】

Coursetext：CuttingEdgeSrα〃〃byCunningham＆

Redston(studentsbook）

【参考書】

【メッセージ】

Attendanceisessential・Activeparticipationisessential．

Assignmentsareessential．

区分 教養科目群一外国語科目（英語基礎）

授業科目 英話Ｉ（#4）

(英訳） (Englishl（Class４)）

担当教員 Mooreモア

単位数 ｌ 単位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 α:､彦選択必修･選択
【授業の目的】

Themainobjectiveofthiscourseistoprovidels1year

beginnerstudeｎｔｓｗｉｔｈａｎｉｎｔｅｇｒａｔｅｄａｐｐｒｏａｃｈｔｏ

ｌearningthefburcommunicationskillsofreading,writing，

listeningandspeaking．

【成績評価の方法】

Attendance:１５％Ｈｏｍｅwork:１５％

Participation:１５％ShortPresentations:２０％

Quiz:１０％Endofsemestertest:２５％

【教科書】

Coursetext：CuttingEdgeSm〃”byCunningham＆
Redstone(student，sbook）

【参考書】

【メッセージ】

Ｃｏｎｓｉｓｔｅｎｔａｔｔｅｎｄａｎｃｅ・activeparticipation，ａｎｄ

completionofhomeworkassignmentｓａｒｅａｌｌｅｓｓｅｎｔｉａｌｔｏ

passthiscourse．

－５１

【授業概要】

ThereisastrongfOcusondevelopinghighfrequency

vocabularythroughtheuseofvocabularynotebooks．

【授業計画】

ＳprlngSemester

Ｗｅｅｋｌ:Introductions/classroomEnglish

Week2:Greetings/talkingaboutyourself

Ｗｅｅｋ３:ShortPresentationl

(introduceaclassmatetothegroup）

Ｗｅｅｋ４:Diiferentcountries(usingtheverbBE）

Ｗｅｅｋ５:MakingQuestions

Ｗｅｅｋ６:CountriesQuiz

Ｗｅｅｋ７:Buying/orderingFood

Ｗｅｅｋ８:Ｔｏｗｎlife

Ｗｅｅｋ９:Asking/GivingDirections

ＷｅｅｋｌＯ:Shortpresentation2(ｍｙｈｏｍｅｔｏｗｎ）

Ｗｅｅｋｌｌ:Ｆａｍｉｌｙlife(commonverbs）

Ｗｅｅｋｌ２:Likes/Dislikes

Ｗｅｅｋｌ３:Ｔｉｍｅ

Ｗｅｅｋｌ４:Dailyroutines(adverbsoffrequency）

Ｗｅｅｋｌ５:Reviewofsemester

Ｔest

【授業概要】

Eachweekstudentswillparticipatｅｉｎａｖａｒｉｅｔｙｏｆ

classroomlearningexperiences． Thiswillincludethe

coursetext・ａｓｗｅｌｌａｓａｎｕｍｂｅｒｏｆｔｅａｃｈｅｒｄｅｖｅｌｏped

activitiesdesignedtopromoteactiveparticipationand

developselfconfidenceinusingEnglish

【授業計画】

ＳprlngSemester

Ｗｅｅｋｌ:Introductions/classroomEnglish

Week2:Greetings/talkingaboutyourself

Ｗｅｅｋ３:ShortPresentationl

(introduceaclassmatetothegroup）

Ｗｅｅｋ４:DiHerentcountries(usingtheverbBE）

Ｗｅｅｋ５:MakingQuestions

Ｗｅｅｋ６:Ｑｕｉｚ

Ｗｅｅｋ７:Buying/orderingFood

Ｗｅｅｋ８:Ｔｏｗｎlife

Ｗｅｅｋ９:Asking/GivingDirections

ＷｅｅｋｌＯ:Shortpresentation2(ｍｙｈｏｍｅｔｏｗｎ）

Ｗｅｅｋｌｌ:Ｆａｍｉｌｙlife(commonverbs）

Ｗｅｅｋｌ２:Likes/Dislikes

Ｗｅｅｋｌ３:Ｔｉｍｅ

Ｗｅｅｋｌ４:Dailyroutines(adverbsoffrequency）

Ｗｅｅｋｌ５:Reviewofsemester

Ｔest



－５２－

区 分

授業科目

(英訳）

担当教員

教養科目群一外国語科目（英語基礎）

英語Ⅱ（クラス別）

(EnglishⅡ）

真野剛

【授業概要】

１Ｗ熟艇に合
i柵能ﾉ｣の行

I川に提,Jそする。
標に爽川的な炎

小テストの爽施、採迦提H１

については、脆初の授業時
卜 を 使 川 し ． 次 の ４ 点 を Ｉ Ｉ

な英文法の知織の復籾
な‘柵鍵力や表現力の育成
な縦解ﾉJ，作文能力の晋得
なリスニング能力の青成
論ったテキストを使剛し、
うと共にlUl本試験を実施す』；共にlUj本試験を実施する。

授業の内詳
せ た テ キ ス

をI刈る。
ｌ堆本的
２堆本的
３蛙本的
４蝶本的
記の側橡に
と‘を随時行

の問擁に

を随Mキ行

わ
成
ｋ
な

単 位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 ⑳選択必修･選択
【授業の目的】

国際化社会に必要な英語コミュニケーション能力の土台

を作ることを目的とする。中学、高校で学んできた知識を

復習しながら基礎学力の強化を図る。

【成績評価の方法】

出席状況や受講態度、授業への取り組み、課題や小テス

トなどを合わせて総合的に判断する。

【教科書】

佐藤哲三他，「FirstPrimer｣，南雲堂。

【参考書】

英和・和英辞書（電子可)。総合英語Forest（桐原書店)。

【メッセージ】

l）必ず辞書を持参することｏ２）予習・復習を行うこと。

3）授業中の居眠り、飲食、携帯の使用（辞書機能含む）

などは厳禁。上記は全て減点対象とする。また、単位取得

には2/3以上の出席を最低条件とする。大学生にふさわし

い態度で受講することを期待する。

【授業計画】

第１回Introduction

第２回Unitl3

第３回Ｕｎｉｔｌ４

第４回Unitl5

第５回Unitl6

第６回OtherActivity

第７回Ｕｎｉｔｌ７

第８回Ｕｎｉｔｌ８

第９回Unitl9

第１０回OtherActivit

第１１回Unit２０

第１２回Unit２１

第１３回Unit２２

第14回Unit２３

第１５回まとめ

ｙ

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

教養科目群一外国語科目（英語基礎）

英語Ⅱ（クラス別）

(EnglishⅡ）

横田由理

【授業概要】

前期に使用したテキストを継続して使用し、引き続き、次の４点
を目標に実用的な英語能力の育成を図る。

ｌ恭本的な英文法の知識の復習
２選本的な鵬蕊力や表現力の育成
３基本的な読解力、作文能力の習得
４ リ ス ニ ン グ 能 力 の 育 成

小テストの実施、課題提出などを随時行うと共に期末試験を実施す
る 。

単 位数 ｌ単 位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 CZ陽選択必修選択
【授業の目的】

前期に引き続き、国際化社会に必要な英語コミュニケー

シヨン能力の土台を作ることを目的とする。中学、高校で

学んできた知識を復習しながら基礎学力の強化を図るｏ

【成績評価の方法】

出席状況や授業への取り組み、課題や小テスト、学期末

の試験などを合わせて総合的に判断する。

【教科書】

ＥｎｇｌｉｓｈＣｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎＷｏｒｋｂｏｏｋ（２
ＭＡＣＭＩＬＬＡＮ

､。

Edition）

【参考書】

随時、授業中に紹介する。

【メッセージ】

前期で英語を日常的に学ぶ習慣のできた人はそれを継続

させてさらなる英語力の育成に励んでください。英語を自

学自習する習慣がつかなかった人はその原因を究明して今

学期は少しでも英語の学習時間が増えるよう工夫してみま

しよう○

【授業計画】

第１回Introduction（授業内容・授業計画の説明など）
第２回UnitllJob-Hunting

助動詞ｃａｎ／ｂｅａｂｌｅｔｏ

第３回Unitl2WritingaLetter
to不定詞

第４回Unitl3GivingAdvice
助動詞should/must/hadbetter/might(may）

第５回復習①（Unitll～Unitl3）
第６回Unitl41nvitation

助動詞would

第７回Ｕｎｉｔｌ５Ｎｏｔｉｃｅ

使役

第８回Unitl6MyHistory
完了形

第９回復習②（Unitl4～Unitl6）

第10回Unitl71ntroducingJapaneseCulture
関係代名詞

第１１回Ｕｎｉｔｌ８１ｆｌｗｅｒｅ…

仮定法

第１２回Unitl9ExpressingYourOpinion
節・間接疑問文

第13回Unit20Directions

接続詞／transitionaladverb

第14回復習③（Unitl7～Unit20）
第15回まとめ



区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 英語Ⅱ（G）

(英訳） (EnglishⅡ（Ｇ)）

担当教員 増山栄一エリック

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次 後期

必選別 α:1i勇選択必修･選択
【授業の目的】

精読する作業は必要に応じて続けるが、読んでわかる文はそのまま

読み進め、英文を読む分最を増やして多読に移る。英文も語蕊レベル

など問いものを与える。そして語句の意味を文脈から推測する方法や

行間を読む技術などの英文理解の技術を練習し、paragraphの分析で
は時IIIl・空間の順序、原因・結果の構成など典型的な例に接して、棚：

き手の股間に通じ批判的に把握する力を養う。

【成績評価の方法】

出席（10％）クラス参加（20％）
小テスト・課題提出（20％）クラス発表（１０％）
中間試験（20％）期末試験（20％）
以上totallOO％から評価して成績を出す。

【教科書】

AdIﾉe"”ｃｓｉ〃Ｒｃａｄｊ"９（Beginning）byHenryBillings，
MelissaBillings,＆ChristyNewman,McGrawHillHigher
Education

【参考書】

加えて適宜プリント教材を用いる。

【メッセージ】

以下の計画にそって前期の授業を行う予定でいるが、あ

くまでも予定であるので変更がある際には、口頭でその変
更を説明するので、聞き逃さないようにすること。

区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 英語Ⅱ（H）

(英訳） (EnglishⅡ（Ｈ)）

担当教員 増山栄一エリック

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次 後期

必選別 QZi易選択必修･選択
【授業の目的】
梢読する作業は必要に応じて続けるが、読んでわかる文はそのまま

読み進め、英文を読む分量を増やして多読に移る。英文も語禦レベル

など商いものを与える。そして語句の意味を文脈から推測する方法や

行'111を読む技術などの英文理解の技術を練習し、paragraphの分析で

は時INI・空IIIlの順序、原因・結果の構成など典型的な例に接して、１１ド

き手の展開に辿じ批判的に把握する力を養う。

【成績評価の方法】

出席（１０％）クラス参加（20％）
小テスト・課題提出（20％）クラス発表（１０％）
中間試験（20％）期末試験（20％）
以上totallOO％から評価して成績を出す。

.【教科書】

Ｌｊ”１９Ｇｍ"”αγbyAtsukoYamamoto,NaokoOsuka．

ChikakoMano・KyokoOkamoto,＆BenedictRowlett

【参考書】

加えて適宜プリント教材を用いる。

【メッセージ】

以下の計画にそって前期の授業を行う予定でいるが、あ

くまでも予定であるので変更がある際には、口頭でその変

更を説明するので、聞き逃さないようにすること ○

【授業概要】
クラス毎に指定された教科書と適宜補助教材により、１年、の大

学生にふさわしい英文に接して英語力を伸ばしていく、さらに語葉

をふやし、長めの文、複雑な構文も主語を確認し、述部が少し後に

出てきてもそれに気づいて理解できるようにする。中間試験と期末

試験に加えて、様々な小テストを毎回行うので、開講時に配布する

シラバスに記されているスケジュールをしっかり把握しておくこと。

【授業計画】

第１回Introduction

第２回Chapter7BikingDownaVolcano（準備）

第３回Chapter7:BikingDownaVolcano（本文）

第４回Chapter8:ＴｈｅＦｌｏｏｄ（準備）

第５回Chapter8:ＴｈｅＦｌｏｏｄ（本文）
第６回Chapter9:FirstDayofSchool（準備）

第７回Chapter9:FirstDayofSchool（本文）
第８回第１回まとめ

第９回ChapterlO:Grandmother・ｓＢｅａｒＰａｗＳｏｕｐ
（準備）

第１０回ChapterlO:Grandmother､ｓＢｅａｒＰａｗＳｏｕｐ
（本文）

第１１回Chapterll:GolfinginaStorm（準備）

第１２回Chapterll:GolfinginaStorm（本文）

第13回Chapterl2:LostonaMountain（準備）

第１４回Chapterl2:LostonaMountain（本文）
第15回第２回まとめ

【授業概要】

クラス毎に指定された教科書と適宜補助教材により、１年目の大学

生にふさわしい英文に接して英語力を伸ばしていく。さらに語蕊を

ふやし、長めの文、複雑な構文も主語を確認し、述部が少し後に出

てきてもそれに気づいて理解できるようにする。中間試験と期末試

験に加えて、様々な小テストを毎回行うので、開識時に配布するシ

ラパスに記されているスケジュールをしっかり把握しておくこと。

【授業計画】

第１回Introduction

第２回Unit7:ＬｉｆｅHistory（準備）

第３回Unit7:ＬｉｆｅHistory（本文）
第４回Unit8:Leisure（準備）

第５回Unit8:Leisure（本文）

第６回Unit9:CollegeＬｉｆｅ（準備）

第７回Unit9:CollegeＬｉｆｅ（本文）
第８回第１回まとめ

第９回ChapterlO:OnVacation（準備）

第１０回ChapterlO:OnVacation（本文）

第１１回Chapterll:OutandAbout（準備）

第１２回Chapterll:OutandAbout（本文）

第13回Chapterl2:Ｒｕles（準備）

第14回Chapterl2:Ｒｕｌｅｓ（本文）
第１５回第２回まとめ

－５３－



区分 教養科目群一外国語科目（英語基礎）

授業科目 英話Ⅱ（#3）
(英訳） (EnglishⅡ（Class３)）

担当教員 Higginbothamヒギンボサム

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次後 期

必 選別 α５，，選択必修･選択
【授業の目的】

Theobjectiveofthiscourseistointroducel
Ｓｔ

year

beginnerstudentstothelanguagebasicskillsofreading，
writing,speakingandlistening．

【成績評価の方法】

Attendance:１５％Ｈｏｍｅwork:２０％

Participation:１５％Classtests:２０％

Endofsemestertest:３０％

【教科書】

Coursetext：CuttingEdgeSjαγ”rbyCunningham＆
Redston(studentsbook）

【参考書】

【メッセージ】

Attendanceisessential・Activeparticipationisessential．

Assignmentsareessential．

区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 英話Ⅱ（#4）
(英訳） (EnglishⅡ（Class４)）

担当教員 Mooreモア

単 位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次前期

必 選別 α:､彦選択必修選択
【授業の目的】

Themainobjectiveofthiscourseisｔｏｐｒｏｖｉｄｅｌｓｔｙｅａｒ

ｂｅｇｉｎｎｅｒｓｔｕｄｅｎtswithanintegratedapproachto

learningthefburcommunicationskillsofreading,writing，

listeningandspeaking．

【成績評価の方法】

Attendance:１５％Ｈｏｍｅwork:１５％

Participation:１５％ShortPresentations:２０％

Quiz:１０％Endofsemestertest:２５％

【教科書】

Coursetext：CuttingEdgeSrαγ舵γbyCunningham＆

Redstone(student.ｓbook）

【参考書】

【メッセージ】

Ｃｏｎｓｉｓｔｅｎｔａｔｔｅｎｄａｎｃｅ，ａｃｔｉｖｅｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ，and

completionofhomeworkassignmentsareallessentialto

passthiscourse．

－５４

【授業概要】

Thereisastrongfbcusondevelopinghighfrequency

vocabularythroughtheuseofvocabularynotebooks．

【授業計画】

FallSemester

Ｗｅｅｋｌ:Welcomeback/Reviewofdailyroutines
Ｗｅｅｋ２:Ｔｉｍｅ（２）

Ｗｅｅｋ３:People（can/can't）

Ｗｅｅｋ４:Wh-questions（makingquestions2）

Ｗｅｅｋ５:Ｂｉｇｎｕｍｂｅｒｓ（miniquiz）
Ｗｅｅｋ６:Ｎｏｗａｎｄｔｈｅｎ

(usingthepastsimplewithregularverbs）

Ｗｅｅｋ７:Comparisons（usingadjectives）

Ｗｅｅｋ８:Creativepeople

Ｗｅｅｋ９:Shortpresentation3（ｍｙｈｅｒｏ…..）

WeeklO:Goingaway(pastsimplewithirregularverbs）
Ｗｅｅｋｌｌ:Buyingatrain／busticket

Ｗｅｅｋｌ２:Shopping（comparingproducts）

Ｗｅｅｋｌ３:Shopping（usingthefuture）

Ｗｅｅｋｌ４:ＱｕｉｚＳｈｏｗ

Ｗｅｅｋｌ５:Reviewｏｆ ｙｅａｒ

Ｔest

【授業概要】

Eachweekstudentswillparticipateinavarietyof

classroomlearningexperiences・Thiswillincludethe

coursetext,ａｓｗｅｌｌａｓａｎｕｍｂｅｒｏｆｔｅａｃｈｅｒｄｅｖｅｌｏped

activitiesdesignedtopromoteactiveparticipationand

developselfconfidenceinusingEnglish．

【授業計画】

FallSemester

Ｗｅｅｋｌ:Welcomeback/Reviewofdailyroutines

Ｗｅｅｋ２:Ｔｉｍｅ（２）

Week3:People（can/can‘t）

Ｗｅｅｋ４:Wh-questions（makingquestions2）

Ｗｅｅｋ５:Shortpresentation3-（TBA）

Ｗｅｅｋ６:BignumbersandQuiz

Ｗｅｅｋ７:Ｎｏｗａｎｄｔｈｅｎ

(usingthepastsimplewithregularverbs）

Ｗｅｅｋ８:Comparisons（usingadjectives）

Ｗｅｅｋ９:Creativepeople

ＷｅｅｋｌＯ:Shortpresentation4‐（ｍｙｈｅｒｏ…..）

Ｗｅｅｋｌｌ:Goingａｗａｙ(pastsimplewithirregularverbs）

Ｗｅｅｋｌ２:Buyingatrain／busticket

Ｗｅｅｋｌ３:Shopping（comparingproducts）

Ｗｅｅｋｌ４:Shopping（usingthefUture）
Ｗｅｅｋｌ５:Reviewｏｆ ｙｅａｒ

Ｔest



－５５－

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

教養科目群一外国語科目（英語基礎）

英語Ⅲ（クラス別）

(EnglishⅢ）

横田由理

【授業概要】

については、各敬いが雌初の授業時間に提,J鳶する。
したテキストや教材を仙川し、次の４点をⅡ標に火ﾉﾘｊ

W(l'iI分野の共編炎現の導入
の英諦教材･の学刊邸ｆ

る。

判とfIIi強
ざらなる行成と
のjWdiとＷ[''01分
ざらなる行成
ストを使川し、

容
噛
〃
法
〃
カ
ニ
にこ遇んだテキストを使川し、′1,テストの'疋施、‘裸題拠lll
jうと共にｌＵＬｋ‘武験を爽施する．↑

の内
を考
諦能
英文
調趣
i洗解
リス

１１械
随時

授柴
専門
な災
１

２

３

４

と‘を
どを

的
な
な

単位数 ｌ単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 α５１易選択必修･選択
【授業の目的】

英語Ｉ．Ⅱで習得した知識を活かし、実用的な英語能力

のさらなる育成を図ると共に、専門分野をはじめ、社会と

時代の要請に対応できる幅広い英語能力の育成を目指す。

【成績評価の方法】

出席状況や授業への取り組み、課題や小テスト、学期末
の試験などを合わせて総合的に判断する。

【教科書】

Power-UpEnglish＜Basic＞南雲堂

【参考書】

プリント教材

【メッセージ】

２年目の英語は専門を考慮した目的別の授業となるた

め、各自自分の目標を定めて英語学習に積極的に取り組ん
でいきましょう ○

【授業計画】

第１回Introduction（授業内容・授業計画の説明など）

第２回UnitlPersonalCorrespondence（１）

第３回Unit2PersonalCorrespondence（２）
第４回Unit3Biography（１）

第５回Unit4Biography（２）
第６回復習①（Unitl～Unit4）

第７回Unit5Events＄Festivals

第８回Unit6Directions＆Locations（１）

第９回Unit7Directions＆Locations（２）

第１０回Unit8Directions＆Locations(3)

第１１回（３）復習②（Unit5～Unit8）

第１２回Unit90ccupations（１）

第13回UnitlOOccupations（２）
第１４回復習③（Unit9～UnitlO）
第15回まとめ

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

教養科目群一外国語科目

英語Ⅲ－Ｓ（クラス別）

(EnglishⅢ－Ｓ）

真野剛

【授業概要】

ｲ受粟の1勺拝について（.ｋ，行敬いが雌初のｲ受業1時I川に提,』kする,、卯
門を碁噸したテキストや牡材を1哩川し、『大の‘１点を１１樺に‘蛭川的な
英緬能〃のｆ『戒をI･XIるｨ’

１英文法の姉1J曲の似桝と袖強

２０鍋f錠ノJや火皿ﾉJの行成とWlIoj分Mffの埜綱炎現の導入

３統解ﾉＪ、作文能ノJの刷如と岬Iooj分!ljfの災‘蛎絃材･の・､渉判
4リメニング能〃の碁らなるffI典

なと．を１１無にj魁んだプーキストを1処ﾉ１１し、′1,テストの‘疋施、，深麺捉1１１
なと'を随時行うと比にjUlﾉに‘吠験を火施する‘-、

単位数 ｌ単位 配当年期 ２年次 前期

必選別 α５m，選択必修･選択
【授業の目的】

英語Ｉ．Ⅱで習得した知識を活かし、実用的な英語能力

のさらなる育成を図ると共に、専門分野をはじめ、社会と

時代の要請に対応できる幅広い英語能力の育成を目指す。

【成績評価の方法】

出席状況や受講態度、授業への取り組み、課題や小テス

卜、学期末の試験などを合わせて総合的に判断する。

【教科書】

松尾秀樹，「総合英語：クロス・ストームズ」．三修社

【参考書】

英和・和英辞書(電子可)｡その他は最初の授業で指示する。

【メッセージ】

l）必ず辞書を持参すること。２）予習・復習を行うこと。

3）授業中の居眠り、飲食、携帯の使用（辞書機能含む）

などは厳禁。上記は全て減点対象とする。また、単位取得

には2/3以上の出席を最低条件とする。大学生にふさわし

い態度で受講することを期待する。

【授業計画】

第１回Introduction、UnitlLifeSavingWeed①
第２回UnitlLifeSavingWeed②、TOEIC対策

第３回Unit2MeltingTrendContinuesi、Arctic①、
TOEIC対策

第４回Unit2MeltingTrendContinuesi、Arctic②、
TOEIC対策

第５回Unit3SpaceShuttleChallenger①、
TOEIC対策

第６回Unit3SpaceShuttleChallenger②、
TOEIC対策

第７回Unit4HonestyWins①、TOEIC対策
第８回Unit4HonestyWins②、TOEIC対策

第９回Unit5SellingKidneys①、TOEIC対策

第１０回Unit5SellingKidneys②、TOEIC対策

第１１回Unit6EngineersaslntelligentRobots①、
TOEIC対策

第１２回Unit6EngineersaslntelligentRobots②、
TOEIC対策

第13回Unit7Winny①、TOEIC対策

第１４回Unit7Winny②、TOEIC対策
第15回Review



区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 英語Ⅲ（クラス別）
(英訳） (EnglishⅢ）

担当教員 真野剛

単位数 ｌ単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 α1,陽選択必修･選択
【授業の目的】

英語Ｉ．Ⅱで習得した知識を活かし、実用的な英語能力

のさらなる育成を図ると共に、専門分野をはじめ、社会と

時代の要請に対応できる幅広い英語能力の育成を目指す。

【成績評価の方法】

出席状況や受講態度、授業への取り組み、課題や小テス

卜、学期末の試験などを合わせて総合的に判断する。

【教科書】

JACETリスニング研究会,「Power-UpEnglish〈Basic>｣，
南雲堂

【参考書】

英和．和英辞書（電子可)。総合英語Forest（桐原書店)。

【メッセージ】

l）必ず辞書を持参すること。２）予習・復習を行うこと。

3）授業中の居眠り、飲食、携帯の使用（辞書機能含む）

などは厳禁。上記は全て減点対象とする。また、単位取得

には2/3以上の出席を最低条件とする。大学生にふさわし

い態度で受講することを期待する。

区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 英語Ⅲ

(英訳） (EnglishⅢ）

担当教員 Higginbothamヒギンボサム

単位数 ｌ単位 配当年期 ２ 年 次 前期

必選別 α;1i諺選択必修･選択
【授業の目的】

Theobjectiveofthiscourseistoassiststudentsto

developtheirskillsi､；reading,writing,speakingand
listeningtoEnglish，Studentswillleamhowtouse

Englishinsituationsthatonefacesineverydaylife

Throughtheuseofvideos,ＣＤ，sandauthenticmaterials

studentsｗｉｌｌｂｅｅｘｐｏｓｅｄｔｏｔｈｅｔargetlanguage,thiswill

providethemwithadequatemodelstoproducethetarget

languagefbrthemselves．

【成績評価の方法】

Attendance:１５％Ｈｏｍｅwork:２０％

Participation:１５％Classtests:２０％

Endofsemestertest:３０％

【教科書】

Coursetext:CuttingEdgeElementarybyCunningham

andMoor（Longman）

【参考書】

【メッセージ】

【授業概要】

ｲ受乗のIJLJ拝につい･ては、各数風が蝿初のｲ受乗1時伽に艇,J急する,、専
１００１を姪唾したテキストや数材を使叩し、珠の4.0.0Aをｌｌｆ無に延剛的な
炎‘柵能ﾉJの行成をI到る,、

１英文法の知』蚊の復習と補強

Ｚ州侭ﾉJや炎現力のｆｒ唯と専門分野の英i蛎炎現のj厚人
３‘礎解ﾉJ、作文:能力の噸強と専1111分111fの尖細敬材･の.､捗判
‘１リスニング能ﾉJのざらなる青I典

などを１１慨に麺んだテキストを使剛し、′j,テストの爽施、郷岨提仙
などを随時汀うと共にIUl末試験を実施する,，

【授業計画】

第１回Introduction，

UnitlPersonalCorrespondencel①

第２回UnitlPersonalCorrespondencel②、TOEIC対
策

第３回Unit2PersonalCorrespondence2①、TOEIC対
策

第４回Unit2PersonalCorrespondence2②、TOEIC対
策

第５回Unit3Biographyl①、TOEIC対策

第６回Unit3Biographyl②、TOEIC対策

第７回Unit4Biograph2①、TOEIC対策
第８回Unit4Biograph2②、TOEIC対策
第９回Unit5Events＆Festivals①、TOEIC対策

第10回Unit5Events＆Festivals②、TOEIC対策

第１１回Unit6Directions＆Locationsl①、TOEIC対策

第１２回Unit6Directions＆Locationsl②、TOEIC対策

第13回Unit7Directions＆Locations2①、TOEIC対策

第14回Unit7Directions＆Locations2②、TOEIC対策

第15回Review

【授業概要】

Thereisastrongfbcusondevelopinghighfrequency

vocabularythroughtheuseofvocabularynotebooks．

【授業計画】

SpringSemester

Ｗｅｅｋｌ:Introductions/classroomEnglish

Ｗｅｅｋ２:Greetings/talkingaboutyourself(usingthe
verbBE）

Ｗｅｅｋ３:ShortPresentationl（Ｍｅ,ｍｅ,ｍｅ）

Ｗｅｅｋ４:Jobs（usingarticles）
Ｗｅｅｋ５:YouandYours（This‘that・these,those）

Ｗｅｅｋ６:Ｆａｍｉｌｙ（possessives）

Ｗｅｅｋ７:EverydayLife（usingcommonverbs）
Ｗｅｅｋ８:Ｔｉｍｅ

Ｗｅｅｋ８:LovesandHates

Ｗｅｅｋ９:ShortPresentation2（Iloveto….）

ＷｅｅｋｌＯ:Writingemails

Ｗｅｅｋｌ２:GettingfiFomAtoB

Weekl3:Eatinganddrinking

Ｗｅｅｋｌ４:Orderingfbodinarestaurant/Ｃａｆｅ

Ｗｅｅｋｌ５:Semesterreview

Ｔest

－５６－



区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 英語Ⅲ（B）

(英訳） (EnglishⅢ（B)）

担当教員 増山栄一エリック

単位数 ｌ単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 α:W易選択必修･選択
【授業の目的】
精読する作業は必要に応じて続けるが、読んでわかる文はそのまま

読み進め、英文を読む分量を増やして多読に移る。英文も語葉レベル

など高いものを与える。そして語句の意味を文脈から推測する方法や

行間を読む技術などの英文理解の技術を練習し、paragraphの分析で

は時間・空間の順序、原因・結果の櫛成など典型的な例に接して、智

き手の展開に通じ批判的に把握する力を挺う。

【成績評価の方法】

出席（１０%）クラス参加（20％）

小テスト・課題提出（20％）クラス発表（１０％）

中間試験（20％）期末試験（20％）

以上totallOO％から評価して成績を出す。

【教科書】

R2adi"ｇＡｄ”"rａｇ２（Levelｌ）byCaseyMalarcher，

HEINLECengageLeaming

【参考書】

加えて適宜プリント教材を用いる。

【メッセージ】

以下の計画にそって前期の授業を行う予定でいるが、あ

くまでも予定であるので変更がある際には、口頭でその変

更を説明するので、聞き逃さないようにすること。

区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 英語Ⅳ－Ｓ（クラス別）

(英訳） (EnglishⅣ一Ｓ）

担当教員 真野剛

単位数 ｌ単位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 α:mら選択必修･選択
【授業の目的】

英語Ｉ．Ⅱ.Ⅲで習得した知識を活かし、実用的な英語

能力のさらなる育成を図ると共に、異文化間の相互理解を

深め、社会と時代の要請に対応できる幅広い英語能力の育

成を目指す。

【成績評価の方法】

出席状況や受講態度、授業への取り組み、課題や小テス

ﾄ、学期末の試験などを合わせて総合的に判断する。

【教科書】

松尾秀樹，「総合英語：クロス・ストームズ」，三修社

【参考書】

英和・和英辞書(電子可)｡その他は最初の授業で指示する。

【メッセージ】

l）必ず辞書を持参すること。２）予習・復習を行うこと。

3）授業中の居眠り、飲食、携帯の使用（辞書機能含む）

などは厳禁。上記は全て減点対象とする。また、単位取得

には2/3以上の出席を最低条件とする。大学生にふさわし

い態度で受講することを期待する。

【授業概要】

クラス毎に指定された教科書と適宜補助教材により、２年目の大
学生にふさわしい英文に接して英語力を伸ばしていく。ざらに語蕊
をふやし、災めの文、複雑な構文も主語を確秘し、述部が少し後に
出てきてもそれに気づいて理解できるようにする。中間試験と期末
試験に加えて、様々な小テストを毎回行うので、開識時に配布する
シラバスに組されているスケジュールをしっかり把握しておくこと。

【授業計画】

第１回Introduction

第２回Lions（準備）

第３回Lions（本文）

第４回HarryPotter（準備）

第５回HarryPotter（本文）

第６回BubbleGum（準備）

第７回BubbleGum（本文）

第８回第１回まとめ

第９回TheLeaningTower（準備）

第１０回TheLeaningTower（本文）
第１１回valentine，ｓＤａｙ（準備）

第１２回valentine'ｓＤａｙ（本文）

第13回TheTajMahal（準備）

第14回TheTajMahal（本文）

第15回第２回まとめ

【授業概要】
Ｉ受難のI勺容については、行数ｕが峨初の＃受難1時i川に提,Jﾐｰする、
Ii;jlUjにf処川したＷ【Inalを琴唾したテキストや絃材をリＩき続き使剛

し、次の‘8.BPAを１１標に爽剛的な
１英文松の灯脳峨の裡判と綱

典‘柵能ノJのｆｒ戒をl刈る,、

対Ｉ

ＺｌＩハ錠ノjや夫現ﾉJのｆｒ戒と専１００１分野の典01ハ火現のj算入
３‘礎角ＷＪ、作文能ﾉJの噸鋤Ｉと岬IOOI分野の炎01ハ絃材の'捗判
イ リ ス ニ ン グ 能 ﾉ J の ぎ ら な る 行 成

テキスト・‐プリント絃材をf坐剛した授梁を姪I剤し、′l､テストの爽施、

恕皿促川なと・を随11聯行うと-共にjUj水｡汰嘩を診疋ﾙ血する‘，

【授業計画】

第１回Introduction，Unit8Con6nedSpaceMedicine

①

第２回Unit8ConfinedSpaceMedicine②、TOEIC対
策

第３回Unit9TheFamilyBridge①、TOEIC対策
第４回Unit9TheFamilyBridge②、TOEIC対策
第５回UnitlODeadlyProgress①、TOEIC対策
第６回UnitlODeadlyProgress②、TOEIC対策
第７回ＵｎｉｔllHowMuchMoneylsYourLifeWorth？

①、TOEIC対策

第８回ＵｎｉｔllHowMuchMoneylsYourLifeWorth？
②、TOEIC対策

第９回Unitl2AdvancingScience①、TOEIC対策
第１０回Unitl2AdvancingScience②、TOEIC対策
第１１回Unitl3TheSpecialNeedsofTechnicalWriters

①、TOEIC対策

第１２回Unitl3TheSpecialNeedsofTechnicalWriters
②、TOEIC対策

第13回Unitl4GeneTherapyOiYersHelp①、TOEIC
対策

第14回Unitl4GeneTherapyOifersHelp②、TOEIC
対策

第15回Review

－５７－
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区分

授業科目
(英訳）

担当教員

教養科目群一外国語科目

英語Ⅳ（クラス別）

(EnglishⅣ）

真野剛

し

【授業概要】

ｲ受業の1人I存については、得敏いが艇初のｳ受梁時I川にｲ雌,旗する『、
1町lUjに他川した卯1101を姪噸したテキストや教材･をリｌさ統さｆ虹川
、ｉ大の4.0匁を１１+無に‘疋剛的な共編能力の市ｊ庇をI刈る八
１英文状の知&蚊の復判と袖強

２細哉ﾉJや炎現ﾉJの介成と卯１０‘j分野の美納表現の導入
３‘挽解ノJ、作文雌ﾉJの』村弛1と専門分野の尖緬牧材の挙判
４リスニング雌ﾉJのぎらなる行成

テキスト・プリント軟材をf処ﾉ1Ｉしたｲ受業を峡I刑し、′j,テストの火施、
採皿提１１$なと'を随時汀うと共に叫末拭験を火施する,、

単位数 ｌ単位 配当年期 ２ 年 次後期

必 選別 α１，陽選択必修・選択
【授業の目的】

英語Ｉ．Ⅱ．Ⅲで習得した知識を活かし、実用的な英語

能力のさらなる育成を図ると共に、異文化間の相互理解を

深め、社会と時代の要請に対応できる幅広い英語能力の育
成を目指す。

【成績評価の方法】

出席状況や受講態度、授業への取り組み、課題や小テス

ト、学期末の試験などを合わせて総合的に判断する。

【教科書】

JACETリスニング研究会,『Power-UpEnglish＜Basic>j，
南雲堂

【参考書】

英和・和英辞書（電子可)。総合英語Forest（桐原書店)。

【メッセージ】

'）必ず辞書を持参すること。２）予習．復習を行うこと。

3）授業中の居眠り、飲食、携帯の使用（辞書機能含む）
などは厳禁。上記は全て減点対象とする。また、単位取得
には2/3以上の出席を最低条件とする。大学生にふさわし

い態度で受講することを期待する。

【授業計画】

第１回Introduction、Unitlllnstructions①
第２回Unitlllnstructions②、TOEIC対策

第３回Unitl2Health＆PhysicalCondition①、
TOEIC対策

第４回Unitl2Health＆PhysicalCondition②、
TOEIC対策

第５回Unitl3ServiceRequests①、TOEIC対策
第６回Unitl3ServiceRequests②、TOEIC対策
第７回Unitl4SpecialOrders①、TOEIC対策
第８回Unitl4SpecialOrders②、TOEIC対策

第９回Unitl5Money①、TOEIC対策

第１０回Unitl5Money②、TOEIC対策
第１１回Unitl6PublicSigns①、TOEIC対策

第１２回Unitl6PublicSigns②、TOEIC対策

第13回Unitl7Sports①、TOEIC対策
第１４回Unitl7Sports②、TOEIC対策
第15回まとめ

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

教養科目群一外国語科目（英語基礎）

英語Ⅳ（クラス別）

(EnglishⅣ）

横田由理

【授菜概要】

イ受業の1人I群につい-ては、行数風が妓初の媛裳峠I川に提,』苫する『、
１脚畑に他ｊＩｉした岬I6Ojを鑑感したテキストや敏材をリＩさ織さ他剛

し、次のべ.‘熟を１１ｲ無に爽川的な英諦能ノJのｆｒ成をl､刈る‘，
１英文法の知&醜の裡桝と袖強
２
３
４

0柵錠ﾉJや夫現力のざらなるｆｆ成と岬１０‘l分野の尖i州衣現の導入
0洗解ノノ、作文能ノJの刷強と専I‘０１分野の炎‘蛎牧材の'･捗判
リスニング能ﾉ｣のざらなる行成

テキスト・プリント数材.をf唖咽した授業を腿閲し、′j､テストの火施、
‘1果皿1雌川なと・を剛吋行うと共に期末i拭験を突施する『，

単位数 ｌ単位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 Qz､1易選択必修・選択
【授栗の目的】

英語Ｉ．Ⅱ．Ⅲで習得した知識を活かし、実用的な英語
能力のさらなる育成を図ると共に、異文化間の相互理解を
深め、社会と時代の要請に対応できる幅広い英語能力の育
成を目指す。

【成績評価の方法】

出席状況や授業への取り組み、課題や小テスト、学期末
の試験などを合わせて総合的に判断する。

【教科書】

Power-UpEnglish＜Basic＞南雲堂

【参考書】

プリント教材

【メッセージ】

前期に引き続き、専門を考慮した英語学習を継続させて
いくと共に、各種の資格試験に求められる幅広い一般的な

英語能力もさらに充実させていきましょう ０

【授業計画】

第１回Introduction（授業内容・授業計画の説明など）
第２回Unitlllnstructions

第３回Ｕｎｉｔｌ２Ｈｅａｌｔｈ＆PhysicalCondition
第４回Unitl3ServiceRequests
第５回復習①（Unitll～Unitl3）

第６回Unitl4SpecialOrders
第７回Unitl5Money
第８回Unitl6PublicSigns
第９回復習②（Unitl4～Unitl6）

第１０回Ｕｎｉｔｌ７Ｓｐｏｒｔｓ
第１１回Unitl8History
第１２回Unitl9Sightseeing
第13回Unit20Science

第１４回復習③（Unitl7～Unit20）
第15回まとめ



区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 英語Ⅳ

(英訳） (EnglishⅣ）

担当教員 Higginbothamヒギンボサム

単位数 ｌ 単位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 Q2:､，選択必修・選択
【授業の目的】

Ｔｈｅobjectiveofthiscourseistoassiststudentsto

developtheirskillsi､；readingwriting，speakingand
listeningtoEnglish，Studentsｗｉｌｌｌｅａｒｎｈｏｗｔｏｕｓｅ

Ｅｎｇｌｉｓｈｉｎｓｉｔｕationsthatonefacesineverydaylife
Throughtheuseofvideos,ＣＤ･sandauthenticmaterials

studentswillbeexposedtothetargetlanguage､thiswill
providethemwithadequatemodelstoproducethetarget
languagefOrthemselves．

【成績評価の方法】

Attendance:１５％Ｈｏｍｅwork:２０％

Participation:１５％Classtests:２０％
Endofsemestertest:３０％

【教科書】

Coursetext:CuttingEdgeE/””"mXybyCunningham
andMoor（Longman）

【参考書】

【メッセージ】

Attendanceisessential・Activeparticipationisessential．
Assignmentsareessential．

区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 英語Ⅳ（B）
(英訳） (EnglishⅣ（B)）

担当教員 増山栄一エリック

単位数 ｌ単位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 αＩ､陽選択必修・選択
【授業の目的】

輔読する作業は必要に応じて続けるが、読んでわかる文はそのまま

読み進め、英文を読む分溌を増やして多読に移る。英文も語鐘レベル
など商いものを与える。そして語句の意味を文脈から推測する方法や

行間を読む技術などの英文理解の技術を練判し、paragraphの分析で
は時間・空間の順序、原因・結果の構成など典剛的な例に接して、書
き手の展開に通じ批判的に把握する力を養う凧

【成綱評価の方法】

出席（１０％）クラス参加（20％）
小テスト・課題提出（20％）クラス発表（１０％）
中間試験（20％）期末試験（20％）
以上totallOO％から評価して成績を出す。

【教科書】

Ｒｅａｄ/"ｇＡｄｚﾉα"、9，（Levelｌ）byCaseyMalarcher，
HEINLECengageLearning．

【参考書】

加えて適宜プリント教材を用いる。

【メッセージ】

以下の計画にそって前期の授業を行う予定でいるが、あ

くまでも予定であるので変更がある際には、口頭でその変
更を説明するので、聞き逃さないようにすること。

【授業概要】

Thereisastrongfbcusondevelopinghighfrequency

vocabularythroughtheuseofvocabularynotebooks．

【授業計画】

FallSemester

Ｗｅｅｋｌ:Extraordinarylives(usingthesimplepast）

Ｗｅｅｋ２:Lifestories

Ｗｅｅｋ３:ShortPresentation3(Myliiestory…ｗｉｔｈ

pictures）

Ｗｅｅｋ４:Ｆａｃｔｏｒ６ｃｔｉｏｎ(describingmovies,bookｓａｎｄ

music）

Ｗｅｅｋ５:Writingamovie/book/music/gamereview

Ｗｅｅｋ６:BuyingandSelling(comparingusingadjectives）

Ｗｅｅｋ７:Shops､shoppingandsouvenirs
Ｗｅｅｋ８:Clothes/fashion

Ｗｅｅｋ９:Describingpeople(usingthepresentcontinuous）

ＷｅｅｋｌＯ:Ｔｈｅｗｏｒｌｄａｒｏｕｎｄｕｓ(usingcanandcan．t)．

Ｗｅｅｋｌｌ:Makingquestions(Who,Where,When,Why，

What,ｈｏｗ）

Ｗｅｅｋｌ２:Ｑｕｉｚｓｈｏｗ

Ｗｅｅｋｌ３:Ａｗｅｅｋｅｎｄａｗａｙ(usingthefUture:goingｔｏ，

will….）

Ｗｅｅｋｌ４:ShortPresentation4(Nextholiday.Ｉwould

ｌｉｋｅｔｏｇｏｔｏ….）

Ｗｅｅｋｌ５:Semesterreview

Ｔest

【授業概要】

クラス毎に指定された教科i'):と適揃補助教材により、２年Ｈの火

学生にふさわしい英文に接して英語力を伸ばしていく。さらに語筑

をふやし、長めの文、複雑な榊文も椎諦を確認し、述部が少し後に

出てきてもそれに気づいて理解できるようにする。中間試験と期末

試験に加えて、様々な小テストを畑111行うので、開識時に配布する

シラバスに記されているスケジュールをしっかり把握しておくこと。

【授業計画】

第１回Introduction

第２回AWinningDream（準備）

第３回AWinningDream（本文）

第４回TheMobiusBand（準備）

第５回TheMobiusBand（本文）

第６回ALongWeekend（準備）

第７回ALongWeekend（本文）
第８回第１回まとめ

第９回MichelleYeoh（準備）

第１０回MichelleYeoh（本文）

第１１回StudyingAbroad（準備）

第１２回StudyingAbroad（本文）
第１３回TheSaltPalaceHotel（準備）

第14回TheSaltPalaceHotel（本文）
第１５回第２回まとめ

－５９－



区分 教養科目群一外国語科目（英語基礎）

授業科目

(英訳）

担当教員

単位数 ｌ単位

英語Ｖ

(EnglishＶ）

選考中

配当年期 ３ 年 次 前期

必選別 必修･選択必修極WＤ
【授業の目的】

過去２年間で習得した英語運用能力をさらに高めると共

に､時事英語や専門分野の英語表現､英語によるテキスト．

資料の読解力を集中的に育成する。

【成績評価の方法】

出席状況や授業への取り組み、課題や小テスト、学期末

の試験などを合わせて総合的に判断する。

【教科書】

最初の授業で指示する。

【参考書】

【メッセージ】

これまでの英語学習の総復習と、専門を考慮した英語学

習を継続させていくと共に、時事英語など一般的な英語の

運用能力もさらに身につけていきましょう。

【授業概要】

授業の内容については、各教員が最初の授業時間に提
示する。習熟度に合わせたテキストを使用し、「総合的な
英語知識、運用技能の総復習｣、「専門分野の英語運用能
力のさらなる育成｣、「時事英語など一般的な英語の運用
能力のさらなる育成」の３点を目標に実用的な英語能力
の育成を図る。

【授業計画】

授業計画については、最初の授業時間に提示する。

－６０－



区分 教養科目群一外国語科目（英語）

授業科目 英会話初級Ｉ

(英訳） (EnglishConversation:Beginner'ｓｌ）

担当教員 Higginbothamヒギンボサム

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 必修選択必修霞５，
【授業の目的】

Theobjectiveofthiscourseistoassistl瓢yearbeginner

studentstodevelopEnglishcommunicationskills．

Studentswillstudyandusehighfrequencyvocabulary．

【成績評価の方法】

Attendance:１５％Ｈｏｍｅwork:１５％

Participation:１５％GroupProjects:２５％

Endofsemestertest:３０％

【教科書】

Allmaterialswillbedevelopedanddistributedbythe

teacher．

Studentswillberequiredtobuy：

(a)smallnotebook

(b)A4ringbinderfile

(c)!exxicaaccesscard

【参考書】

【メッセージ】

Attendanceisessential・Activeparticipationisessential．

Assignmentsareessential．

区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 英会話初級Ｉ

(英訳） (EnglishConversationBeginnerl）

担当教員 Mooreモア

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 必修･選玩区膨選択
【授業の目的】

Theobjectiveofthiscourseistoassistriyearbeginnerstudents

developskillsandself-confidenceinusingEnglishasasecond

language・Eachweekstudentsareprovidedwithappropriatemodels

toautonomouslydevelopandproducethelanguagenecessaryto

completeataskbasedprOJect・Thecoursecombinesteacher-led
や

instruction・andgroupactivityworkshops，withassessmentbased

onbothindividualandgroupachievements,Thereisastrongfbcus

ondevelopinghighfrequencyvocabularythrougｈｔｈｅｕｓｅｏｆｏｎＩｉｎｅ

softwareinthehomeworkrequirements．

【成績評価の方法】

Attendance:１５％Ｈｏｍｅwork:１５％

Participation:１５％GroupPrOjects:25％
Presentation:３０％

【教科書】

AlImaterialswillbedevelopedanddistributedbytheteacher．

【参考書】

【メッセージ】
Ｔｏｐａｓｓｔｈｉｓｃｏｕｒｓｅ，ｓｔｕｄｅｎｔｓｍｕｓｔｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｅｃｏｎｓｉｓｔent

attendance,activeparticipationinclassandcompletionofhomework

assignments,StudentsarealsorequiredtobuyanＡ４２－ｒｉｎｇｆｉｌｅ

fblder･ａｎｄａ‐wordengineーaccessｃａｒｄ

【授業概要】

ＴＩＭ沢､ｕｒｒｉ〔Ｐｕｌｕｍｍａｋ〔ｐｓｕｓ〔、ｏｆｌｑｐａ〔､ｈｅｒｄｅｖｅｌｏｐｃｄｍａｌｃｒｉａｌｓａｎｄ

ａ《?1iviti《､s・Ｅａにｈｗｅｅｋ瓢ｕｄｅｎｌＢａｒ心Ｐｒｏｖｉｄｃｄｗｉｔｈａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅ
ｍｏｄｃｌｓｌｏａｕ１ｏｎｏｍｏｕｓｌｙｄｃｖ⑪ｌｏｐ＆ｍｄｐｒｏｄｕｃｅｔｈ《、１５ｍ贋ｕａＲｃｔｈｃｙ

ｎａ､ｄｔ⑪compleleanendofscmcslcrPrOject・TheCoursccombincs
lca〔?her-ledinstruction・andRroupprojcctactivityworksh《》ps・ｗｉｔｈ

ａ鑑ｃｓｓｍｃｎｔｂａｓｅｄｏｎｂｏｔｈｉｎｄｉｖｉｄｕａｌａｎｄ理ｒｏｕｐａぐｈｉｃｖｃｍｃｎ【ｓ、

Ｔｈｃｒｃｉｇａ部ron鰹ｆｂｃｕｓｏｎｄＱＰｖｔ､ｌｏｐｊｎ厘ｈｉｇｈｆｒｅｑｕｃｎｃｙｖｏｃａｂｕｌａｒｙ
ｔｈｒｏｕＲｈｔｈｅｕｓｅｏｆｏｎＩｉｎｅｓｏｆ【ｗａｒ〔、ｎｎｄｖｏｃａｂｕｌａｒｙｎ(》lebook蔦．

【授業計画】

SpringSemester
Ｗｅｅｋｌ：Student/Teacherlntros-Definesemester

objectives
Vocabularybuildingstrategies
(usingvocabularynotebooks）

Ｗｅｅｋ２：ExtendingConversations/Responding
Vocabularybuildingsoftware(lexxica）

Ｗｅｅｋ３：Showinglnterest/Developingquestioningskills
(i､e・・ｗｈ．＆ｈｏｗquestions）
Vocabularybuildingsoftware(lexxica）

Ｗｅｅｋ４：FormingprOjectgroups-roles/responsibilities
g

Decidingfbcusoflst・lightlnterview
Ｗｅｅｋ５：preparing/editinginterviewquestions
Ｗｅｅｋ６：Interviewpractice(roleplay）
Ｗｅｅｋ７：Interviewpractice(usingvoicerecorders）
Ｗｅｅｋ８：Interviewpractice(usingvoicerecorders）
Ｗｅｅｋ９：Interviewpractice(videowithfeedback）
ＷｅｅｋｌＯ:Fieldtrip:InterviewEnglishSpeakers．

ASSESSED

Ｗｅｅｋｌｌ:GroupWorkshop-Preparingpresentations
Weekl2:Practicepresentationswithpeerfeedback
Ｗｅｅｋｌ３:Presentationwithpeerfeedback‐ASSESSED
Weekl4:Presentationwithpeerfeedback‐ASSESSED

Ｗｅｅｋｌ５:ＧｒｏｕｐＱ＆AActivity-FieldTriplnterview
lmpressions
EndofsemestertestASSESSED

【授業概要】

Studentsstartbyleamingtoformulatesimplequestionsand
intervieweachotheronfamiliartopics，Theyaregradually
introducedtofOｒｍａｌｉｎｔｅｒｖｉｅｗｓｔｙｌｅａｎｄｔｈｅｎｇｏｔｏｔheHiroshima
PeaceParkwhereIheyputtheirleamingintoactioninterviewing
EnglishspeakersonatopicoftheirchooseThecourseculminates
bystudentsgivingpowerpointpresentationsabouttheirinterview
experienceinfrontoftheclass．

【授業計画】

Ｗｅｅｋｌ：Student/Teacherlntros-De6nesemesterobjectives

Ｗｅｅｋ２：Imroduceclassroomlanguage

Week3：Introduce“Wordengine.．（computerroomclass）

Ｗｅｅｋ４：Questioningskillspractice(ｉｅ・ｗｈ・＆ｈｏｗquestions）

Ｗｅｅｋ５：GroupWorkshopActivity

-Formingprojectgroups-roles/responsibilities
◆

-Decidinginterviewibcus

‐preparlnglntervlewquestions

Week6GroupWorkshopActivity

一Interviewpractice(ro1eplay）

一editinginterviewquestions

Ｗｅｅｋ７：GroupWorkshopActivity

一Introducevoicerecorders＆interviewpractice

一Edit/improveinterviewquestions

Ｗｅｅｋ８：Groupworkshop(interclassactivity）

一Interviewpracticeandtranscribingvoicerecordings

Ｗｅｅｋ９：Fieldtrip:InterviewEnglishSpeakers

WeeklOPracticepresentationswithteacher企edback

‐supplementalactivity(Scrabble）

Ｗｅｅｋｌ２:Practicepresentationswithteacher企edback

、supplementalactivity(Scrabble）
Ｗｅｅｋｌ３:FinalPresentations-ASSESSED

，supplementalactivity(Scrabble）
Ｗｅｅｋｌ４:FinalPresenlations-ASSESSED

‐ｓupplementalactivity<ScrabbIe）

Ｗｅｅｋｌ５:Cou応ereviewactivity(RISＫ）

－６１



区分 教養科目群一外国語科目（英語）

授業科目 英会話初級Ⅱ
(英訳） (EnglishConversation:BeginnerⅡ）

担当教員 Higginbothamヒギンボサム

単位 数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 必修・選択必修Ｃ詞､
【授栗の目的】

Theobjectiveofthiscourseistoassisｔｒｌｙｅａｒｂｅｇｉｎｎｅｒ
ｓｔｕｄｅｎｔｓｔｏｄｅｖｅlopEnglishcommunicationskills．

Studentswillstudyandusehighfrequencyvocabulary．
【成績評価の方法】

Attendance:１５％Ｈｏｍｅwork:１５％

Participation:１５％GroupPrOjects:２５％
Endofsemestertest:３０％

【教科書】

Allmaterialswillbedevelopedanddistributedbythe
teacher．

Studentswillberequiredtobuy：
(a)smallnotebook

(b)A4ringbinderfile

(c)lexxicaaccesscard

【参考書】

【メッセージ】

Attendanceisessential・Activeparticipationisessential．
Assignmentsareessential．

区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 英会話初級Ⅱ
(英訳） (EnglishConversationBeginnerⅡ）

担当教員 Mooreモア

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次後期

必選別 必修･週況必膨選択
【授業の目的】PurposeofcIass

Theobjectiveofthiscourseistoassistr1yearbeginnerstudents
developskillsandself-confidenceinusingEnglishasasecond

language,Eachweekstudentsareprovidedwithappropriatemodels
toautonomouslydevelopandproducethelanguagenecessaryto
completeataskbasedproJect・Thecoursecombinesteacher-led

instruction･andgroupactivityworkshops・withassessmentbased

onbothindividualandgroupachievements,Thereisastrongibcus
ondevelopinghighfrequencyvocabularythrougｈｔｈｅｕｓｅｏｆｏｎｌｉｎｅ
softwareinthehomeworkrequlrements．

【成績評価の方法】

Attendance:１５％Ｈｏｍｅwork:１５％Participation:１５％
GroupPrQject:２５％FjnalPresentation:３０％

【教科書】

Allmaterialswillbedevelopedanddistributedbytheteacher．

【参考書】

【メッセージ】

Ｔｏｐａｓｓｔｈｉｓｃｏｕｒｓｅ，ｓｔｕｄｅｎｔｓｍｕｓｔｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｅ ｃｏｎｓｌｓｔｅｎｔ

attendance,activeparticipationinclassandcompIetionofhomework
assignments，StudenlsarealsorequiredtobuyanＡ４２－ｒｉｎｇｆｉｌｅ
iblder・ａｎｄａ‐wordengme.，accessｃａｒｄ

【授菜概要】

Ｔｈｅｃｕｒｒｉｃｕｌｕｍｍａｋｅｓｕｓｅｏｆｔｅａｃｈｅｒｄｅｖelopedmaterialsand
activities・Ｅａｃｈｗｅｅｋｓｔｕｄｅｎｔｓａｒｅｐｒｏｖｉｄｅｄｗｉｔhappropriate
modelsloautonomouslydevelopandproducethelanguagethey
needtocompleteanendofsemesterprQject・Thecoursecombines
teacher､ledinstruction・andgroupprOJectactivityworkshops・ｗｉｔｈ
ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｂａｓｅｄｏｎｂｏｔｈｉｎｄｉｖｉｄｕａｌａｍｄｇｒｏｕｐａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔｓ・
Thereisastrongfbcusondevelopinghighfrequencyvocabulary
througｈｔｈｅｕｓｅｏｆｏｎｌｉｎｅｓｏｆｔｗａｒｅａｎｄｖｏｃａbularynotebooks．

【授業計画】

FallSemester

Weekl：Gettingreacquainted-DeIinesemesterobjectives
Forminggroups-decidingroles/responsibilities

Ｗｅｅｋ２：Decidingibcusof2nd‘s”わ"s，Interview

Environmentalvocabulary

Ｗｅｅｋ３：preparing/editinginterviewquestlons
●

Ｗｅｅｋ４：Interviewpractice(usingvoicerecorders）

Ｗｅｅｋ５：Interviewpractice(usingvoicerecorders）

Ｗｅｅｋ６：Interviewpractice(usingvideo）

Ｗｅｅｋ７：Fieldtrip:InterviewEnglishSpeakers‐ASSESSED

Ｗｅｅｋ８：Preparingpresentations(transcribingvoice
recordings）

Ｗｅｅｋ９：Preparingpresentations(planningapowerpoint
slideshow）

ＷｅｅｋｌＯ:Grouppresentationswithpeerfeedback‐ASSESSED

‐carolsingingpractice

Weekll:Grouppresentationswithpeerfeedback‐ASSESSED
‐carolsingingpractice

Ｗｅｅｋｌ２:Winterfestivals-carolslnglngpractlce

Ｗｅｅｋｌ３:Fieldtrip:ChristmasCarolsinHiroshimaPeacｅｐａｒｋ
Ｗｅｅｋｌ４:ReviewLesson

Ｗｅｅｋｌ５:Endofsemestertest‐ASSESSED

【授業概要】

Ｔｈｉｓｃｌａ誌ｂｕｉｌｄｓｏｎｔｈｅｆｉｒｓｔｓｅｍｃｓｔｅｒｂｙｉntroducin座ｍｏｒｅｃｏｍｐｌｅｘ
ｑｕｃｓｔｉｏｎｉｎＲｓｔｙｌｅｓ，ａｎｄｉｎｔｒｏｄｕｃｉｎＲａｈｙｐｏｔｈｅ副ｓａｓｔｈｅｂａｓｉｓｆｂｒ
ｔｈｅｓｅｍｃｓｔｃｒｉｎterviewproject、S1udcntschoosea窟lobalisgue、
formuIatcqucstions，ａｎｄｌｈｅｎｃｏｎｄｕｃｔｉｎｌｃｒｖｉｅｗｓｉｎｍｒｏ急ｈｉｍａ
Ｐｃａ“Park、Ｓｐ⑧cifically・ｔｈｅｐｒＯｊｅｃｔｌａｓｋｉｓｔｏｉｎｔｅｒｖｉｅｗ３ＥｎＲｌｉｓｈ

●

speakcr急and3Japanesespeakcrs・ａｎｄｃｏｍｐａｒｅｔｈｅｌＦｃｓｕｌｔｓｌｏｐｒｏｖｅ
ｗｈcthertheirhypothesi鳥ｉｓｌｒｕｅｏｒ血ｌｓｅＴｈｅｃｏｕｒｓｅｃｕｌｍｉｎａｔｅｓ
ｗｉｔｈｓｌｕｄ⑰ｎ鴫厘ivingpowerpointprcscntationsinｆｒｏｍｏｆｔｈｅｃｌａｓｓ
ａｂｏｕｔｌｈｃｉｒｆｉｎｄｉｎＲｓ．

【授業計画】

FallSemester

Ｗｅｅｋｌ：Gettingre-acquainted-Deiinesemesterobjectives
．participativeactivities

Week2：Ｉ､troducingGloballssuesvocabular
‐participativeactivities

ｙ

Ｗｅｅｋ３：Choosingnewgroupsanddecidinglnterviewibcus
(choosingonefromagroupof3actMty）

Ｗｅｅｋ４：GroupWorkshop
‐Globalissues

◆●●●●｡｡

mm1-presentatIonactlvIty

‐preparing/editinginterviewquestions
Ｗｅｅｋ５：GroupWorkshop

－Interviewpractice(roleplaywithvideo）

一video・fEedback・activity
Ｗｅｅｋ６：Supplementallesson

‐VideobasedactivityandScrabble

Ｗｅｅｋ７：GroupWorkshop(interclassifpossible）
、Interviewpractice

‐Transcribingvoicerecordings
Ｗｅｅｋ８：Fieldtrip:HiroshimaPeaceParklnterview

Ｗｅｅｋ獣Practicepresentationswithteacherfeedback

､Supplementalactivity(Scrabble）

ＷｅｅｋｌＯ：PracticepresentationswithteacherfEedback

､supplementalactivity(Christmascarolpractice）

Ｗｅｅｋｌｌ:FinalPresentation-ASSESSED(Christmascarolpractice）
Ｗｅｅｋｌ２:FinalPresentation-ASSESSED(Christmascarolpractice）
Ｗｅｅｋｌ３:Winter企stivals-ChristmasCarolling
Ｗｅｅｋｌ４:Mywinterholidayactivity
Ｗｅｅｋｌ５:CoursereviewLesson．(RISＫ）

－６２－



区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 英会話中級Ｉ

(英訳） (E､glishConversationlntermediatel）

担当教員 Higginbothamヒギンボサム

単位数 ｌ単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 必修･選可河膨選択
【授業の目的】

Studentswilllearnhowtocommunicateinsituationsthat

onefacesineverydaylife､Throughtheuseofvideos，

ＣＤ･sandauthenticmaterialsstudentswillbeexposedto
thetargetlanguage,thiswillprovidethemwithadequate
modelstoproducethetargetlanguagefbrthemselves．
Thesematerialswillalsoserveinraisingthestudents
abilitytousetechnicalvocabularｙ(ITandEngineering）
andpreparethemforusingEnglishinanindustrial
workplace．

【成績評価の方法】

Attendance:１５％Ｈｏｍｅwork:２０％

Participation:１５％Classtests:２０％
Endofsemestertest:３０％

【教科書】

Coursetext：ＴｅｃｈＴａｌｋＥ彪加e"”XｙｂｙＶｉｃｋｉＨｏｌｌｅｔｔ
(OxfbrdUniversityPress）

【参考書】

【メッセージ】

Attendanceisessential・Activeparticipationisessential．
Assignmentsareessential．

区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 英会話中級Ｉ

(英訳） (E､glishConversationlntermediatel）

担当教員 Mooreモア

単位数 ｌ単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 必修･選択必修硬可iＤ
【授業の目的】

Throughtheuseofvideo・ａｕｄｉｏＣＤｓ,apublishedtext‘
andteacherdevelopedmaterials，studentswillbe
providedwithavarietyofmodelstohelpthemproduce
thetargetlanguagethemselves,Thecoursematerialsare
speciiicallyfOcusedonraisingthestudents，abilitytouse
technicalvocabularｙ（ITandEngineering)ａｎｄprepare
themfbrusingEnglishinanindustrialworkplace．

【成績評価の方法】

Attendance:１５％Ｈｏｍｅwork:２０％

Participation:１５％Presentation:２５％
EndofsemesterWrittenTest:２５％

【教科書】

Coursetext：ＴｅｃｈＴａｌｋＥ/”〃””ZybyVickiHollett
(OxfOrdUniversityPress）

【参考書】

【メッセージ】

Studentsmustdemonstrateconsistentattendance，
activeparticipationinclassandcompletehomework
assignments､Studentsarealsorequiredtopurchasethe
textanda2-ringA4filefblder．

【授業概要】

Thereisastrongfocusondevelopinghighfrequency

andtechnicalvocabularythroughtheuseofvocabulary
notebooks．

【授業計画】

Ｓｐｒｍｇ Semester

1．ExplanationofClass/ClassEnglish

２．Survivalphrases

３．Spelling/Numbers

４．TechnicalVocabulary

５．Buyingthings

６．Isthatcorrect？

７．Tellmeaboutit？Describingcontrols

８．Describingplaces/things

９．Ｗｈａｔｃａｎｉｔｄｏ？

１０．ShortPresentation(describingsomething）

11．Ｗｈａｔｄｏｙouneed？

l2Watchout！

13．Ｈｅｒｅｏｒｔｈｅｒｅ

14．Ｔｉｍｅ

15．Ｔｈｉｓ＆Ｔｈａｔ

Ｔest

【授業概要】

ThereisastrongIbcusonlearningandusingtechnical
vocabulary・Ｆｏｒexample・inadditiontothecoursetext，
studentsarealsoprovidedwithfbundationvocabulary
todevelopaplaｎａｎｄｂｕｉｌｄａＳＫＹＴＯＷＥＲｆｒｏｍ
ｍａｔｅｒｉａｌｓｓｕｐｐｌｉｅｄｂｙｔｈｅｔｅａｃｈｅｒ、Ｔｈｉｓｔａｓｋ－ｂａｓｅｄ
activityfacilitatesstudentsusiｎｇＥｎｇｌｉｓｈｒａｔｈｅｒｔｈａｎ
justmemorizingwordsandphrases．

【授業計画】

SpringSemester

１．Introductions(Teacher,students,courseobjectives）

２．TextCanyouspeakEnglish？

３．TextSpelling/Numbers

４．Text:Ｗｈａｔｄｏｙｏｕ want？

5．TextReview＆PrOjectactivity

６．Text:Isthatcorrect？

７．TextWhereisit？

８．Tellmeaboutit

9．TextReview＆PrOjectactivity

10．Ｗｈａｔｃａｎｉｔｄｏ？

lLWhatdoyouneed？

12．Watchout！

13．TextReview＆Practicepresentations
14．FinalPresentations-ASSESSED

１５．ＳＫＹＴＯＷＥＲＡＣＴＩＶＩＴＹ

EndofSemesterWrittenTest
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区分 教養科目群一外国語科目（英語）

授業科目 英会話中級Ⅱ

(英訳） (EnglishConversationlntermediateⅡ）

担当教員 Higginbothamヒギンボサム

単位数 ｌ単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必 選別 必修･選択必修毎翻り
【授業の目的】

Studentswillleamhowtocommunicateinsituationsthat

onefacesineverydaylifeThroughtheuseofvideos，
ＣＤ，sandauthenticmaterialsstudentswillbeexposedto
thetargetlanguage,thiswillprovidethemwithadequate
modelstoproducethetargetlanguagefbrthemselves．
Thesematerialswillalsoserveinraisingthestudents
abilitytousetechnica1vocabulaｒｙ(ITandEngineering)ａｎｄ
preparethemfbrusingEnglishinanindustrialworkplace．

【成績評価の方法】

Attendance:１５％Ｈｏｍｅwork:２０％

Participation:１５％Classtests:２０％

Endofsemestertest:３０％

【教科書】

Coursetext：ＴｅｃｈＴａｌｋＥﾉe碗〃"αぴbyVickiHollett

(OxfbrdUniversityPress）

【参考書】

【メッセージ】

Attendanceisessential・Activeparticipationisessential．

Assignmentsareessential．

区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 英会話中級Ⅱ

(英訳） (EnglishConversationlntermediateⅡ）

担当教員 Mooreモア

単位数 ｌ単 位 配当年期 ２年次後期

必 選別 必修･選択必修Ｃ翻り
【授業の目的】

Throughtheuseofvideo・ＣＤＳ，apublishedtext，andteacher

developedmaterials,studentsareprovidedwithavarietｙｏｆｍｏｄｅＩｓ

ｔｏｈｅｌｐｔｈｅｍｐｒｏｄｕｃｅｎｅｗｔargetlanguageforthemselves･The

coursematerialsspeciiicallyfbcusonraisingthestudents，abilityto

usetechnicalvocabularｙ(ITandEngineering)andpreparethemfbr

usingEnglishinanindustrialworkplace．

【成績評価の方法】

Attendance:１５％Ｈｏｍｅwork:２０％

Participation:１５％Presentation:２５％

EndofsemesterWrittenTest:２５％

【教科書】

Coursetext：ＴｅｃｈＴａｌｋＥﾉe””z”ZybyVickiHollett

(OxfbrdUniversityPress）

【参考書】

【メッセージ】

Studentsmustdemonstrateconsistentattendance，

activeparticipationinclassandcompletehomework
assignments､Studentsarealsorequiredtopurchasethe
textanda2-ringA4filefblder．

【授業概要】

Thereisastrongfbcusondevelopinghighfrequency

andtechnicalvocabularythroughtheuseofvocabulary

notebooks．

【授業計画】

FallSemester

Ｗｅｅｋｌ:Explainingproblems

Week2:Suggestingsolutions

Ｗｅｅｋ３:What，ｓｇｏｉｎｇｏｎ？(usingthepresentcontinuous）
Ｗｅｅｋ４:Countable/uncountablenouns

Ｗｅｅｋ５:What，sitfbr？(explaininghowtousesomething）

Ｗｅｅｋ６:Whathappened(reportingdamage）

Ｗｅｅｋ７:Findingoutaboutpeople

Ｗｅｅｋ８:Askingfbrhelp

Ｗｅｅｋ９:Describingdirections

ＷｅｅｋｌＯ:Whathappensnext？Giving/fbllowing

lnstructlons

WeekllFixit(maintenanceandrepair）

Ｗｅｅｋｌ２:SafetyFirst(understandingsignsandsafety

instructions）

Ｗｅｅｋｌ３:Whatagreatidea1(evaluatinginventions）

Ｗｅｅｋｌ４:Makeaposter(ANewProduct）

Ｗｅｅｋｌ５:PosterPresentations(ANewProduct）

Ｔest

【授業概要】

Thereisastrongibcusonleamingandusingtechnicalvocabulary，

Ｆｏｒexample,inadditiontousingthecoursetext,studentswillalso

developａｎ，imaginativebutrealistic・EnvironmentallyFriendly

Product,Thistask-basedactivityfacilitatesstudentsdiscoveringand

usingEnglishontheirown,thushelpingdeveloptheirautonomous

Ieamingskills．

【授業計画】

FallSemester

１．Welcomeback-NewPrOjectintroduction

２．TextHereorthere？

３．Text:What'stheproblem？

４．Text:What，ｓｇｏｉｎｇｏｎ？

5．TextReview＆PrQjectactivity

６．Text:What･sitfOr？

７．Text:Whathappened？

８．ＴｅｘｔＷｈｅｒｅａｒｅ ｙｏｕ from？

9．TextReview＆PrOjectactivity

１０．Text:Ｃａｎｙｏｕｈｅｌｐｍｅ？

１１．Text:Ｋｅｅｐmoving

12．TextWhathappensnext？

13．TextReview＆PrOjectactivity

l4PosterPresentationActivity

EndofSemesterWrittenTest
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区分 教養科目群一外国語科目（英語）

授業科目 資格対策英語Ｉ

(英訳） (CareerPreparationl）

担当教員 横田由理・真野剛・福田泰久

単位数 ｌ単位 配当年期 ３ 年 次前期

必選別 必修･遥玩区膨選択
【授業の目的】

就職や大学院進学に必要となる各種英語資格試験のため

の試験対策を行い、将来の目的に合わせた英語学習を行

う。特にいずれにも必要なTOEICについては、各クラス

でそれぞれ試験対策を行い、実用的な英語運用能力修得を

目指す。

【成績評価の方法】

出席状況や授業への取り組み、課題や小テスト、学期末

の試験などを合わせて総合的に判断する。

【教科書】

各教員が最初の授業で指示する。

【参考書】

各教員が最初の授業で指示する。

【メッセージ】

入社試験、大学院入学試験の合格を目標に各自英語力を

つけていきましょう。英語教員に試験対策を相談するな

ど、各自個別に対策を立てて積極的に英語力アップを目指

してください。

区分 教養科目群一外国語科目（英語）

授業科目 資格対策英語Ⅱ

(英訳） (CareerPreparationⅡ）

担当教員 横田由理・真野剛・福田泰久

単位数 ｌ単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 必修･鍾ﾏ7Z瞳選択
【授業の目的】

前期に引き続き、就職や大学院進学に必要となる各種英

語資格試験のための試験対策を行い、将来の目的に合わせ

た英語学習を行う。各クラスでとも引き続きTOEIC試験

対策を行い、実用的な英語運用能力習得を目指す。

【成績評価の方法】

出席状況や授業への取り組み、課題や小テスト、学期末

の試験などを合わせて総合的に判断する。

【教科書】

各教員が最初の授業で指示する。

【参考書】

各教員が最初の授業で指示する。

【メッセージ】

資格対策英語Ｉで習得した英語運用能力をさらに充実さ

せて、入社試験、大学院入学試験の合格を目標に各自がん

ばっていきましょう。自分の傾向を分析し対策を立てて能

率的に英語力をアップを目指してください。

【授業概要】
進路に合わせて、３つのクラスが)11.種きれているの-で、各１．１将来

の進路希甑に合わせ-て以卜・のクラスの810から選択すること‘，各クラ
スとも、授柴の内容については、各数皿が簸初の授業時1111に提汐J電する。
ｌ大学院進学封

Ｚ就職対蛾クラ
３ＴＯＥＩＣ対砿ク

いずれのクラスに

リント牧材をf哩川

共(こ'切末試験を．廷

↓二

【授業計画】

雄 ク ラ ス
ス

ラン《

オ さ い て も

し、′j､テ

姉する,、

それそグれのl-l的に川】したテキスト・プ
メトの爽施、諏題捉川なと．を随時↑『うと

授業計画については、下記の大まかな計画に基づき各

教員が最初の授業に提示する。

ｌ大学院進学対策クラス

大学院入学試験で重視される読解力や英作文能力の

向上に重点を置きながら、同時にTOEIC受験対策も進

めていく。

２就職対策クラス

一般企業などへの就職を希望する学生のために就職

試験対策を始め、実社会で重視される実践的な英語力

をつけるための授業を行う。

３TOEIC対策クラス

TOEIC試験対策用のテキストや問題集を使用し、ＰＣ

などを用いたマルチメディア学習を用いて高得点獲得

を目指す。学期内に大学で実施される団体試験を受験

し、学習の効果を確認する。

【授業概要】
nij期に引き続き、各１．１１．１分のj仏蹄に合わせたクラメをj避択する二

と,、各クラスとも、ｊ受柴の1人l拝については、行倣いが雌初のｲ受柴１１ケ
I川に提示する⑤

１大学院進9．捗吋蛾クラス

２枕】戯対策クラメ
ａＴＯＥＩＣ対蛾クラス

いずれのクラスにおいても、１１;IjUlにリｌき続き、そ．れぞオＬのＩＩ的に叩
したテキスト・プリント倣材をf幽川し、小･テストの火施、郷麺促川
などを随時折うと-共にIUj4<拭験を拠施する‘、

【授業計画】

授業計画については、下記の大まかな計画に基づき各

教員が最初の授業に提示する。

ｌ大学院進学対策クラス

前期に使用したテキストを引き続き使用し、大学院

入学試験で重視される読解力や英作文能力の向上に重

点を置いて練習問題を行っていく。TOEIC受験対策は

実際の受験を想定した練習を行う。

２就職対策クラス

一般企業などへの就職を希望する学生のために就職

試験対策を始め、実社会で重視される実践的な英語力

をつけるための授業を行う。

３TOEIC対策クラス

前期に引き続きTOEIC試験対策用テキストを使用

し、ＰＣなどを用いたマルチメディア学習も用いて高得

点獲得のための練習問題を継続して行う。学期内に大

学で実施される団体試験を再度受験し、学習の効果を

確認する。

－６５－
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区分

授業科目
(英訳）

担当教員

教養科目群一外国語科目

中国語初級Ⅱ

(ChineseCommunicationBasicⅡ）

徐亜文

【授業概要】

前期に引き続き基本語句と基本文型を覚えながら、会
話練習を進めていく。

単 位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 必修･選択必修唾１１う
【授業の目的】

基本的な語句と文型と会話を身に付け、中国語を学ぶた

めの基礎作りができるようにすることを目標とする。

【成績評価の方法】

平常点50％、宿題練習20％、試験30％

【教科書】

｢デビュー中国語」児野道子・鄭高詠著金星堂２００７
年○

【参考書】

｢初めて学ぶ中国語』依藤醇著語研2001年。

【メッセージ】

積極的にこの授業を受けていれば、中国語の美しさと楽

しさを少し味わえるようになると思います。受講してそし

てしっかり練習するようにしましょう ○

【授業計画】

第１回第六課までの復習

第２回第七課どこにいらっしゃいますか本文
第３回基礎文法、応用会話

第４回第八課彼女の家に遊びに行きます本文

第５回基礎文法会話練習

第６回第九課何をしていますか本文

第７回基礎文法、会話練習

第８回第十課これはいくらですか本文

第９回基礎文法、会話練習

第１０回第十一課私に見せてください本文

第11回基礎文法、会話練習

第12回第十二課パソコンを弟に壊されました本文
第13回基礎文法、会話練習

第14回復習

第15回まとめ

区分

授業科目
(英訳）

担当教員

教養科目群一外国語科目

中国語初級Ｉ

(ChineseCommunicationBasicl）

徐亜文

【授業概要】

まず中国語の発音をしっかり練習してマスターしてか

ら、基本的な語句と文型を学習していく。

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次前期

必 選別 必修・選択必修Ｇ雪画
【授業の目的】

中国語を初めて学ぶという学生のための入門授業です。

中国語の発音、基本単語、基本文型を身に付けることを目
標とする。

【成績評価の方法】

平常点50％、宿題練習20％、試験30％

【教科書】

｢デビュー中国語」児野道子・鄭高詠著金星堂２００７
年○

【参考書】

｢初めて学ぶ中国語」依藤醇著語研2001年。

【メッセージ】

語学の勉強は最初の段階では、面白みがなくてつらいで

す。しかし、それを乗り越えればきっと外国語が話せると

いう喜びを味わうことができると信じています。

【授業計画】

第１回中国語の文字と発音

第２回発音とピンインー四声とピンイン
垂
臼
垂
臼

母
子

回
回

３
４

第
第

第５回声調の変化

第６回発音練習

第７回第一課あいさつ

第８回第二課これは何ですか

第９回第三課２時です

第１０回第四課授業があります

第１１回第五課今日は何月何日ですか

第１２回第六課彼は歌がとても上手です

第13回応用会話、文法解説

第１４回復習

第15回まとめ



区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 韓国・朝鮮語初級Ｉ
(英訳） (Koreanｌ）

担当教員 崖泰順

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 必修・選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

初めてハングルを喉ぶ人の為の入門クラスで、前期では主に文字の

習得に多くの時間を充てる。ルビに頼らず、自分で考え読めるように

する。年間を通じて、学習成果に対する客観的な評価と更なる向上に

つながるハングル検定と韓国語能力検定の初級の合格、又はそのレベ

ルに達することをロ標に授業を進める。前期はその坐礎間めの時期で
ある ◎

【成績評価の方法】

出席状況（3/2以上)，宿題や課題の提出，小テストの平
常点、期末テストで総合的に評価する。授業態度、努力な
ども評価の対象になる。

【教科書】

｢書いて覚える初級朝鮮語」改訂版ＣＤ付（白水社）

【参考書】

辞書､例えば｢コスモス朝和辞典｣白水社「ポケット韓日．
日韓辞典」小学館

【メッセージ】
ハングルは仕組みさえ分かれば短期間で読める文字ではあるが、発

音も慣れるまでは難しく、個人差も有るので、侍が歩調を合わせて進

められように妓初はゆっくりペースで。教科謀は必滞船。読めるよう

になったときの喜びが一貯大きいといいます。がんばりましょう。会

話初級Ｉとの並行股修をすると、学習効果がより期待できます。

区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 韓国・朝鮮語初級Ⅱ

(英訳） (KoreanⅡ）

担当教員 崖泰順

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次 後期

必選別 必修･選択必修種WＤ
【授業の目的】

文字が読めることに基づいた初級の学習を進める。
文章の読みに'慣れ、文法の基礎を正確に習い、基本的な

単語を習得する事によって、ハングル検定５級、韓国語能
力検定１級のレベルに到達する目標を持って学ぶ。希望者
Iま検定試験に臨む。

中級クラスへの基礎固めをする。

【成績評価の方法】

出席状況（3/2以上)，宿題や課題提出．小テスト等の平
常点、期末テストで総合的に評価する。平素の授業態度、
努力なども評価の対象になる。

【教科書】

｢書いて覚える初級朝鮮語」改訂版ＣＤ付（白水社）

【参考書】

辞書､例えば｢コスモス朝和辞典｣白水社「ポケット韓日．
日韓辞典」小学館

【メッセージ】

語学学習で大事な事は、何度も書き、声を出して読み、
こつこつ努力することです。又、目標を持って学べば上達
が早くなります。会話初級Ⅱとの並行履修をすると、学習
効果がより期待できます。

文字が読める人が対象です。

【授業概要】

文字の仕組みを理解し、母音、子音、終声の発音方法

を習い､文字が読めるようにする｡発音規則の概要を習う。

文法の基礎に入る。

日本語との類似点を認識する。

挨拶が言えるようにする。

【授業計画】

第１回文字のしくみと基本母音

第２回母音続き（単語）基本子音の発音と単語

第３回その他の子音（激音）の発音と単語

第４回その他の子音（濃音）発音と単語

第５回単語の読み、固有語と漢字語について

第６回複合母音の発音と単語

第７回終声と発音の規則（連音化）

第８回終声と発音の規則（濃音化）

第９回発音の規則（激音化、古の発音）

第１０回発音の規則（流音化、鼻音化等）

第１１回単語、文章の読み。日本語のハングル表記

第１２回辞書の引き方

第13回～は～です（ですか？） ○

第14回～ではありません（体言否定)。

第15回前期まとめ

【授業概要】

基礎文法を段階的に習う。習った文法で短文が作れた

り、簡単な意志表示が出来たりするようにする。

隣国の文化等にも触れ、相互理解や国際感覚を養う一

助とする。又、授業を通じて自国語や文化を見つめなお

すきっかけにもなるであろう。

【授業計画】

第１回漢数詞と値段の言い方

第２回固有数詞と時間の言い方

第 ３ 回 用 言 の 上 称 形

第４回主な助詞（１）

第５回主な助詞（２）

第６回意志、推量を表す表現

第７回尊敬を表す表現

第８回用言の否定形

第９回打ち解けた上称形（１）

第１０回打ち解けた上称形（２）

第11回過去形

第１２回略待尊敬の命令形

第１３回その他の語尾

第14回習った文法を駆使して作文

第１５回後期まとめ

－６７－



区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 日本語Ｉ

(英訳） (Japaneseｌ）

担当教員 川崎千枝見

単 位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前 期

必 選別 ⑬学生必彦選択必修・選択
【授業の目的】

上級レベルの文法・語葉を学び、大学での学習・研究活

動の基礎となる日本語力の向上を目指す。

【成績評価の方法】

小テスト、期末試験、課題提出

【教科書】

｢どんな時どう使う日本語表現文型500」アルク

【参考書】

｢どんな時どう使う日本語表現辞典」（アルク）

【メッセージ】

この科目は予習・復習が必須です。自律的に学習を進め

ましよう。「知っている」だけでなく、「使える」ことが重

要です。予習・授業・復習の３段階でしっかり身につけま

しよう○

なお、授業の進行は学生のレベルなどに応じて変更する

ことがありますので、指示を良く聞いてください。

区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 日本語Ⅱ

(英訳） (JapaneseⅡ）

担当教員 川崎千枝見

単位数 ２単位｜配当年期 ｌ年次後期

必選別 喧【学生必惨選択必修・選択
【授業の目的】

前期に続き、上級レベルの文法・語蕊を学び、大学での

学習・研究活動の基礎となる日本語力の向上を目指す。

【成績評価の方法】

小テスト、期末試験、課題提出

【教科書】

｢どんな時どう使う日本語表現文型500』（アルク）

【参考書】

｢どんな時どう使う日本語表現辞典」（アルク）

【メッセージ】

この科目は予習・復習が必須です。自律的に学習を進め

ましよう。「知っている」だけでなく、「使える」ことが重

要です。予習・授業・復習の３段階でしっかり身につけま

しよう ○

なお、授業の進行は学生のレベルなどに応じて変更する

ことがありますので、指示を良く聞いてください。

【授業概要】

既習の項目との関連を確認しながら日本語能力試験Ｎ

ｌ・Ｎ２レベルの文法・語蕊を学ぶ。

授業は、課ごとに「予習した内容を授業で確認し、さ

らに復習で理解を深める」という流れで行なう。

【授業計画】

第１回レベルチェック・オリエンテーション

第１回第１課動作の対象

第２回第２課目的・手段・媒介

第３回第３課起点・終点・限界・範囲①

第４回第３課起点・終点・限界・範囲②

第５回第４課時点・場面①

第６回第４課時点・場面②

第７回第５課時間的同時性・時間的前後関係①

第８回第５課時間的同時性・時間的前後関係②

第９回第６課進行・相関関係

第１０回第７課付帯・非付帯①

第１１回第７課付帯・非付帯②

第12回第８課限定

第13回第９課非限定・付加①

第14回第９課非限定・付加②

第15回まとめ

【授業概要】

既習の項目との関連を確認しながら日本語能力試験Ｎ

１．Ｎ２レベルの文法・語蕊を学ぶ。

授業は、課ごとに「予習した内容を授業で確認し、さ

らに復習で理解を深める」という流れで行なう。

【授業計画】

第１回レベルチェック・オリエンテーション

第２回第１O課比較・最上級・対比①

第３回第１O課比較・最上級・対比②

第４回第１l課判断の立場・評価の視点①

第５回第１l課判断の立場・評価の視点②

第６回第12課基準

第７回第12課基準

第８回第13課関連・対応

第９回第13課関連・対応

第１０回第14課無関係・無視・例外

第１１回第15課例示

第１２回第16課強調①

第13回第１６課強調②

第１４回第16課強調③

第15回まとめ

－６８－



区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 資格対策日本語

(英訳） (JapaneseCareerPreparation）

担当教員 川崎千枝見

単位数 ’単位｜配当年期 ２ 年 次前期

必選別 必修･毛遅生選択必 彦選択

【授業の目的】

日本語能力試験Ｎｌレベル合格を目指す。文法・語葉を
増強し、読解・聴解のスキルを磨く。また、ニュースや新
聞を使って、語蕊を増やすことで、読解力および聴解力の
底上げを図る。

【成績評価の方法】

授業への参加、中間試験、期末試験

【教科書】

｢日本語総まとめ問題集［聴解編]」（アスク)、「日本語総
まとめ問題集［読解編]」（アスク)、その他適宜プリント
を配布する。
※日本語能力試験改訂（2010年７月～）の状況により、礎更することがある。

【参考書】

授業中に紹介する。

【メッセージ】

日本語Ｉ．Ⅱで学んだ文法や語蕊の知識を、読解・聴解
で活用できれば試験は怖くありません。普段からニュース
やインタビュー番組などに触れる機会を多く持つように心
がけることで試験対策はもちろん、「使える」日本語が増
えていきます。

なお、授業の進行は学生のレベルなどに応じて変更する
ことがありますので、指示を良く聞いてください。

区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 ビジネス日本語

(英訳） (BusinessJapanese）

担当教員 川崎千枝見

単位数 ｌ単位 配当年期 ２年次後期

必選別 必修･毛野生選択必 鹿選択

【授業の目的】

就職活動場面や社会人として求められる①敬語をはじめ

とする対人関係の表現（場面・状況に応じた表現)、②ビ

ジネス場面に特有の語葉・表現を学ぶ。また、自己アピー

ル文の作成を通して、考えや経験を的確に表現する方法を

身につける。

【成績評価の方法】

授業への参加、課題提出、期末試験

【教科書】

｢敬語を中心とした対人関係の表現｣(スリーエーネットワーク）

【参考書】

｢外国人留学生のための日本就職オールガイド｣(凡人社）

｢さらに進んだスピーチ・プレゼンのための日本語発音練

習」（ひつじ書房）

【メッセージ】

これまで学んできたことを見直して、社会で通用する日

本語表現や話し方を身につけましょう。就職活動や社会に

出てからきっと役立つと思います。

なお、授業の進行は学生のレベルなどに応じて変更する

ことがありますので、指示を良く聞いてください。

【授業概要】

日本語能力試験Ｎｌレベル合格を目指し、読解・聴解の

演習を中心に行う。学生は指定された箇所の問題をあら

かじめ解いた上で授業に臨み、授業ではポイントの解説

及び応用問題演習を中心に行う。また毎回、語蕊力アシ

プのための練習問題を行う。

【授業計画】

第１回オリエンテーション

第２回［聴解］準備練習［読解］動作主・疑問詞

第３回［聴解］人の外見［読解］時間の枠組み、心情

第４回［聴解］物の様子［読解］意図の読み取り

第５回［聴解］順序・比較［読解］指示詞

第６回［聴解］数字［読解］たとえと本論

第７回［聴解］グラフ［読解］意見の表し方

第８回［聴解］内容の理解［読解］否定表現

第９回［聴解］場面①郵便局他［読解］文の骨組み

第１０回［聴解］場面②会社他［読解］省略

第１１回［聴解］場面③学校他［読解］グラフ

第１２回［聴解］場面④車内放送他［読解］接続表現

第13回［聴解］場面⑤天気予報他

［読解］長文によく使われる表現①

第14回［聴解］場面⑥交通情報他

[読解］長文によく使われる表現

第15回まとめ

【授業概要】

前半は対人関係の表現を中心に扱い、後半は演習（ビ

ジネス日本語能力試験対策）及び自己アピール文の作成

を行う。また､毎回15分程度｢発音・話し方トレーニング」

を実施する。

【授業計画】

第１回オリエンテーション

第２回待遇表現とは

第３回様々な表現①敬語

第４回様々な表現②授受表現、丁寧体と普通体

第５回待遇表現①依頼・誘い、②助言・忠告

第６回待遇表現③主張・意見

第７回待遇表現④許可．申し出、⑤感謝・おわび

第８回実力チェック（ビジネス日本語試験の模試）

第９回演習①

第１０回演習②

第１１回演習③

第１２回自己アピール文作成①

第13回自己アピール文作成②

第14回スピーチ

第１５回まとめ

－６９－



区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 日本事情Ｉ

(英訳） (Japanesestudiesl）

担当教員 川崎千枝見

単位数 ２単位｜配当年期 ｌ年次前期

必選別 ⑬学生必惨選択必修・選択
【授業の目的】

大学での学習・研究活動に必要な日本語表現及び言語ス

キルの習得を目指す。特に情報収集（読解活動）及び、情

報発信（レポート作成）に関するスキル習得・上達を目指
す○

【成績評価の方法】

授業への参加、課題の提出状況、期末試験により行う

【教科書】

｢トピックによる日本語総合演習テーマ探しから発表へ
上級」（スリーエーネットワーク）

【参考書】

適宜、プリントを配布

【メッセージ】

｢大体わかる．伝えられる」レベルから「詳しくわかる．

伝えられる」レベルを目指して、読解や文書作成を行いま

す｡｢言いたいことが十分に言える｣ことを目指して､頑張つ

ていきましょう ○

なお、授業の進行は学生のレベルなどに応じて変更する

ことがありますので、指示を良く聞いてください。

区分 教養科目群一外国語科目

授業科目 日本事情Ⅱ
(英駅） (JapanesestudiesⅡ）

担当教員 川崎千枝見

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後 期

必 選別 ＜留学生必ゆ選択必修・選択
【授業の目的】

大学での学習・研究活動に必要な日本語及び言語スキル

の習得を目指す。特に情報収集（読解活動）及び、情報発

信（レポート作成、口頭発表）に関するスキル習得・上達
を目指す。

【成績評価の方法】

授業への参加、課題の提出状況、発表、期末試験により
行う

【教科書】

｢トピックによる日本語総合演習テーマ探しから発表へ
上級」（スリーエーネットワーク）

【参考書】

適宜、プリントを配布

【メッセージ】

前期に引き続き、「詳しく」「的確に」伝えるための練習

を重ねていきます。難しいと感じることもあるかもしれま

せんが、頑張ってください。このクラスでは「発表」活動

を通して、「伝える」技術を磨きます。

なお、授業の進行は学生のレベルなどに応じて変更する

ことがありますので、指示を良く聞いてください。

【授業概要】

現代の日本社会についての文章を読み情報収集を行

う。さらに自国や自身の文化との比較を通して、自身の

考えを日本語で発信する活動（レジュメ・レポートの作

成）を行なう。

【授業計画】

第１回レベルチェック、オリエンテーション

第２回第１課①読解

第３回第１課②情報収集（速読）

第４回第１課③情報収集まとめ

第５回第１課④レポート作成

第６回第２課①読解

第７回第２課②情報収集（データの読み取り）

第８回第２課③情報収集まとめ

第９回第２課④レポート作成

第１０回第３課①読解

第１１回第３課②情報収集（速読）

第１２回第３課③アンケート調査準備・実施

第13回第３課④アンケートのまとめ

第14回第３課⑤レポート作成

第15回まとめ

【授業概要】

前期に続き、現代の日本社会についての文章を読み情

報収集を行う。さらに自国や自身の文化との比較を通し

て､自身の考えを日本語で発信する活動(口頭発表､レポー
ﾄの作成）を行なう。

【授業計画】

第１回オリエンテーション

第２回第４課①読解

第３回第４課②情報収集（速読）

第４回第４課③情報収集（まとめ）

第５回第４課④発表原稿作成

第６回第４課⑤発表

第７回第５課①読解

第８回第５課②情報収集（速読）

第９回第５課③インタビュー調査準備・実施

第１０回第５課④インタビュー調査結果まとめ

第１１回第５課⑤調査結果発表

第１２回最終課題①課題決定・調査準備

第13回最終課題②調査実施

第１４回最終課題③原稿作成・発表練習

第１５回最終課題④発表

－７０－



区分 教養科目群一情報科目

授業科目 情報リテラシーＩ

(英訳） (InfbrmationLiteracyl）

担当教員 若林義啓・遠藤潤一・平林今日子

単位数 ２単 位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 必修･唾涙正膨選択
【授業の目的】

大学生活で必要となるコンピュータの基本的な知識と、

インターネット利用時の危険を学び、情報実習室でのコン

ピュータ利用の準備をする。実務にも使えるメールの書き

方やレポートの書き方など社会に出ても活用できる情報活

用能力を身につけ、それらを授業終了後も継続的に活用で

きることを目指す。

【成績評価の方法】

課題、中間・期末テスト、授業態度を総合的に評価する。

【教科書】

第１回ガイダンスにて指示。

【参考書】

【メッセージ】

情報リテラシーとは、コンピュータ使った情報活用能力

のことです。これから大学生活で必要となる基本技術を

情報リテラシーＩ．Ⅱで1年生のうちに身に付けておきま

しよう。後期の情報リテラシーⅡを受講するためにも必ず

受講しておくこと。

区分 教養科目群一情報科目

授業科目 情報リテラシーⅡ

(英訳） (InfOrmationLiteracyⅡ）

担当教員 若林義啓・遠藤潤一・平林今日子

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 後期

必選別 必修･錘1面砥選択
【授業の目的】

レポートや実務で必要となる表計算・グラフ化の技術

を、実践的なデータを用いて習得する。また、授業終了後

も自分で新しい技術を調べて習得し、研究や実務に活用で

きることを目指す。

【成績評価の方法】

課題、中間・期末テスト、授業態度を総合的に評価する。

【教科書】

情報リテラシーＩと同じ。

【参考書】

【メッセージ】

履修条件は、原則として前期開講の情報リテラシーＩを

受講していること。初回ガイダンスにて履修を確認するの

で必ずガイダンスに出席すること。

7１

【授業概要】

タッチタイピング、メールのマナー、レポートの書き

方．まとめ方など、他の科目や就職活動で必須となる技

術を重点的に行う。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回大学でのコンピュータ利用

第３回インターネット入門

第４回電子メール、授業サポートサイトの活用

第５回インターネットの影

第６回Word入門ｌWordの基本、タッチタイピング

第７回Word入門２文書作成手順、編集、保存

第８回Word入門３文書作成、編集、装飾

第９回Word入門４ワープロによるチラシ作成

第１０回Word応用１ビジネス文普作成’

第11回Word応用２ビジネス文書作成２

第１２回Word応用３レポート作成’

第13回Word応用４レポート作成２

第14回Excel導入表計算ソフトとは

第15回まとめ

【授業概要】

他科目でも必要とされる基本的な発表スライドの作成

を最初に行い、レポートや研究で使う実践的な表計算や

グラフの描き方を重点的に行う。

【授業計画】

第１回ガイダンス、PowerPoint入門ｌ操作

第２回PowerPoint入門２レイアウト、視覚効果

第３回PowerPoint入門３スライド作成実習

第４回Excel表計算ｌ表計算の基本

第５回Exce1表計算２基本的な関数

第６回Excel表計算３実務的な関数

第７回Excel表計算４応用的な関数

第８回Excel表計算まとめ

第９回Excel書式実務的な表作成

第10回Excelデータベース

第１１回Excelグラフ１グラフの基本

第１２回Excelグラフ２実用的なグラフ

第13回Wordとの連携レポートへの活用

第14回PowerPoint，Excelのポイント

第１５回まとめ



区分 教養科目群一情報科目

授業科目 情報応用

(英訳） (ApplicationoflnfbrmationTechnology）

担当教員 若林義啓・遠藤潤一

単位数 ２単位 配当年期 ２年次鯉浬論

必選別 必修･選択必修Ｇ罰う
【授業の目的】

l年次の情報リテラシーＩ．Ⅱでは、大学生活や社会に

出て必要となる実務的な能力を習得したが、情報応用で

はそれ以外の魅力的な情報活用のテーマを複数用意してい

る。学業以外にも活用できる技術を習得してコンピュータ

活用の魅力を理解し、積極的にコンピュータを活用できる

能力を身につけることを目指す。

【成績評価の方法】

授業課題、授業態度、すべての授業課題をテーマにした

最終プレゼンテーションで総合的に評価する。

【教科書】

第１回ガイダンスにて指示。

【参考書】

【メッセージ】

テーマごとに課題を作成するので、欠席すると課題が作

成できず、最終プレゼンも出来ないので、毎回出席するこ
と○

【授業概要】

フリーソフトやWebアプリの活用方法、デジタル画像

の処理と文章の効果的なまとめ方を学び、各テーマで課

題を制作する。それらすべての課題をテーマに最終課題

として実際にプレゼンテーションを行う。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回デジタル画像

第３回グラフィックソフト①

第４回グラフィックソフト②

第５回デジタルコンテンツ表現①

第６回デジタルコンテンツ表現②

第７回デジタルコンテンツ表現③

第８回デジタルコンテンツ表現④

第９回グラフィックソフト活用①

第１０回グラフィックソフト活用②

第１１回グラフィックソフト活用③

第１２回PowerPoint発表スライド制作①

第13回PowerPoint発表スライド制作②

第14回PowerPoint発表スライド制作③
第15回最終プレゼンテーション

－７２－



区分 教養科目群一体験学習科目

授業科目 異文化体験Ｉ

(英訳） (InterCultureCommunicationI）

担当教員 入津雅典、横田由理

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 必修･選択必修．G罰、
【授業の目的Ｉ

海外渡航に必要な知識や英会話を習得することを目的と

する ○

【成績評価の方法】

講義を受講し、最終試験で合格点に達することや課題を

提出することなどの総合評価とする。

【教科書】

ビデオ・インターネットなどを利用するので特に指定し

ない。

【参考書】

【メッセージ】

学内のメールアドレスで電子メールの利用ができるこ

と。簡単なワープロソフトの操作ができること。

区分 教養科目群一体験学習科目

授業科目 異文化体験Ⅱ

(英訳） (InterCultureCommunicationⅡ）

担当教員 入潔雅典

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 後期

必選別 必修･選択必修笹Wり
【授業の目的】

異文化体験Ｉを履修した学生が、海外研修を行い、実際

に異文化を体験することを目的とする。

【成績評価の方法】

渡航計画提出した上で海外渡航を行う。

帰国後、海外研修報告書を提出することで評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

異文化体験Ｉの単位取得後、実際に海外研修を行う。担

当教員企画の渡航計画も準備しています。海外に積極的に

出かけて、実際に異文化を体験しよう！

【授業概要】

国際化の社会において、海外の文化に親しみそれを体
験することはある程度必要なことであると思われる。さ
らに、異なった文化を体験することで、日本の良いとこ
ろや自分の学ぶべきことを会得することができる場合が
ある。外から日本をそして自分を見つめてみることを経
験することを目的とする。

【授業計画】

第１回オリエンテーション

講義の概略と今後の予定

第２回簡単な会話１

第３回海外渡航の手続き１

パスポートの申請方法ビザについて

第４回簡単な会話２

第５回海外渡航の手続き２

航空券の種類、

空港での手続き出国・入国管理局

第６回簡単な会話３

第７回海外渡航の手続き３

海外の通貨、現地での移動手段

第８回簡単な会話４

第９回地域の文化・慣習

第１０回簡単な会話５

第１１回海外での諸注意治安・テロその他

第12回旅行計画作成

第13回研修地域の文化学習

第14回最終試験英会話

第15回最終試験渡航準備

【授業概要】

国際化の社会において、海外の文化に親しみそれを体
験することはある程度必要なことであると思われる。さ
らに、異なった文化を体験することで、日本の良いとこ
ろや自分の学ぶべきことを会得することができる場合が
ある。外から日本をそして自分を見つめてみることを経
験する。

【授業計画】

第１回オリエンテーション
授業の概要の説明
担当者企画ツアーの説明等

第２回詳細説明渡航計画の提出
第３回詳細説明研修報告書の提出方法
第４回から第14回

海外研修
第15回研修報告、まとめ

※各自で企画し渡航すること以外に、担当者が企画する
ツアーに参加することも可能である。以下に昨年度ま
での実績と今年度の予定を紹介する。
(2010年度企画予定）

日程：2010年12月中旬
場所：トラック諸島
目的：スクーバダイビング研修
基本ツアー料金：１２万円程度

(実績）
目的：スクーバダイビング研修、第二次世界大戦の

戦跡巡り

日程：１２月中旬
費用：１０万円～13万円
場所：パラオ共和国（2007年度）

アメリカ合衆国北マリアナ諸島、ロタ島
(2008年度）

フィリピン・セブ島（2009年度）
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区分 教養科目群一体験学習科目

授業科目 生涯スポーツＩ（マリンスポーツ＆キャンプ）
(英訳） (LifeSportsl）

担当教員 入漂雅典

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 前期

必 選別 必修･遥涙猛膨選択
【授業の目的】

生涯にわたって楽しめるスポーツを獲得することとキャ

ンピングの基本的な技術を習得することを目的とする。

【成績評価の方法】

出席を特に重視し、学習意欲・マナー・個人技能上達

度・レポート提出の総合評価とする。

【教科書】

プリント資料

【参考書】

【メッセージ】

2009年度の例実施日程：2009/8/29-31

実施場所：呉市蒲刈町県民の浜

費用：個人負担10.000円

(機材借用代、保険、テントサイトフイーなど）

区分 教養科目群一体験学習科目

授業科目 生涯スポーツⅡ（スノースポーツ）
(英訳） (LifeSportsⅡ）

担当教員 武良徹文

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 必修･遥1瓦Ｚ鯵選択
【授業の目的】

生涯スポーツの一環として、スキー・スノーボードの歴

史（技術や用具の発達史）技術とスポーツ経営学の視点か

らとらえたスキー場の実態を学ぶ

【成績評価の方法】

平常点（実技、出席状況含む）５０％、レポート20％、試

験30％で評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

ウインタースポーツ（スキー・スノーボード）を体験し

よ つｏ

【授業概要】

生涯スポーツの一環として、マリンスポーツ（シーカ

ヤック、ウインドサーフィン、スクーバダイビング）の

技術を学び実践する。また、キャンピングの基本的な

技術（テント設営、飯食炊さん等）を習得し、２泊３日

の海浜での共同生活を行い､団体生活での協調性を養う。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回マリンスポーッの理論と技術

（ウインドサーフィン）

第３回マリンスポーッの理論と技術

（シーカヤック）

第４回マリンスポーッの理論と技術

(スクーバダイビング）

第５回テント設営および撤収実習

第６回キヤンプサイト設営理論

第７回現地実習の計画作成、準備

第８回～第14回

実習（２泊３日）

１日目一午前：キヤンプサイト設営

午後：ウインドサーフィン実習

夜：海浜生物観察、藻塩作り

２日目一午前：シーカヤック実習

午後：スクーバダイビング実習

夜：現地天体観察館にて星の観察

３日目一午前：マリンスポーツ総合演習

キャンプサイト撤収

第15回まとめ、レポート提出

【授業概要】

ケレンデスキー（スノーボードを含む）を体得し、ウィ

ンタースポーツを生涯スポーツとして実践できる基礎技

術を身につけること、また、団体生活を通して協調性を
養う０

【授業計画】

第１回ガイダンス

(授業計画、方針及び評価の説明）

第２回スノースポーッの技術史及びスノートレーニン

グ

第３回道具の設置、装具の整備’

第４回道具の設置、装具の整備２

第５回スノースポーツ用具

基礎的滑り方（体育館で実施）

第６回基本的な滑り方の実施１（体育館で実施）

第７回基本的な滑り方の実施２（体育館で実施）
第８回～第14回

実習（３泊４日）2011年２月lO日ごろ

場所：鳥取県大山スキー場

１日目一用具になれる

２日目一スノーボード（縦すべりとストップ動作）

夜：技術の解析およびミーティング

３日目一スノーボード（ターン動作）

４日目一総合滑降実技テスト

第15回レポート提出

7４－



区分 教養科目群一体験学習科目

授業科目 自己の探求Ｉ

(英訳） (QuestfOrSelf）

担当教員 橋元純也

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 必修･選択必修･詞、
【授業の目的】

大学生活への円滑な移行を支援するための、新入生を対

象とした授業。グループ活動による実習プログラムや、

各チューターとの面接を通し、相互理解と自己探求をふか

め、大学生としての意識・意欲を涌養する契機とする。

【成績評価の方法】

実習プログラムへの取り組みを、提出レポートやチュー

ター面接の内容から総合的に判断し、各チューターが成績

評価をおこなう。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

この科目は年間履修登録上限48単位に含まない。

【授業概要】

グループ渦動形式で、①意見
団として一定の結論をえるプロ

や悩報を持ち寄って合意形成
セスを体験するプログラム、

の能力・価仙観・人生観といった個性にふれて相互理解を ふ

自己探求の契機とするプログラム、③巡帯感をともなう実習を

し、集
②他者
かめ、

通じ、
ラムをコミュニケーション能力・社会性の体得意欲を高めるプログラ

おこなう。

そして、プログラムについてのレポートを作成・提出し、これを
もとに各チューターが受講者との面接をおこなう。

【授業計画】

第１回オリエンテーション

第２回実習「あなたの学習スタイル」

第３回実習「グルーピング」「記者会見」

第４回実習「総当たりインタビュー」

第５回実習「コンセンサスを求めて」

第６回前半のまとめ

第７回グループ討議「私の価値観」

第８回実習「私のライフポジション」

第９回「私を活かすコミュニケーション」

第１０回実習「バスは待ってくれない」

第１１回「イメージ交換」

第１２回「私の得たこと、学んだこと」

第13回グループ発表．まとめ

第14回レポート作成・提出

第15回チューター面接

－７５－



区分 学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

授業科目 線形代数Ｉ

(英駅） (LinearAlgebral）

担当教員 高石武史，高桑誠明，瀬藤憲昭

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期

必 選別 必修：電気・基理選択：バイオ・機械・情報

【授業の目的】

力学，電磁気学，回路理論等，工学では様々な局面で連

立１次方程式が現れる。この場合には空間とベクトル，場

と変換行列という概念を自分の中で作り上げることが重要

になってくる。本講義では，基礎となるベクトルや幾何の

概念を学び，ベクトルや行列計算に必要な基礎知識の習得

をめざす。特に，ベクトルと図形の対応，行列式の計算を

通して自分なりのイメージを作り上げるのが目的である。

【成績評価の方法】

簡単な小テストを随時行う。宿題を数回課し，また中間

試験も行う。これらの成績と期末試験の結果を総合して成

績を評価する。授業中の学習意欲も考慮する。

【教科書】

｢線形代数改訂改題」矢野健太郎,石原繁編(裳華房）

【参考書】

【メッセージ】

必修・選択必修・選択の別は各専攻のカリキュラム表によ

る。［教職免許高一種（数学）必修科目］

区分 学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

授業科目 線形代数Ⅱ

(英訳） (LinearAlgebraⅡ）

担当教員 高石武史，瀬藤憲昭

単 位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必選別 必修･選択必修Ｃ翻り
【授業の目的】

力学，電磁気学．回路理論等，工学では様々な局面で連

立１次方程式が現れる。この場合には空間とベクトル，場

と変換行列という概念を自分の中で作り上げることが重要

になってくる。本講義では，線形代数Ｉに引き続き，行列

計算に必要な基礎知識の習得をめざす。特に，掃き出し法

と基本変形．１次変換と行列の対応を通して自分なりのイ

メージを作り上げるのが目的である。

【成績評価の方法】

簡単な小テストを随時行う。宿題を数回課し，また中間

試験も行う。これらの成績と期末試験の結果を総合して成

績を評価する。授業中の学習意欲も考慮する。

【教科書】

｢線形代数改訂改題」矢野健太郎,石原繁編(裳華房）

【参考書】

【メッセージ】

必修・選択必修・選択の別は各専攻のカリキュラム表に

よる ○

[教職免許高一種（数学）必修科目］

【授業概要】

最初に，ベクトルに関する基礎，次に複素数，続いて

行列式とその計算方法を学ぶ。ベクトルの知識を持って

いない学生にも理解できるように講義する。全体を通し

て，実際に対応した演習問題を解きながら講義を進めて

いく ０

【授業計画】

第１回ベクトルの基本演算

第２回空間の座標

第３回ベクトルの表示

第４回内積と三角関数の基本性質

第５回ベクトルと図形

第６回位置ベクトル

第７回直線と平面の方程式

第８回中間まとめ

第９回複素数とベクトル

第１０回複素数の基本演算

第１１回行列式の導入

第１２回行列式の基本性質

第１３回行列式の基本性質の続き

第１４回行列式の展開

第１５回高次行列式

【授業概要】

前期の線形代数Ｉに続いて，行列式の応用を学ぶ。次

に，行列の演算の基礎と連立方程式の解法ならびに１次

変換と固有値について学習する。全体を通して．実際に

対応した演習問題を解きながら講義を進めていく。

【授業計画】

第１回連立１次方程式，クラーメルの公式

第２回ベクトルの外積

第３回行列の導入，行列の和，差

第４回行列の積，転置行列

第５回行列と行列式

第６回連立１次方程式の掃き出し法による解法

第７回逆行列に対する掃き出し法

第８回中間まとめ

第９回１次変換

第１０回回転行列，直交行列

第１１回１次変換の合成，逆変換

第１２回固有値

第１３回固有ベクトル

第14回対称行列の固有値，固有ベクトル

第15回対称行列の対角化

－７６－



区分 学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

授業科目 基礎数学

(英訳） (BasicCalculus）

担当教員 高木尚光，瀬藤憲昭

単位数 ２単 位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 必修･選択必修綴りり
【授業の目的】

微分積分を学ぶための前提となる数学の基礎を講義す

る○

【成績評価の方法】

簡単な小テストを随時行う。宿題を数回課し，また中間

試験も行う。これらの成績と期末試験の結果を総合して成

績を評価する。授業中の学習意欲も考慮する。

【教科書】

｢やさしく学べる微分積分」石村園子[著](共立出版）

【参考書】

【メッセージ】

基礎数学演習と一体で授業を進めるので．基礎数学演習

も必ず受講すること。後期で微分・積分Ｉ，および微分．

積分演習Ｉを履修する場合は，基礎数学と基礎数学演習の

単位を修得していることが望ましい。

区分 学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

授業科目 基礎数学演習

(英訳） (PracticeinBasicCalculus）

担当教員 高木尚光．瀬藤憲昭

単位数 ２単 位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 必修･選択必修逗罰む
【授業の目的】

基礎数学を理解し，それを応用する学力を修得させるた

めの演習である。

【成績評価の方法】

簡単な小テストを随時行う。演習中の学習意欲も考慮し

て成績を評価する。

【教科書】

｢やさしく学べる微分積分」石村園子[著](共立出版）

【参考書】

【メッセージ】

基礎数学と一体で授業を進めるので．基礎数学も必ず受

講すること。後期で微分・積分Ｉ，および微分・積分演習

Ｉを履修する場合は．基礎数学と基礎数学演習の単位を修

得していることが望ましい。

【授業概要】

式の計算の基本を復習し，初等関数の諸性質を説明し

た後，関数とグラフの関係を明らかにする。最後に多項

式の微分法に触れる。

【授業計画】

第１回整式の加減乗除

第２回因数分解

第３回２次関数のグラフ

第４回２次方程式，２次不等式

第５回三角関数とそのグラフ

第６回三角関数の公式

第７回指数関数とそのグラフ

第８回中間まとめ

第９回対数関数とそのグラフ

第１０回特別な底e，自然対数

第11回対数関数の諸公式

第12回微分係数

第１３回導関数

第14回簡単な微分公式

第15回多項式の微分

【授業概要】

基礎数学の講義の進行に合わせて演習問題を解かせ

る。数式を扱う基本手法を習得できるまで徹底した指導

を行う。

【授業計画】

第１回整式の加減乗除

第２回因数分解

第３回２次関数のグラフ

第４回２次方程式，２次不等式

第５回三角関数とそのグラフ

第６回三角関数の公式

第７回指数関数とそのグラフ

第８回中間まとめ解説

第９回対数関数とそのグラフ

第10回特別な底e，自然対数

第１１回対数関数の諸公式

第12回微分係数

第１３回導関数

第14回簡単な微分公式

第１５回多項式の微分

－７７－



－７８－

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

微分・積分Ｉ

(Calculusl）

高木尚光，瀬藤憲昭

【授業概要】

する基礎事項を説明する。ｌ変数関数の
秋分法を．それらの基本概念を理解でき
る。厳密な議論は可能な限り省略し、基
項等の理解を容易にするため．出来るだ
取り上げて説明する。学生が解析学の基
，微分法や稲分法を十分応用できること

関
な
す
事
を
し

に
単
義
要
題
解
容

微分稲分
分法と師
ように識

概念．重
多くの例
概念を理
目的とす

微
る
本
け
本
を

単位数 ２ 単位 配当年期 ｌ年次後 期

必 選別 必修：機械・電気・基理選択：バイオ・情報

【授業の目的】

微分積分は工学における諸問題の解決の基礎となる。本

講義では，高等学校において既に微分や積分の基礎を学習
している学生も含めて，基本的な事柄から復習を兼ねて講
義を行う。

【成績評価の方法】

簡単な小テストを随時行う。宿題を数回課し，また中間

試験も行う。これらの成績と期末試験の結果を総合して成

績を評価する。授業中の学習意欲も考慮する。

【教科書】

｢やさしく学べる微分積分」石村園子[著](共立出版）

【参考書】

【メッセージ】

微分・積分演習Ｉと一体で授業を進めるので，微分・積

分演習Ｉも必ず受講すること。必修・選択必修・選択の別

は各専攻のカリキュラム表による。

[教職免許高一種（数学）必修科目］

【授業計画】

第１回微分法の復習

第２回関数の積，商の微分公式

第３回有理式，三角関数の微分法

第４回指数関数，対数関数の微分法

第５回２次導関数

第６回平均値の定理と不定形の極限

第７回マクローリン展開，関数の増減

第８回中間まとめ

第９回不定積分の導入

第１０回多項式の不定積分

第11回三角関数，指数関数の不定積分

第12回置換積分法，部分積分法

第13回部分分数展開と有理関数の積分法

第14回定積分の導入と微分積分学の基本定理

第15回面積

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

微分・積分Ｉ

(Calculusl）

高石武史・桧高靖治

【授業概要】

微
る
本
け
本
を

微分俄分に
分法と簡単
ように講義
概念．亜要
多くの例題
概念を理解
目 的 と す る

関する基礎覗頂を説明する ○ １変数関数の
単な積分法を．それらの基本概念を理解でき

講義する 。 厳密な識i倫は可能な限り省略し、基
亜要事項等の理解を容易にするため．出来るだ
例題を取り上げて説明する。学生が解析学の基

解し．微分法や祇分法を十分応用できること
る ○

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前 期

必 選別 必修：機械・電気・基理選択：バイオ・情報

【授業の目的】

微分積分は工学における諸問題の解決の基礎となる。本

講義では．高等学校において既に微分や積分の基礎を学習
している学生も含めて，基本的な事柄から復習を兼ねて講
義を行う。

【成績評価の方法】

簡単な小テストを随時行う。宿題を数回課し，また中間

試験も行う。これらの成績と期末試験の結果を総合して成

績を評価する。授業中の学習意欲も考慮する。

【教科書】

｢やさしく学べる微分積分」石村園子[著](共立出版）

【参考書】

【メッセージ】

微分・積分演習Ｉと一体で授業を進めるので，微分・積
分演習Ｉも必ず受講すること。必修・選択必修・選択の別
は各専攻のカリキュラム表による。

[教職免許高一種（数学）必修科目］

【授業計画】

第１回初等関数（多項式．三角関数）の説明

第２回初等関数（指数関数，対数関数）の説明

第３回微分係数，導関数，微分公式

第４回整式，有理式の微分法

第５回三角関数，逆三角関数の微分法

第６回指数関数．対数関数の微分法

第７回２次導関数

第８回中間まとめ

第９回平均値の定理と不定形の極限

第１０回マクローリン展開，関数の増減

第１１回不定積分の導入，べき関数の不定積分

第１２回三角関数の不定積分

第13回指数関数の不定積分

第14回置換積分法

第15回部分積分法



区分 学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

授業科目 微分・積分演習Ｉ

(英訳） (PracticeinCalculusl）

担当教員 高石武史・桧高靖治

単位数 ２単 位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 必修･選択必修唾WＤ
【授業の目的】

微分積分Ｉの内容を理解し，それを応用する力を修得さ

せるための演習である。

【成績評価の方法】

簡単な小テストを随時行う。演習中の学習意欲も考慮し

て成績を評価する。

【教科書】

｢やさしく学べる微分積分」石村園子[著](共立出版）

【参考書】

【メッセージ】

微分・積分Ｉと一体で授業を進める。必修・選択必修．

選択の別は各専攻のカリキュラム表による ○

区分 学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

授業科目 微分・積分演習Ｉ

(英訳） (PracticeinCalculusl）

担当教員 高木尚光，瀬藤憲昭

単位数 ２ 単 位 配当年期 ｌ年次 後期

必選別 必修･選択必修．Q翻り
【授業の目的】

微分・積分Ｉの内容を理解し，それを応用する力を修得

させるための演習である。

【成績評価の方法】

簡単な小テストを随時行う。演習中の学習意欲も考慮し

て成績を評価する。

【教科書】

｢やさしく学べる微分積分」石村園子[著](共立出版）

【参考書】

【メッセージ】

微分積分Ｉと一体で授業を進める。必修・選択必修・選

択の別は各専攻のカリキュラム表による。

【授業概要】

微分・積分Ｉの講義の進行に合わせた演習問題を学生

に解かせ，解析学の基本手法を習得できるまで徹底的に

指導を行う。

【授業計画】

第１回初等関数（多項式，三角関数）の説明

第２回初等関数（指数関数，対数関数）の説明

第３回微分係数，導関数，微分公式

第４回整式，有理式の微分法

第５回三角関数．逆三角関数の微分法

第６回指数関数．対数関数の微分法

第７回２次導関数

第８回中間まとめ解説

第９回平均値の定理と不定形の極限

第１０回マクローリン展開，関数の増減

第１１回不定積分の導入，べき関数の不定積分

第１２回三角関数の不定積分

第13回指数関数の不定積分

第14回置換積分法

第15回部分積分法

【授業概要】

微分・積分Ｉの講義の進行に合わせた演習問題を学生

に解かせ，解析学の基本手法を習得できるまで徹底的に

指導を行う。

【授業計画】

第１回微分法の復習

第２回関数の積．商の微分公式

第３回有理式‘三角関数の微分法

第４回指数関数，対数関数の微分法

第５回２次導関数

第６回平均値の定理と不定形の極限

第７回マクローリン展開，関数の増減

第８回中間まとめ解説

第９回不定積分の導入

第１０回多項式の不定積分

第11回三角関数，指数関数の不定積分

第12回置換積分法．部分積分法

第13回部分分数展開と有理関数の積分法

第14回定積分の導入と微分積分学の基本定理

第15回面積

－７９－



区分 学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

授業科目 微分・積分Ⅱ

(英訳） (CalculusⅡ）

担当教員 高石武史・桧高靖治

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必選別 必修･選択必修･唾狗
【授業の目的】

微分積分は工学における諸問題の解決の基礎となる。後

期では，微分・積分Ｉに引き続いて，積分計算法の基礎と

多変数関数の微分・積分の基礎知識と計算法の習得をめざ
す ○

【成績評価の方法】

簡単な小テストを随時行う。宿題を数回課し‘また中間

試験も行う。これらの成績と期末試験の結果を総合して成

績を評価する。授業中の学習意欲も考慮する。

【教科書】

｢やさしく学べる微分積分」石村園子[箸](共立出版）

【参考書】

【メッセージ】

微分・積分演習Ⅱと一体で授業を進めるので，微分・積

分演習Ⅱも必ず受講すること。必修・選択必修・選択の別

Iま各専攻のカリキュラム表による。

[教職免許高一種（数学）必修科目］

区分 学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

授業科目 微分・積分演習Ⅱ

(英訳） (PracticeinCalculusⅡ）

担当教員 高石武史・桧高靖治

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後 期

必選別 必修･選択必修．q翻り
【授業の目的】

微分・積分Ⅱの内容を理解し，それを応用する力を修得

させるための演習である。

【成績評価の方法】

簡単な小テストを随時行う。演習中の学習意欲も考慮し

て成績を評価する。

【教科書】

｢やさしく学べる微分積分」石村園子[著](共立出版）

【参考書】

【メッセージ】

微分・積分Ⅱと一体で授業を進めるので，微分・積分Ⅱ

も必ず受講すること。必修・選択必修・選択の別は各専攻

のカリキュラム表による。

【授業概要】

微分・祇分Ｉに引き続いてｌ変数関数の積分法を 学

ぶ。次に２変数関数の微分法と簡単な積分法を学ぶ。厳

密な議論は可能な限り省略し、基本概念，重要事項等の
理解を容易にするため，出来るだけ多くの例題を取り上

げて説明する。学生が解析学の基本概念を理解し，微分

法や祇分法を十分応用できることを目的とする。

【授業計画】

第１回部分分数展開

第２回有理関数の不定積分

第３回定積分の導入

第４回微分積分学の基本定理

第５回初等関数の定積分

第６回面積

第７回回転体の体積

第８回中間まとめ

第９回２変数関数の導入

第１O回偏導関数，高次偏導関数

第１１回２変数関数の極値

第１２回累次積分と重積分

第13回極座標への変数変換

第14回極座標系における積分

第15回立体の体積

【授業概要】

微分・積分Ⅱの講義の進行に合わせた演習問題を学生

に解かせ，解析学の基本手法を習得できるまで徹底的に

指導を行う。

【授業計画】

第１回部分分数展開

第２回有理関数の不定積分

第３回定積分の導入

第４回微分積分学の基本定理

第５回初等関数の定積分

第６回面積

第７回回転体の体積

第８回中間まとめ解説

第９回２変数関数の導入

第10回偏導関数，高次偏導関数

第１１回２変数関数の極値

第１２回累次積分と重積分

第１３回極座標への変数変換

第１４回極座標系における積分

第15回立体の体積

－８０－



区 分 学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

授業科目 科学技術の基礎

(英訳） (FundamentalPhysicalScience）

担当教員 遠藤（敏)、青井、高桑、西村、桧高

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 必修：バイオ・基理選択：機械・電気・情報

【授業の目的】

本講義では、物理学の基本概念から物体の運動論までを

講義する。物理学は現象を「正確に伝え､説明する」手法、

あるいはその手法開発といっても過言ではない。そのため

「伝え、説明」する言語としての数式表現、空間の表現手

法、基本単位等について説明し、実例を示しながら基本的

な思考方法の訓練を行う。

【成績評価の方法】

学生諸君の質問、あるいは教員への指摘を重視し、点数

を与え、試験結果を総合して評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

出席を重視する。その他、授業中の課題あるいは教員へ

の質問に積極的に対応することが重要である。

【授業概要】

物理現象の記述手法（図表現、数式表現）について解

説し、新しい自然現象の発見とともに新しい数学が開発

されてきた経緯について実例をあげて示し、物理と数学

の相関について言及する。

【授業計画】

第 １ 回 ガ イ ダ ン ス

第２回物体の位置の表現

ベクトル表現、座標表現、複素平面等

第３回時間、質量の概念と国際基準

第４回基本単位と補助単位

第５回単位の換算と数値計算

第６回オーダー計算

第７回物理、科学における実験と数式表現

第８回速度の概念と表現

第９回微分、積分の概念

第１０回加速度の概念

第１１回物理の基本概念

第１２回経験の数式化

例として、エントロピーの話

第13回物理学の基本概念’

第14回物理学の基本概念２

第15回まとめ

－８１



区分 学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

授業科目 化学Ｉ

(英訳） (Chemistryl）

担当教員 新川英典、渡辺昌規、竹野健次

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 前期

必 選別 必修：バイオ・基理選択：機械・電気・情報

【授業の目的】

諸工業製品やハイテク製品には化学の素材技術が関与し

ている。化学的基礎技術、素材技術が電気、電子、情報お

よび機械工学の技術レベルを支えている。これら工業製品

の素材を構成する基礎化学理論および応用例を広く理解す
ることを目的とする。

【成績評価の方法】

ノート、メモを取る習慣の育成に努め､各章の区切りで、

レポート提出を求める。レポートの採点と期末試験の結果

の合計で、百点満点で60点以上の得点を合格とし、得点に
より評価をする。

【教科書】

物質科学

(箸）佐々木健、鈴木洗次郎（出版社）学術図書

【参考書】

【メッセージ】

区分 学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

授業科目 化学Ⅱ

(英訳） (ChemistryⅡ）

担当教員 佐々木健、山寄勝弘、竹野健次

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 後期

必 選別 学部、専攻により異なる

【授業の目的】

身の回りの製品にはすべて化学が関与している。化学Ｉ

にひきつづき、素材を理解するための化学的基礎知識を学
習する。衣、食、住、など身の回りの生活、諸工業製品に

密着した題材を選び、化学とのかかわりにつき、基礎から
応用までを講義する。

【成績評価の方法】

演習、レポートと期末試験を採点し、百点満点で60点以
上を合格とし評価する。

【教科書】

物質科学

(著）佐々木健、鈴木洗次郎（出版社）学術図書

【参考書】

【メッセージ】

（

【授業概要】

テキストの中で、基礎化学の１－５章および7章を講義

する。化学の歴史から化学結合、化学平衡、化学反応速

度論、エネルギー、金属、有機化合物、プラスチック

ゴムなどを学習する。

【授業計画】

第１回物質とは、近代化学の芽生え

第２回原子と分子、化学結合

第３回物質の状態、物質の反応、化学平衡

第４回物質と電気、酸化還元、電気分解

第５回電池、エレクトロニクス材料

第６回物質とエネルギー、化石燃料

第７回原子力エネルギー、核融合

第８回太陽エネルギー、その他のエネルギー

第９回金属物質、地殻とその成分、金属

、

第１０回金属の精錬、金属と非金属の化合物、非金属化
合物

第11回有機化合物、有機化合物とは

第12回有機化学反応、鎖式、環式化合物

第13回プラスチック、エンジニアリングプラスチック

第14回自動車とプラスチック、ゴム化学
第１５回授業のまとめ

【授業概要】

テキストの中で、６章および８～13章を講義する◎石

炭および石油化学、生命化学、バイオ関連事項、自然と
化学等、身近な事項につき、化学的なものの考えを育成
する事に重点をおいて解説する。

【授業計画】

第１回石油および石炭の化学、石油、燃料

第２回石油化学工業、石油コンビナート

第３回石炭と化学工業

第４回エンジニアリングプラスチック

第５回繊維、天然繊維、再生繊維

第６回合成繊維、スーパー繊維

第７回塗料、接着剤

第８回洗剤

第９回セメント

第１０回ガラス

第１１回生体成分①

第１２回生体成分②

第１３回物質と環境、環境とは

第14回物質リサイクル、資源リサイクル、廃棄物リサ
イクル

第15回まとめ

－８２－



◆

区 分 学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

授業科目 物理学Ｉ

(英訳） (Physicsl）

担当教員 遠藤（敏)、西村、高桑、青井、桧高

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 後期

必選別 必修：バイオ・機械・基理選択：電気・情報

【授業の目的】

力学を中心とした物理学の基本法則と基本概念を学習す

るとともに実験（実体験、経験）の重要さを理解すること

を目的とする。

【成績評価の方法】

授業中、各種自然現象に対しての学生の説明を求める。

誘導しながら結論に近づけさせるが、この間のやり取り、

回答に対して、部分点（５点以下）を与える。また、授業

中に演習問題を与えるが、自己採点の上、部分点を与える

(一問につき２点以下)。さらに最終試験で総合評価する。

【教科書】

必要に応じ補充教材、プリントを配布する。

【参考書】

【メッセージ】

授業中の課題あるいは教員からの質問に積極的に対応す

ることが重要である。

区分 学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

授業科目 物理学Ⅱ

(英訳） (PhysicsⅡ）

担当教員 遠藤（敏)、西村、高桑、青井、桧高

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 必修･選択必修･極狗
【授業の目的】

電磁気学、熱力学等で用いられる概念と力学概念、考え

方を統一的に把握することを目的とする。

【成績評価の方法】

授業中、各種自然現象に対しての学生の説明を求める。

誘導しながら結論に近づけさせるが、この間のやり取り、

回答に対して、部分点（５点以下）を与える。また、授業

中に演習問題を与えるが、自己採点の上、部分点を与える

(一問につき２点以下)。さらに最終試験で総合評価する。

【教科書】

経験と感覚の数式化一科学の基本一

(著）遠藤敏郎（出版社）学術図書出版

【参考書】

【メッセージ】

授業中の課題あるいは教員からの質問に積極的に対応す

ることが重要である。

【授業概要】

講義を中心とし、運動、速度、加速度の概念を理解さ

せたうえで、ニュートンの運動方程式を理解させる。演

習も行なう。簡単な微分方程式などの解説も行ない、力

学、電磁気学の基本も学習する。

【授業計画】

第１回物体の運動の表現

第２回運動法則、速度、加速度の定式化

第３回微分方程式

第４回自然界の力、運動のまとめ

第５回仕事

第６回位置エネルギー、運動エネルギー

第７回運動戯と力積

第８回太陽エネルギー、その他のエネルギー

第９回場のポテンシャル

第１０回ニュートンカ学の誕生と背景

第11回ニュートン方程式の解法

第１２回力場の概念

第13回保存則

第14回単振動と単振り子

第15回授業のまとめ

【授業概要】

物理学の中でも、力学の基本法則や概念をさらに発展

させ、電磁気学、熱力学等で用いられる概念と力学概念、

考え方を統一的に把握させ、応用的思考ができるように

なるようになうことを目的とする。

【授業計画】

第１回力学、力束の概念

第２回力束定理

第３回仕事の定義と一般化

第４回運動エネルギーとエネルギー保存の法則

第５回定常流

第６回キルヒホッフの法則

第７回定常流としての電流

第８回回転運動

第９回回転の運動方程式

第10回熱力学の概念

第１１回熱力学の第一法則

第12回熱力学の第二法則

第１３回熱機関と熱力学の第二法則

第１４回カルノーの熱機関

第15回授業のまとめ

－８３－



区分 学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

授業科目 化学実験

(英訳） (ChemistryLab）

担当教員 新川英典、山寄勝弘、渡辺昌規、竹野健次

単 位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次綱･鱗

必選別 学部、専攻により異なる

【授業の目的】

工業製品の製造にはすべて化学が関与している。ＪＩＳ
やＩＳＯのも化学に関する項目や、化学的試験法が記載さ

れている。これらＪＩＳやＩＳＯの化学的試験法や、内容

が理解できるように、実験できるようになることが目標で

ある ○

【成績評価の方法】

レポートを重視し、採点する。６割以上の評価で合格と

し評価を行う。

【教科書】

非化学系技術者のための化学実験

(著）佐々木健、鈴木光次郎（出版社）学術図書出版

【参考書】

【メッセージ】

化学Ｉ，Ⅱを履修すること

【授業概要】

ＩＳやＩＳＯにある基本的でかつ現場でよく使われて

いる項目、無機定性分析、中和滴定、ＣＯＤの分析、比

色分析などを実習する｡各実験後レポート提出を求める。

【授業計画】

第１回基礎講習、化学実験の心得、器具の使い方

第２回無機定性分析Ｉ

第３回無機定性分析Ⅱ

第４回中和滴定

第５回キレート滴定

第６回ＣＯＤの測定

第７回比色分析による鉄の分析、データ解析

第８回溶媒抽出

第９回薄層クロマトグラフィーによるアミノ酸の分析

第１０回ガラス細工

第１１回有機単位操作、分別蒸留

第12回エステルの合成

第１３回ＰＣによる、有機合成のシミュレーション

第14回エクセルによるによる図表作成と表計算

第15回実験のまとめ

－８４－
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区分 学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

授業科目 インターンシップＩ

(英訳） (Internshipl）

担当教員 松尾邦昭、桧高靖治、青井秀樹

単位数 ｌ単位 配当年期 ３ 年 次前期

必選別 必修・選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

インターンシップは一定期間、企業等での実習を主な内

容として就業体験を行うことです。学生の皆さんが卒業

後、就職して実社会で様々な役割を果たす前に、この就業

体験を通して現実の社会で働くことがどんなことか少しで

も理解し、実社会で活躍するための準備をする就業体験で

す○

【成績評価の方法】

企業研修に関する心構えなどのレポートで評価する。

【教科書】

プリントを配布する。

【参考書】

【メッセージ】

企業で実習をする際に、初歩的なことで迷惑を掛けたり

することの無いように､礼儀や心構えを再学習してほしい。

区分 学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

授業科目 インターンシップⅡ

(英訳） (InternshipⅡ）

担当教員 松尾邦昭、桧高靖治、青井秀樹

単位数 ｌ単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 必修･選択必修ｑ翻り
【授業の目的】

インターンシップⅡでは、受け入れ企業とのマッチング

成立後、実際の就業体験です。

【成績評価の方法】

受け入れ企業における就業体験レポートで評価する。

【教科書】

適宜、必要に応じてプリントを配布する。

【参考書】

【メッセージ】

インターンシップと、受け入れ企業への就職は別物であ

り、あくまでも企業における就業体験が今後の就職活動へ

の見識を広めるようにすること。

【授業概要】

インターンシップＩでは、さまざまな企業の違い、そ

のシステム、業種、職種などのついての基礎知識を学び、

企業等での実習に備えて、マナーや心構えを学習する。

その間、インターンシツプ受け入れ企業とのマッチング

を計ることになる。

【授業計画】

第１回インターンシップとは

第２回インターンシップの意義ｌ

第３回インターンシツプの意義２

第４回インターンシップ制度の説明

第５回インターンシツプ制度の実情’

第６回インターンシツプ制度の実情２

第７回中間まとめ

第８回実社会での礼儀、マナー、心構え’

第９回実社会での礼儀、マナー、心構え２

第１０回実習希望企業の選択ｌ業種、職種等

第11回実習希望企業の選択２

第１２回実習希望企業へのエントリーｌ準備

第13回実習希望企業へのエントリー２

第14回マッチング

第15回まとめ

【授業概要】

インターンシップⅡでは、マッチング成立企業等での

就業経験が主となる。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回インターシップ参加手続き

学内および研修先企業へ

第３回レポート、日誌等の作成方法

第４回～第13回実習

第14回研修報告及びレポートの提出

第15回まとめ

－８５－



区分 学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

授業科目

(英訳）

担当教員

キャリアデザインＩ

(CareerDesignl）

松尾邦昭

単 位数 ｌ単位 配当年期 ３ 年 次前期

必 選別 ⑫腸選択必修・選択
【授業の目的】

卒業後、大学で学んだ知識が即戦力として認められるた

め、また目標の達成度を高めて自立心および想像力を向上

させるため、そして変化の激しい社会に対応できるための
能力の育成をはかる。

【成績評価の方法】

毎回の授業で得たことを簡単に整理するための感想文：60％
期末のレポート：４０％

【教科書】

ワークブック、必要に応じてプリントを配布する。

【参考書】

【メッセージ】

ワークブックは、必ず購入すること（予価5,000円)。

必修科目であり、就職活動に必要とされる知識・技能が

修得できるので、真剣な態度で受講すること。就職活動に
(ま即役立つ

区分 学部基礎科目群（工学部・情報デザイン学部）

授業科目
(英訳）

担当教員

キャリアデザインⅡ

(CareerDesignⅡ）

松尾邦昭

単位数 ｌ単 位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 αI･陽選択必修･選択
【授業の目的】

卒業後、大学で学んだ知識が即戦力として認められるた

め、また目標の達成度を高めて自立心および想像力を向上
させるため、そして変化の激しい社会に対応できるための
能力の育成をはかる。

【成績評価の方法】

毎回の授業で得たことを簡単に整理するための感想文：60％
期末のレポート：４０％

【教科書】

ワークブック、必要に応じてプリントを配布する。

【参考書】

【メッセージ】

ワークブックは、キャリアデザインＩで使用したものを

利用する。

必修科目であり、就職活動に必要とされる知識・技能が

修得できるので、真剣な態度で受講すること。就職活動に
lま即役立つ。

【授業概要】

就職活動に向けて、自己分析を徹底し、自分を生かせ

る進路を決定するための講義である。本講義では、仕事

選び、自己ＰＲ，採用試験対策等、すぐに役立つ実践的

なカリキュラムとなっており、キャリアデザインⅡへも

続いていく。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回自己分析トレーニング

第３回自己PR実践’

第４回自己PR実践２

第５回自己PR実践３

第６回仕事選びの基礎知識

第７回業界・業種の研究’

第８回業界・業種の研究２

第９回キャリアビジョンの確立’

第１０回キャリアビジョンの確立２

第11回情報収集活用法’

第12回情報収集活用法２

第13回採用試験対策’

第14回採用試験対策２

第15回まとめ

【授業概要】

キャリアデザインＩに続き、就職活動に向けて講義を

行う。特に本講義では、エントリーシートの書き方、会
社訪問の仕方、面接対策などすぐに役立つ実践的なカリ
キュラムとなっている。

【授業計画】

第１回文章表現トレーニング’

第２回文章表現トレーニング２

第３回音声表現トレーニングｌ

第４回音声表現トレーニング２

第５回エントリーシートの書き方’

第６回エントリーシートの書き方２
第７回中間まとめ

第８回デイベートの方法

第９回デイベートの準備、実践１

第１０回デイベートの実践２

第11回会社訪問のポイント’

第12回会社訪問のポイント２

第13回面接対策’

第14回面接対策２

第15回まとめ

－８６－



－８７－

区分

授業科目
(英訳）

担当教員

学部基礎科目群一導入教育科目

プレゼミナールⅡ

(Socioloｇｙ :Pre-seminarⅡ）

古関・栗原・田中・高畑・松本

【授業概要】

下記の授業計画に基づき実施する。

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 後期

必選別 必修･選択必修極W、
【授業の目的】

入学当初、戸惑いがちな大学生活に'慣れるよう、また今

後４年間の学習が継続したものとなるよう、学習方法等の

基礎をチューター形式で学習する。

【成績評価の方法】

レポート、取り組み態度等。

【教科書】

プリント資料等。必要に応じて輪読用図書を指定する場

合がある。

【参考書】

【メッセージ】

チューターに何でも相談しましょう。

【授業計画】

第１週履修方法と時間割、履修届提出確認

第２週講演会１

第３週データの検索’

第４週データの検索２

第５週図書館の利用

第６週小論文スキルアツプ’

第７週小論文スキルアツプ２

第８週小論文スキルアツプ３

第９週講演会２

１
２
３
４
５

読
読
読
読
読

輪
輪
輪
輪
輪

週
週
週
週
週

０
１
２
３
４

１
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第１５週レポート提出

担当教員により、若干内容が異なる場合がある。

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

学部基礎科目群一導入教育科目

プレゼミナールＩ

(Socioloｇｙ :Pre-seminarl）

古関・栗原・田中・高畑・松本

【授業概要】

下記の授業計画に基づき実施する。

単位数 ２単 位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 必修・選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

入学当初、戸惑いがちな大学生活に慣れるよう、また今

後４年間の学習が継続したものとなるよう、学習方法等の

基礎をチューター形式で学習する。

【成績評価の方法】

レポート、取り組み態度等○

【教科書】

プリント資料等。必要に応じて輪読用図書を指定する場

合がある。

【参考書】

【メッセージ】

大学生活のスタート地点です。チューターに何でも相談

しましょう ○

【授業計画】

第１週大学における履修方法と時間割

第２週大学の施設見学(図書館､体育館､情報関連教室、

学事課、食堂等）

第３週大学生活のスタートのあたって

第４週インターネットの使い方

第５週現代社会学部の基本について

第６週入学希望の発表会

第７週レジュメ（報告資料）の作り方’

第８週レジュメ（報告資料）の作り方２

第９週レジュメ（報告資料）の作り方３

第１０週レジュメ（報告資料）の作り方４

第11週現代社会学部で学びたいことについて発表会’

第12週現代社会学部で学びたいことについて発表会２

第１３週現代社会学部で学びたいことについて発表会３

第１４週現代社会学部で学びたいことについて発表会４

第15週レポート提出

担当教員により、若干内容が異なる場合がある。



区 分 学部基礎科目群一導入教育科目

授業科目 社会学基礎ゼミナールＩ

(英訳） (Socioloｇｙ :BasicSeminarl）

担当教員 伊藤・津田・谷口・松本・山本

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 前期

必選別 α;価診選択必修･選択
【授業の目的】

社会学の専門課程の学習に先立って、受講生が社会学の
学習方法を目的とする。

【成績評価の方法】

各担当教員による

【教科書】

各担当教員による

【参考書】

各担当教員による

【メッセージ】

自分で調べて考える基礎を身につけよう

区 分 学部基礎科目群一導入教育科目

授業科目 社会学基礎ゼミナールⅡ

(英訳） (Sociology：BasicSeminarⅡ）

担当教員 伊藤・津田・谷口・松本・山本

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 α､陽選択必修･選択
【授業の目的】

社会学の専門課程の学習に先立って、受講生が社会学の
学習方法を目的とする。

【成績評価の方法】

各担当教員による

【教科書】

各担当教員による

【参考書】

各担当教員による

【メッセージ】

自分で調べて考える基礎を身につけよう

【授業概要】

以下の内容を主として、各ゼミに分かれて学習を行う。
･文献や資料を収集し、読みこなす。
･収集した文献や資料をもとに、自分で考え、その内容
を文章や口頭で表現する。

･他者の意見を聞き、議論を通じて互いに考えを深めあ
う｡

【授業計画】

第１回ガイダンスと各ゼミへの振り分け

第２回以降は、各担当教員による

【授業概要】

以下の内容を主として、各ゼミに分かれて学習を行う。
･文献や資料を収集し、読みこなす。
･収集した文献や資料をもとに、自分で考え、その内容
を文章や口頭で表現する。

･他者の意見を聞き、議論を通じて互いに考えを深めあ
つｏ

【授業計画】

各担当教員による

－８８－



区分 学部基礎科目群一導入教育科目

授業科目 コミュニケーションⅢ

(英訳） (CommunicationⅢ）

担当教員 松本俊雄

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 必修･選択必修．⑥翻り
【授業の目的】

自分の考えを言葉、文章で明確に伝える方法を学ぶ。相

手の行動の変化を求めるスキルの基礎から応用までの力を

養成する。

【成績評価の方法】

授業への参画度、授業に対するアウトプット、レポート

により評価する。

【教科書】

プリント資料を配布する。

【参考書】

授業中に紹介する。

【メッセージ】

コミュニケーションは、社会で生きていく上で必須のス

キルです。本授業では、実際に出来るようになることを目

指しています。

区分 学部基礎科目群一導入教育科目

授業科目 コミュニケーションⅣ

(英訳） (CommunicationⅣ）

担当教員 松本俊雄

単位数 ２単位 配当年期 ２年次後期

必選別 必修･選択必修便ゆ
【授業の目的】

集団場面で、相手の主張を明確に聴き、理解するととも

に、自分の考えを相手に納得してもらう方法を学ぶ。又 、

お互いに利益を得て、満足する方法を学ぶ。

【成績評価の方法】

授業への参画度、授業に対するアウトプット、レポート

により評価する。

【教科書】

プリント資料を配布する。

【参考書】

授業中に紹介する。

【メッセージ】

演習中心の授業です。主体的に参画する事が求められま

す｡授業が終わった後には､スキルアップが実感できます。

【授業概要】

主としてビジネスの場面を想定し、演習問題により 、

基本を復習し、応用力を高める。「ロジカルプレゼンテー

ション」では、論理的に説明する方法を学び、プレゼン

テーションの演習場面は、ビデオに撮影し、フイードバッ

クを行い、より授業効果を高める。

【授業計画】

第１回「話す」ことの基本①（言葉遣い）

第２回「話す」ことの基本②（敬語）

第３回「書く」ことの基本①（レポート）

第４回「普く」ことの基本②（ビジネス文書ｌ）

第５回「普く」ことの基本③（ビジネス文書２）

第６回「聞く」ことの基本

第７回総合演習①

第８回ロジカルプレゼンテーションとは

第９回プレゼンテーションの情報分析

第１０回プレゼンテーションの組み立て①

第１１回プレゼンテーションの組み立て②

第12回視覚資料の作成・発声・ボディランケージ

第13回総合演習②

第14回総合演習③

第15回まとめ

【授業概要】

｢デイベート」と「ネゴシエーシヨン」（交渉）のフレー

ムワークを用いる。最初に基本知識を学び､その後「デイ

ベート」では、実際に試合を行う。「ネゴシエーション」

では、様々な状況を設定したロールプレイにより、実践

力を身につける。参画型の授業である。

【授業計画】

第１回デイベートの基本①

第２回デイベートの基本②

第３回デイベートの基本③

第４回デイベートの試合準備①

第５回デイベートの試合準備②

第６回デイベート試合①

第７回デイベート試合②

第８回ネゴシエーションとは

第９回ネゴシエーションを構造的に捉える

第１０回ネゴシエーシヨンの理論

第１１回ネゴシエーシヨンの基本戦術①

第１２回ネゴシエーシヨンの基本戦術②

第13回ネゴシエーシヨンの基本戦術③

第14回ネゴシエーシヨンと信頼

第15回まとめ

－８９－



－９０－

区分

授業科目
(英訳）

担当教員

学部基礎科目群一導入教育科目

日本の社会Ⅱ

(JapaneseSocietyⅡ）

栗原理

【授業概要】

授業目的の達成のため，以下の授業計画に従って，日

本の社会を知り，よりよく適応できるよう，日本の社会

の仕組み等について学習する。

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 後期

必選別 必修･選択必修･軽W、
【授業の目的】

広い視野に立って，社会に対する関心を高め．日本の社

会に対する理解と愛情を深める。国際社会に生きる民主

的，平和的な国家・社会の形成者として必要な資質を高め
る○

【成績評価の方法】

出席50％，発表50％の比率で合計点を総合的に評価する。

【教科書】

｢新しい社会公民」(東京書籍）

【参考書】

【メッセージ】

留学生を対象とした授業である。

講義形式による授業のほか，社会見学も予定している。

【授業計画】

第１回「イントロダクション」①

第２回「イントロダクション」②

第３回「現代の民主政治と社会」①

第４回「現代の民主政治と社会」②

第５回校外学習①

第６回校外学習②

第７回校外学習③

第８回校外学習④

第９回「わたしたちの暮らしと経済」

第１０回「わたしたちの暮らしと経済」

第１１回「わたしたちの暮らしと経済」

第１２回「わたしたちの暮らしと経済」

第13回「地球社会とわたしたち」①

第14回「地球社会とわたしたち」②
第15回まとめ

①
②
③
④

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

学部基礎科目群一導入教育科目

日本の社会Ｉ

(JapaneseSocietyl）

栗原理

【授業概要】

授業目的の達成のため，以下の授業計画に従って，日

本の社会を知り，よりよく適応できるよう，日本の社会

の仕組み等について学習する。

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

広い視野に立って，社会に対する関心を高め，日本の社

会に対する理解と愛情を深める。国際社会に生きる民主

的，平和的な国家・社会の形成者として必要な資質を高め

る ○

【成績評価の方法】

出席50％・発表50％の比率で合計点を総合的に評価する。

【教科書】

｢新しい社会公民」（東京書籍）

I参考書】

【メッセージ】

留学生を対象とした授業である。

講義形式による授業のほか，社会見学も予定している。

【授業計画】

第１回「イントロダクション」①

第２回「イントロダクション」②

第３回「現代社会とわたしたちの生活」①

第４回「現代社会とわたしたちの生活」②

第５回校外学習①

第６回校外学習②

第７回校外学習③

第８回校外学習④

第９回「日本国憲法」①

第１０回「日本国憲法」②

第１１回「日本国憲法」③

第１２回「日本国憲法」④

第１３回「日本国憲法の基本原理」①

第14回「日本国憲法の基本原理」②
第15回まとめ



区分 学部基礎科目群一導入教育科目

授業科目 現代社会学公開講義
(英訳） (ExtensionCoursesonContemporarySociety）

担当教員 ．ｉ嶋田・高畑・古閲・瀬山・ヒギンボサム
ォ也本・谷口・田中・佐々木

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

社会学基礎教育の一環として，ふだんの講義でとりあげ

ているテーマを自分たちの目で観察する。

【成績評価の方法】

レポートによる

【教科書】

特にない

【参考書】

担当教員が紹介する

【メッセージ】

高校生，社会人も参加する夏期集中の公開授業（８月1６

～20日予定）である。なお，講義の順序は変更するかもし

れない。

－９１

【授業概要】

産業システム，国際コミュニケーション．福祉マネジ

メントの３コース,および,社会調査,外国語の分野から，

授業内容を構成する。日頃の授業ではできない野外での

実習を重視する

【授業計画】

第１日現代産業社会に生きる

①講義：マツダのブランドイメージ戦略，
②懇談会：大学生就職事情
③講義：格差社会と非正規労働一フリーター

論，ニート論のゆくえ

第２日広島で「世界」を発見

①講義：日本国内の外国人住民の増加につい
て講義（映像資料使用）

②～③実習：安芸区の外国人住民と話そう

第３日第二言語の習得

①講義：秘訣を伝授します

②～③実習：平和公園で外国人と話そう

第４日フィールドワーク入門

①講義：フィールドワークの考え方
②～③実習：瀬野川をフィールドワークー地

域社会と自然環境とのかかわり

第５日福祉社会をめざして

①講義：障害者福祉について
②～③実習：障害者支援のNPO法人が経営す

るコミュニティサロンの見学と

当事者との懇談。



区分 学部基礎科目群一外国語科目

授業科目 英語ベーシックＩ

(英訳） (EnglishBasicl）

担当教員 増山栄一エリック

単 位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 必修･選択必修霞W、
【授業の目的】

Reading、Listening、Writing、そしてSpeakingの４つのスキルを総
合的に、分かりやすい教材を使って、少しずつ、楽しく英語を身につ
けていくことを目的としたクラスです。今まで分からなかったことや

明瞭でなかった項目も、必要に応じて、復習や補習を行って解決して
いく ０

尚、このクラスは英語placementtestの成績の低かった学生を優先
に受け入れるクラスであるので、英語placementtestの成績の高かつ
た学生は他の英語の選択クラスを履修することが望ましい。

【成績評価の方法】

出席（１０％）クラス参加（20％）
小テスト・課題提出（20%）クラス発表（10％）
中間試験（20％）期末試験（20%）
以上totallOO％から評価して成績を出す。

【教科書】

Ｇ“Ｒｇａﾉﾉ(Level２)byAngelaBuckinghamMilesCraven，
＆DavidWilliamson,MacmillanELT．

【参考書】

加えて適宜プリントやその他の視聴覚教材を用いる。

【メッセージ】

以下の計画にそって前期の授業を行う予定でいるが、あ
くまでも予定であるので変更がある際には、口頭でその変
更を説明するので、聞き逃さないようにすること。

区分 学部基礎科目群一外国語科目

授業科目 英語ベーシックⅡ

(英駅） (EnglishBasicⅡ）

担当教員 増山栄一エリック

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

Reading、Listening、Writing、そしてSpeakingの４つのスキルを総
合的に、分かりやすい教材を使って、少しずつ、楽しく英語を身につ
けていくことを目的としたクラスです。今まで分からなかったことや

明瞭でなかった項目も、必要に応じて、復習や補習を行って解決して
いく ｡

尚、このクラスは英語placementtestの成績の低かった学生を優先
に受け入れるクラスであるので、英語placementtestの成績の高かつ
た学生は他の英語の選択クラスを履修することが望ましい。

【成績評価の方法】

出席（１０％）クラス参加（20％）
小テスト・課題提出（20％）クラス発表（１０％）
中間試験（20％）期末試験（20％）
以上totallOO％から評価して成紬を出す。

【教科書】

G“Ｒ”〃(Level２)byAngelaBuckinghamMilesCraven，
＆DavidWilliamson,MacmillanELT．

【参考書】

加えて適宜プリントやその他の視聴覚教材を用いる。

【メッセージ】

以下の計画にそって前期の授業を行う予定でいるが、あ
くまでも予定であるので変更がある際には、口頭でその変
更を説明するので、聞き逃さないようにすること。

【授業概要】

下記の「授業の計画等」にある６のトピックを15回で学んでいく

が、「授業の目標等」の欄で述べたように、４（fbur）スキルの各々

のアングルから１つのトピックにアプローチして、総合的に英語を

学習していく。言語学習には基本理解がもっとも大切。少しの疑問

でもあれば、学生は即質問して、教師は即回答するインターアクテイ

プな授業形式で、「分からない」を解決していく。

【授業計画】

第１回Introduction

第２回ChapterlA:1t'smybirthdayonJuly3rd．
第３回ChapterlB:Ｗｈａｔｄｏｐｅｏｐｌｅｄｏａｔ

Christmastime？

第４回Chapter2A:Ｗｈｙｄｏｎ･twehaveaparty？

第５回Chapter2B:I,llhavesoup,please・

第６回Chapter3A:Ilikejazzalot・

第７回Chapter3BIhatehorrormovies．
第８回第１回まとめ

第９回Chapter4A:Howfarisittotheairport？
第１０回Chapter4BHowhighisMountEverest？

第１１回Chapter5A:HewenttoHollywoodinl996．

第１２回Chapter5BIgotengagedinJanuary．
第13回Chapter6A:Ｈｏｗｍｕｃｈｒｉｃｅｄｏｙｏｕｗａｎｔ？
第14回Chapter6B:Howmuchpaperdoyourecycle？
第１５回第２回まとめ

【授業概要】

下記の「授業の計画等」にある６のトピックを15回で学んでいく

が、「授業の目標等」の欄で述べたように、４（fbur）スキルの各々

のアングルから１つのトピックにアプローチして、総合的に英語を

学習していく。言語学習には基本理解がもっとも大切。少しの疑問
でもあれば、学生は即質問して、教師は即回答するインターアクテイ

ブな授業形式で、「分からない」を解決していく。

【授業計画】

第１回Introduction

第２回Chapter7A:1t，sbiggerthanChina．

第３回Chapter7B:Ireallylikemynewapartment．
第４回Chapter8A:She'stooyoungfbrme
第５回Chapter8B:Thisdressisnotlongenough．
第６回Chapter9A:Youshouldsayyou resorry．

第７回Chapter9B:1.mstressed
第８回第１回まとめ

第９回ChapterlOA:Youcantsmokeinthestreet・
け

第１０回ChapterlOBIhavetogetavisa
第１１回ChapterllA:HaveyouevertriedThaifbod？

第１２回ChapterllB:Mycomputerscrashed．
?

第13回Chapterl2A:Haveyouboughtyourtickets，
ｙet？

第１４回Chapterl2BHe．spassedhisdrivingtest．
第15回第２回まとめ

－９２－



区分 学部基礎科目群一外国語科目

授業科目 ライティングＩ

(英訳） (Writingｌ）

担当教員 増山栄一エリック

単位数 ｌ単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 必修･選択必修極W、
【授業の目的】

中学・高校で学習した文法を再度勉強した後で。それを
基にして文章を書いていくクラスです。中学・高校では英
訳・和訳が英語学習の中心をなしていますが、このクラス

では、もっとreading,listening,＆speakingを練習に加え
て、それらをすることでwritingへもっと母語での言語習
得プロセスのように、自然に入っていけるライテイングク
ラスを目的としています。

【成績評価の方法】

出席（１０％）クラス参加（20％）
小テスト・課題提出（20％）中間試験１（15％）
中間試験Ⅱ（15％）期末試験（20％）
以上totallOO％から評価して成績を出す。

【教科書】

ＬｊｚノヵＺｇＧｍ加加”byAtsukoYamamoto,NaokoOsuka，
ChikakoMano,KyokoOkamoto,＆BenedictRowlett

【参考書】

加えて適宜プリント教材を用いる。

【メッセージ】

以下の計画にそって前期の授業を行う予定でいるが、あ
くまでも予定であるので変更がある際には、口頭でその変
更を説明するので、聞き逃さないようにすること○

区分 学部基礎科目群一外国語科目

授業科目 ライティングⅡ

(英訳） (WritingⅡ）

担当教員 増山栄一エリック

単位数 ｌ単位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 必修・選択必修．G罰、
【授業の目的】

中学・高校で学習した文法を再度勉強した後で。それを
基にして文章を書いていくクラスです。中学・高校では英
訳・和訳が英語学習の中心をなしていますが、このクラス
では、もっとreading,listening＆speakingを練習に加え
て、それらをすることでwritingへもっと母語での言語習
得プロセスのように、自然に入っていけるライテイングク
ラスを目的としています。

【成績評価の方法】

出席（１０％）クラス参加（20％）
小テスト・課題提出（20％）中間試験Ｉ（15％）
中間試験Ⅱ（15％）期末試験（20％）
以上total１００％から評価して成績を出す。

【教科書】

Ｌｊ”壇Ｇｍ加加αγbyAtsukoYamamoto・NaokoOsuka，
ChikakoMano,KyokoOkamoto,＆BenedictRowlett

【参考書】

加えて適宜プリント教材を用いる。

【メッセージ】

以下の計画にそって前期の授業を行う予定でいるが、あ
くまでも予定であるので変更がある際には、口頭でその変
更を説明するので、聞き逃さないようにすること。

【授業概要】

指定された教科神と必要に応じて川愈されたプリントや視聴覚の

補助教材を使って、まず単語、listeningreading＆speaking練習を
十分に行った後、ライティングの練習に入っていく。インクラスで

の練習が求められるクラスである。尚、小テスト、裸題提出、毎ク

ラスでのクラス参加、さらに中間（２度）・期末試験と毎週多忙なの

で、コンスタントな学習が求められる。

【授業計画】

第１回Introduction

第２回Unitl:Profile（準備）

第３回Ｕｎｉｔｌ:Profile（本文）

第４回Unit2:Sports（準備）

第５回Unit2:Sports（本文）

第６回Unit3:SpecialOccasions（準備）

第７回Unit3:SpecialOccasions（本文）
第８回第１回まとめ

第９回Unit4:Families（準備）

第１０回Unit4:Families（本文）

第１１回Unit5:JapanQuiz（準備）

第１２回Unit5:JapanQuiz（本文）

第13回Unit6:Ｌｏｖｅ＆Marriage（準備）

第14回Unit6:Ｌｏｖｅ＆Marriage（本文）

第15回第２回まとめ

【授業概要】

指定された教科群と必要に応じて用意されたプリントや視聴党の

補助教材を使って、まず単語、listeningreading.＆speaking練習を

十分に行った後、ライティングの練習に入っていくつインクラスで

の練習が求められるクラスである。尚、小テスト、探題提出、毎ク
ラスでのクラス参加、さらに中間（２度）・期末試験と毎週多忙なの

で、コンスタントな学習が求められる。

【授業計画】

第１回Introduction

第２回Unit7:ＬｉｆｅHistory（準備）

第３回Unit7:ＬｉｆｅHistory（本文）

第４回Unit8:Leisure（準備）

第５回Unit8:Leisure（本文）

第６回Unit9:CollegeＬｉｆｅ（準備）

第７回Unit9:CollegeＬｉｆｅ（本文）
第８回第１回まとめ

第９回ChapterlO:OnVacation（準備）
第１０回ChapterlO:OnVacation（本文）
第１１回Chapterll:OutandAbout（準備）

第１２回Chapterll:OutandAbout（本文）
第13回Chapterl2:Ｒｕles（準備）

第14回Chapterl2:Ｒｕles（本文）
第15回第２回まとめ

－９３－



区分 学部基礎科目群一外国語科目

授業科目 コミュニケーション英語Ｉ

(英訳） (CommunicationEnglishl）

担当教員 増山栄一エリック

単位数 ｌ単 位 配当年期 ２ 年 次 前期

必 選別 必修･選択必修運翻り
【授業の目的】

国際化によって、日常生活で世界の様々な国々の人たち

と出会うのはごく当たり前のことになってきました。従っ
て、国際語である英語を使えることは非常に自分の視野を

広げるに役に立つことですが、「英語はやはり苦手！」と
いう人たちの為に、サバイバルのコミュニケーション方法
を教授するのがこのクラスの目的です。

【成績評価の方法】

出席（10％）クラス参加（20％）
小テスト・課題提出（20％）クラス発表（１０％）
中間試験（20％）期末試験（20％）
以上totallOO％から評価して成績を出す。

【教科書】

此0〃ん〃ＯＳ畝de"ノBOO々 byDonaldFreeman，Kathleen
Graves,＆LindaLee・McGrawHillHigherEducation

【参考書】

加えて適宜プリント教材を用いる。

【メッセージ】

以下の計画にそって前期の授業を行う予定でいるが、あ
くまでも予定であるので変更がある際には、口頭でその変
更を説明するので、聞き逃さないようにすること。

区 分 学部基礎科目群一外国語科目

授業科目 コミュニケーション英語Ⅱ
(英訳） (CommunicationEnglishⅡ）

担当教員 増山栄一エリック

単位数 ｌ単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 必修･選択必修種画
【授業の目的】

国際化によって、日常生活で世界の様々な国々の人たち

と出会うのはごく当たり前のことになってきました。従っ
て、国際語である英語を使えることは非常に自分の視野を

広げるに役に立つことですが、「英語はやはり苦手！」と
いう人たちの為に、サバイバルのコミュニケーション方法
を教授するのがこのクラスの目的です。

【成綱評価の方法】

出席（１０％）クラス参加（20％）
小テスト・課題提出（20％）クラス発表（１０％）
中間試験（20％）期末試験（20％）
以上totallOO％から評価して成績を出す。

【教科書】

〃0〃〃"、Ｓ"《火"ｒＢｏｏ虎byDonaldFreeman，Kathleen
Graves.＆LindaLee・McGrawHillHigherEducation

【参考書】

加えて適宜プリント教材を用いる。

【メッセージ】

以下の計画にそって前期の授業を行う予定でいるが、あ
くまでも予定であるので変更がある際には、口頭でその変
更を説明するので、聞き逃さないようにすること。

【授業概要】

このクラスでは、「英語を流暢に話す」ことを目標とはせずに、い

かに自分を限られた英語能力を使って表現し、相手を理解して、．

ミューケーションをはかるかを勉強し、国際人となることを促しま

す。クラスでは自分をブロークンイングリッシュでもいいので表現

すること、そして、相手をできるだけ多く班解する方法を多くの与

えられた状況の中で学んでいきます。

【授業計画】

第１回Introduction

第２回Unitl:IsKoreanfbodspicy？
第３回Unitl:IsKoreanfOodspicy？

第４回Unit2:Whereisvolleyballpopular？
第５回Unit2:Whereisvolleyballpopular？
第６回Unit3:Thenightlifeisgreat！

第７回Unit3:Thenightlifeisgrea
第８回第１回まとめ

第９回Unit4:1t.sterrificdanceｍｕｓｌｃ．

第１０回Unit4:1t.sterrificdancemusic．

第１１回Unit5:Ｉｄｏｎ，tlikehorrormovies，

第１２回Unit5:Ｉｄｏｎ，tlikehorrormovies．

第13回Unit6:Doyouliketoeatout？

第14回Unit6:Doyouliketoeatout？
第15回第２回まとめ

【授業概要】

国際化によって、日常生活で世界の様々な国々の人た
ちと出会うのはごく当たり前のことになってきました。
従って、国際語である英語を使えることは非常に自分の
視野を広げるに役に立つことですが、「英語はやはり苦
手！」という人たちの為に、サバイバルのコミュニケー
ション方法を教授するのがこのクラスの目的です。

【授業計画】

第１回Introduction

第２回Unit7:Wheredoyouhavelunch？
第３回Unit7:Wheredoyouhavelunch？

第４回Unit8:Inevergetenoughsleep1
第５回Unit8:Inevergetenoughsleepl
第６回Unit9:Ｄｏｙｏｕｇｏｔｏｔｈｅｇｙｍ？
第７回Unit9:Ｄｏｙｏｕｇｏｔｏｔｈｅｇｙｍ？
第８回第１回まとめ

第９回UnitlO:ItthereanATMaroundhere？

第１０回UnitlO:IsthereanATMaroundhere？

第１１回Unitll:ＩｗａｎｔｔｏｂｕｙａＣＤ・
第１２回Unitll:IwanttobuyaCD・
第１3回Unitl2:That，sanicejacketI
第14回Unitl2:That･sanicejacket！
第15回第２回まとめ

－９４－



区分 学部基礎科目群一外国語科目

授業科目 時事英語Ｉ

(英訳） (EnglishfromtheMedial）

担当教員 増山栄一エリック

単位数 ｌ単位 配当年期 ３ 年 次前期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

時事英語の文体や構成など雅本的な特性から始め、徐々に新聞・雑

謎の記事、蒋評欄、スポーツ欄、インタビューや報道番組聯の英文を

織読及び視聴していく。それに伴って、時邪英語の語蕊、術い回し、

構文、表現等を判得していく．後半には受識生が興味を持つ記事を選

んで翻訳や要約、それにクリテイシズムを沸いたり、ニュースキャス

ターとなって時'1#英語を発表する等の課題を'j,える。

【成績評価の方法】

出席（１０％）クラス参加（20％）

小テスト・課題提出（15％）クラス発表（１５％）

中間試験（20％）期末試験（20％）

以上totallOO％から評価して成績を出す。

【教科書】

AkiraMorita他著「BBCドキュメンタリーの世界へようこ

そ：ＷｅｌｃｏｍｅｔｏＢＢＣｏｎＤＶＤｊ成美堂。

【参考書】

加えて適宜プリント教材を用いる。

【メッセージ】

以下の計画にそって前期の授業を行う予定でいるが、あ

くまでも予定であるので変更がある際には、口頭でその変
更を説明するので、聞き逃さないようにすること◎

区分 学部基礎科目群一外国語科目

授業科目 時事英語Ⅱ

(英訳） (EnglishfromtheMediaⅡ）

担当教員 増山栄一エリック

単位数 ｌ 単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 必修･選択必修種１画
【授業の目的】

時事英語の文体や構成など雅本的な特性から始め、徐々に新聞・雑

誌の記事、番評欄、スポーツ欄、インタビューや報道番組等の英文を

講読及び視聴していく。それに伴って、時邪英語の語焚、商い回し、

櫛文、表現等を習得していく。後半には受講生が興味を持つ記事を選

んで翻訳や要約、それにクリテイシズムを神いたり、ニュースキャス

ターとなって時事英語を発表する等の課題を与える。

【成績評価の方法】

出席（１０％）クラス参加（20％）

小テスト・課題提出（15％）クラス発表（１５％）

中間試験（20％）期末試験（20％）

以上totallOO％から評価して成績を出す。

【教科書】

AkiraMorita他著「BBCドキュメンタリーの世界へようこ

そ：ＷｅｌｃｏｍｅｔｏＢＢＣｏｎＤＶＤｊ成美堂。

【参考書】

加えて適宜プリント教材を用いる。

【メッセージ】

以下の計画にそって前期の授業を行う予定でいるが、あ

くまでも予定であるので変更がある際には、口頭でその変

更を説明するので、聞き逃さないようにすること。

【授業概要】

指定された教科将と必要に応じて用意きれたプリントや視聴覚
の補助教材を使って、最近マスメディアに現れた英文を読んでい
く。社会に出た時に実際に接する媒体なので、lVI肌l科目への準備、
TOEICでの高得点獲得の為にも、このクラスで多くを習得して、英
語の妓終科目として欲しい。尚、小テスト、課題提出、毎クラスで

のクラス参加、クラス発表、さらに中間・期末試験と毎週多忙なの
で、コンスタントな学習が求められる。

【授業計画】

第１回Introduction

第２回Ｌｌ:HamburgerHistory（準備）

第３回Ｌｌ:HamburgerHistory（本文）

第４回Ｌ､2:RingsandThings（準備）

第５回Ｌ,2:RingsandThings（本文）

第６回Ｌ３:BringingupBaby（準備）

第７回Ｌ３:BringingupBaby（本文）
第８回第１回まとめ

第９回Ｌ４:TheBhutanese（準備）

第１０回Ｌ,4:TheBhutanese（本文）

第１１回Ｌ､5:IntotheWilderness（準備）

第１２回Ｌ､5:IntotheWilderness（本文）

第13回Ｌ､6:Jade（準備）

第14回Ｌ６:Ｊａｄｅ（本文）
第15回第２回まとめ

【授業概要】

指定された教科将と必要に応じて用意されたプリントや視聴覚
の補助教材を使って、最近マスメディアに現れた英文を読んでい
く。社会に出た時に実際に接する媒体なので、専門科目への準備、
TOEICでの高得点獲得の為にも、このクラスで多くを習得して、英
語の鎧終科目として欲しい。尚、小テスト、課題提出、毎クラスで
のクラス参加、クラス発表、さらに中間・期末試験と毎週多忙なの
で、コンスタントな学習が求められる。

【授業計画】

第１回Introduction

第２回Ｌ,7:TheMongols（準備）

第３回Ｌ７:TheMongols（本文）

第４回Ｌ８:Diamonds（準備）

第５回Ｌ８:Diamonds（本文）

第６回Ｌ９:GorillasinOurMidst（準備）

第７回Ｌ,9:GorillasinOurMidst（本文）

第８回第１回まとめ

第９回LlO:AFather'ｓLabor（準備）

第１０回Ｌ､１０:AFather.ｓLabor（本文）

第１１回Ｌ､11:Queues（準備）

第１２回Lll:Queues（本文）

第13回Ｌ､12:AheadofFashion（準備）

第14回Ｌ,１２:AheadofFashion（本文）

第15回第２回まとめ

－９５－



－９６－

区 分

授業科目
(英訳）

担当教員

学部基礎科目群一外国語科目

中国語会話初級Ⅱ

(ChineseConversationBasicⅡ）

徐亜文

【授業概要】

前期に引き続き基本的な単語と文型を学習しながら、
会話練習を進めていく。

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次後 期

必 選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

よく使う単語や基本文型を身につけ、中国語で初級しべ

ルの会‘話ができるようになることを目標とする。

【成績評価の方法】

平常点50％、宿題練習20％、試験30％

【教科書】

｢基礎から着実に身につく中国語」大内田三郎著駿河台
出版社2004年。

【参考書】

｢初めて学ぶ中国語」依藤醇著語研2001年。

【メッセージ】

中国語ができるようになれば、今後の就職活動や、就職

後の職業生活においてきっと役に立つと思います。この授
業でしっかりその基礎を身に付けましょう ○

【授業計画】

第１回第２課までの復習

第２回第３課私は中国語を勉強している。本文①
第３回本文②、自己紹介、練習

第４回第４課私はリンゴを買います。本文①
第５回本文②、本文③、練習

第６回第５課お嬢さんはきれいですね。①本文
第７回本文②

第８回本文③、練習

第９回第６課私はジュースは飲まない。本文①
第１０回本文②

第１１回本文③、練習

第１２回第７課ご家族の人数は多いですね。本文②
第13回本文②

第14回本文③、練習

第15回まとめ

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

学部基礎科目群一外国語科目

中国語会話初級Ｉ

(ChineseConversationBasicl）

徐亜文

【授業概要】

中国語の発音の仕組みを最初に紹介し、それから発音

の基礎となる母音、子音、声調を勉強して、その上で基

本的な会話を練習する。

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 必修･選択必修．G翻り
【授業の目的】

初めて中国語に接する学生を対象に、中国語会話の基礎

を身に付けることを目標としている。とくに発音の習得に
重点をおいて進める。

【成績評価の方法】

平常点50％、宿題練習20％、試験30％

【教科書】

｢基礎から着実に身につく中国語」大内田三郎箸駿河台
出版社2004年。

【参考書】

｢初めて学ぶ中国語」依藤醇著語研2001年。

【メッセージ】

中国語が話せるようになれば、１３億人とのコミュニケー

ションが可能になり、世界が広がってきます。中国語の学
習は決して楽なことではないが、やり遂げれば必ず身につ
きます。

【授業計画】

第１回発音の仕組み

第２回母音一単母音

①
②

幸
日
立
日

母
母

複
複

一
一

幸
日
立
日

母
母

回
回

３
４

第
第

①
②

幸
日
幸
白

子
子

回
回

５
６

第
第

第７回声調

第８回組み合わせ練習①

第９回組み合わせ練習②

第１０回第１課こんにちは！本文①

第１１回本文②、練習

第12回第２課私たちはみな元気です。本文①
第13回本文②、練習

第14回復習

第15回まとめ



区分 学部基礎科目群一外国語科目

授業科目 韓国・朝鮮語会話初級Ｉ

(英訳） (KoreanConversationl）

担当教員 金廷祐

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 必修･選択必修種Wう
【授業の目的】

この授業は初めてハングル（韓国･朝鮮語）を学ぶ人の

ための入門クラスで、韓国朝鮮語初級Ｉの講義と並行しな

がら、ハングルの基礎的コミュニケーション能力を獲得す

ることをその目的とする。

【成績評価の方法】

平常点50％、レポート20％、試験30％で評価する

【教科書】

｢書いて覚える初級朝鮮語」改訂版ＣＤ付（白水社）

プリント使用

【参考書】

韓日辞書（たとえば「日韓・韓日辞典」（民衆書林)）

【メッセージ】

①相乗効果が高いため、捜厘遡鮭f識lli3LLとUQ韮jti厘修を
おすすめする。

②４．５月の学習がその後の進展と楽しさをほぼ決定づけ

るので、必ず参加すること。

区分 学部基礎科目群一外国語科目

授業科目 韓国・朝鮮語会話初級Ⅱ

(英訳） (KoreanConversationⅡ）

担当教員 金廷祐

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次後期

必選別 必修･選択必修鍾励
【授業の目的】

この授業は初めてハングル（韓国・朝鮮語）を学ぶ人の

ための入門クラスで、韓国朝鮮語初級Ｉの講義と並行しな

がら、ハングルの基礎的コミュニケーション能力を獲得す

ることをその目的とする。

【成績評価の方法】

平常点50％、レポート20％、試験30％で評価する

【教科書】

｢書いて覚える初級朝鮮語」改訂版ＣＤ付（白水社）

プリント使用

【参考書】

韓日辞書（たとえば『日韓・韓日辞典」（民衆書林)）

【メッセージ】

相乗効果を高めるため、謹鴎醗識腿辿とﾐﾉQ,並ft履修
をおすすめする。

【授業概要】

鯨IKI朝鮮語初級Ｉで学習したハン
本的な文法と諦鍵をもとに、読み．
機能をバランスよく伸ばしていく。

グルの文字や発f9fの習熟を図る一方、

文字と発音、雄
き・聞き・話す 四

ずIiiIjUlでは、ハン
本的な文法と語錘

グル

沓:き
まず

基本

必､要を用いて、簡単な１１常会話を行う。必､要に応じて映画．

K-popといったメテ琴イア
使ってみよう。

【授業計画】

も活用し、学習した言語を早く

第１回ハングルはどんな言葉なのか…いくつかの側面

から日本語と対照しつつ、簡単にながめる。

第２回ハングルの文字と発音…母音と子音

第３回ハングルの文字と発音…すべての子音

第４回簡単な音読、文字の復習①

第５回簡単な音読、文字の復習②

第６回基本的なあいさつ…出会い／別れのあいさつ

第７回自己紹介…私は○○です。

第８回基本的な日常会話ｌ…これは何ですか。

第９回小テストとビデオ鑑賞

第１０回基本的な日常会話２…花は○○です

第11回基本的な日常会話３…○○はどこですか

第１２回動詞の活用（一己L1E}／告1-1斗）

第13回基本的な日常会話４…○○へ行きます

第14回復習と音楽鑑賞（文法と並行）

第15回「まとめ」

【授業概要】

後期では､前期の授業の成果をもとに､雌礎的な日常会
話の能力を獲得する。また、日本語との対･照諒語学的な観
点からの理論的な面白さを満喫する一方で､実際に使える
実践的な表現能力の養成をn指す｡必要に応じて映画・

K-popといったメディアも活用し、学習した言語を早く
使ってみよう。

【授業計画】

第１回好き嫌いの表現

第２回買い物

第３回食事に関する表現

第４回状態・状況に関する表現

第５回時間と暇日に関する表現

第６回昨日したこと

第７回能力に関する表現

第８回意志・願望に関する表現

第９回小テストとメディア学習

第１０回自分の考えを伝える

第11回電話をかける

第12回ハングルでナゾナゾ

第13回友達との会話

第14回復習と音楽による音感の習熟（文法と並行）

第15回「まとめ」

－９７－



区分 学部基礎科目群一外国語科目

授業科目 中国語中級Ｉ

(英訳） (ChineseCommunicationlntermediatel）

担当教員 徐亜文

単位数 ｌ単 位 配当年期 ２ 年 次 前期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

中国語の基礎ができているという前提の下で、より高水

準の会話能力と読解力を身に付けることを目標とする。

【成績評価の方法】

平常点50％、宿題練習20％、試験30％

【教科書】

｢デビュー中国語｣児野道子・鄭高詠著金星堂2007年。

【参考書】

｢初めて学ぶ中国語」依藤醇著語研2001年。

【メッセージ】

中国語中級は一年間ほど中国語学習経験がある学生を対

象とする授業です。ここまで来ると、難しさがましてくる

が、楽しさも倍増してくるはずです。

区分 学部基礎科目群一外国語科目

授業科目 中国語中級Ⅱ
(英訳） (ChineseCommunicationlntermediateⅡ）

担当教員 徐亜文

単 位数 ｌ単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必 選別 必修･選択必修唾WＤ
【授業の目的】

この授業では、より高いレベルの会話能力と読解力を身

に付け、また中国語で書く能力を少しずつ育てていくこと

を目標とする。

【成績評価の方法】

平常点50％、レポート20％、試験30％

【教科書】

｢デビュー中国語｣児野道子・鄭高詠著金星堂2007年。

【参考書】

『初めて学ぶ中国語」依藤醇著語研2001年。

【メッセージ】

中国語中級の授業をしっかりやっていれば、日常会話だ

けではなく、簡単な文章の読み書きもできるようになる

はずです。ここまでやり遂げればきっと中国語勉強の面白

さ、外国語ができるという喜びを実感できると信じていま

す○

【授業概要】

初級レベルと比べて、より難しい語句とやや複雑な文

型、そしてより高度な会話を学習していく。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回第六課彼は歌がとても上手です文法

第３回本文

第４回練習問題とミニ会話

第５回第七課どこにいらっしゃいますか文法

第６回本文

第７回練習問題とミニ会話

第８回第八課彼女の家に遊びに行きます文法

第９回本文

第１０回練習問題とミニ会話

第１１回第九課何をしていますか文法

第12回本文

第13回練習問題とミニ会話

第14回復習

第15回まとめ

【授業概要】

前期に引き続き、さらに難しい語句、複雑な文型、そ

して高度な会話を勉強しながら、中国語で書く練習を開

始する。

【授業計画】

第１回第九課までの復習

第２回第十課これはいくらですか文法

第３回本文

第４回練習問題とミニ会話

第５回第十一課私に見せてください文法

第６回本文

第７回練習問題とミニ会話

第８回第十二課パソコンを弟に壊されました文法

第９回本文

第１０回練習問題とミニ会話

第１１回第十三課電話してもいいですか文法

第１２回本文

第１３回練習問題とミニ会話

第１４回復習

第15回まとめ

－９８－



区分 学部基礎科目群一外国語科目

授業科目 韓国・朝鮮語中級Ｉ

(英訳） (Koreanlntermediatel）

担当教員 金廷祐

単位数 ｌ単位 配当年期 ２年次前期

必選別 必修･選択必修･種WＤ
【授業の目的】

この授業は韓国朝鮮語初級Ｉの講義を履修した人のため

のクラスで、「ハングル（韓国・朝鮮語)」を総合的に学ぶ

ことを目的とする。

【成績評価の方法】

平常点50％、レポート20％、試験30％で評価する

【教科書】

特にないが、「書いて覚える初級朝鮮語（白水社)』を持

参すること。プリント使用

【参考書】

韓日辞書（たとえば「日韓・韓日辞典』（民衆番林)）

【メッセージ】

ハングルは日本語と酷似しており、読み・響きという基

礎を学習した人なら、辞書さえあれば、簡単な韓国の新聞

記事や童話などを購読することができる費用対効果の高い

言語である。授業には必ず参加して、毎日少しずつハング

ルを覚えていこう。

区分 学部基礎科目群一外国語科目

授業科目 韓国・朝鮮語中級Ⅱ

(英訳） (KoreanlntermediateⅡ）

担当教員 金廷祐

単位数 ｌ単位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 必修選択必修種W、
【授業の目的】

この授業は韓国朝鮮語初級・中級前期を履修した人、な

いしはそれに準ずる言語能力を評価された人のためのクラ

スである。韓国朝鮮語中級コースは、初級・中級前期で学

習した発音や基礎文法、語棄をさらに発展させながら、文

法(尊敬語・謙譲語・連体形など)､会話などを中心に行う。

【成績評価の方法】

平常点50％、レポート20％、試験30％で評価する

【教科書】

特にないが、「書いて覚える初級朝鮮語（白水社)」を持

参すること。プリント使用

【参考書】

韓日辞書（たとえば「日韓・韓日辞典」（民衆普林)）

【メッセージ】

この授業が、本校現代社会学部におけるハングル講座の

最後を締めくくることになってはいるが、終了後も関心を

持って隣国の動きを注目してみよう。

【授業概要】

前期では、単調な反復・暗記になりがちな学習方法を
止揚して、いくつかのシチュエーションを想定し、その
シチュエーションに即した文法と語莱、さらに韓国社会
の実情などを関連づけて考察していく。日本語・日本文
化との比較でもあるこの授業は、新聞や雑誌を活用しな
がら、韓国の｢今｣を触れる機会にしたい。

【授業計画】

第１回文字と発音の復習

第２回基本的な文法と語葉の復習並びに確

第３回Situationl刈到(再会）…5ＷｌＨと略待上称形
第４回短い新聞記事購読①

第５回Situation2どこへ行こうか…様々な形容詞、

願望

第６回新聞記事購読②

第７回Situation3久しぶりです…連体形、勧誘

第８回短い文書読解①

第９回小テストとビデオ鑑賞

第１０回Situation4民俗村にて…進行形、数詞

第１１回新聞記事購読③

第１２回Situation5ここが清渓川です…原因・理由の

表現

第13回短い文書読解②

第14回新聞記事購読④

第15回「まとめ」

【授業概要】

後期では、前期の続きとして、シチュエーション別会
話を行う一方､新聞記事や雑誌の購読に力を入れていく。
また、映画やK-popなどの資料を必要に応じて使うこと
で、韓国文化への理解をも深めていく。こうして外国語
と外国文化に接することで、自国文化と自国語、そして
社会を見つめ直す機会にしたい。

【授業計画】

第１週基礎的な文法と語莱などの復習及び確認

第２週Situation6済州道にて

第３週ハングル短文購読

第４週新聞記事購読①

第５週Situation7映画館の前で

第６週ハングル短文購読①

第７週雑誌の記事購読②

第８週Situation8さよなら

第９週新聞記事購読③

第１０週韓国の短編小説購読’

第11週韓国の短編小説購読２

第１２週韓国の短編小説購読３

第13週ビデオ鑑賞（韓国映画）

第14週ハングル短文購読②

第15週「まとめ」

－９９－



区分 学部基礎科目群一情報科目

授業科目 情報基礎Ｉ（ワード）

(英訳） (IntroductiontolnfOrmationl(Word)）

担当教員 花谷美香

単 位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期

必 選別 必修･選択必修．q翻り
【授業の目的】

現在、デファクトスタンダード（業界標準）として利用

されている「Word」を中心に、操作方法・活用方法を習

得することを目標としていく。

併せて､｢Word｣の資格取得も視野に入れて進めていく。

【成績評価の方法】

授業への出席を最優先の評価基準として、定期試験の結

果、授業態度などを含めて、総合的に評価する。

【教科書】

MicrosoftOfficeWord2007＆MicrosoftOfIiceExcel2007

【参考書】

【メッセージ】

本実習では、情報化社会に対応できるよう、情報活用能

力向上を目的に進めていきたいと考えています。演習で

は、ほんのわずかなことしかできません。実社会で役に立

つよう、授業外での練習もしっかりやっていき、検定試験
を取得するようにいたしましょう ○

区分 学部基礎科目群一情報科目

授業科目 情報基礎Ⅱ（エクセル）
(英訳） (Introductiontolnfbrmationl(Excel)）

担当教員 花谷美香

単 位数 ２ 単位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 必修･選択必修ご翻り
【授業の目的】

現在、デファクトスタンダード（業界標準）として利用

されている「Excel」を中心に、操作方法・活用方法を習
得することを目標としていく。

併せて､｢Excel｣の資格取得も視野に入れて進めていく。
【成績評価の方法】

授業への出席を最優先の評価基準として、定期試験の結
果、授業態度などを含めて、総合的に評価する。

【教科書】

MicrosoftOfficeWord2007＆MicrosoftOfficeExcel2007

【参考書】

【メッセージ】

本実習では、情報化社会に対応できるよう、情報活用能

力向上を目的に進めていきたいと考えています。演習で

は、ほんのわずかなことしかできません。実社会で役に立

つよう、授業外での練習もしっかりやっていき、検定試験
を取得するようにしましょう ○

【授業概要】

コンピュータを使ったことがない、キーボードにほと

んど触れたことがないという方を対象としています｡従っ

て、基礎的な事項の習得を重視します。

【授業計画】

第１回Wordの基本操作・画面構成・文字の入力

第２回文章の入力

第３回文書の作成・文書の印刷

第４回表の作成・編集

第５回文番の編集

第６回表現力をアップする機能

第７回インデント設定

第８回タブ設定・図形描画機能

第９回ビジネス文書の編集

第１０回実践演習①

第１１回実践演習②

第１２回実践演習③

第13回実践演習④

第14回実践演習⑤

第１５回実践演習⑥

【授業概要】

コンピュータを使ったことがない、キーボードにほと

んど触れたことがないという方を対象としています｡従っ

て、基礎的な事項の習得を重視します。

【授業計画】

第１回Excelの基本操作・画面構成

第２回ブックの呼出・データの入力・編集

第３回表の作成・編集

第４回表計算機能①

第５回表計算機能②

第６回グラフ機能①

第７回グラフ機能②

第８回ワークシートの連携

第９回データベース機能

第10回実践演習①

第１１回実践演習②

第１２回実践演習③

第１３回実践演習④

第14回実践演習⑤

第15回実践演習⑥

－１００－



専門教育科目

く工学部》

総合工学科

バ イ オ
『

リサイクル専攻



Ｕ刃弓､しⅡ三

敗欄の○

－１０１－

(2)総合工学科バイオ・リサイクル専攻科目
単位数欄の○は必修を表わす

科
目
群

授業科目
単
位
数

毎週授業時間数

l年次 ２年次 ３年次 ４年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

備考
記載
ページ

学
部
基
礎
科
目

線形代数Ｉ

線形代数Ⅱ

基 礎 数 学

基礎数学演習

微分・積分Ｉ

微分・積分演習Ｉ

微分・積分Ⅱ

微分・積分演習Ⅱ

科学技術の基礎

化学Ｉ

化学Ⅱ

物理学Ｉ

物理 学 Ⅱ

化 学実 験

イン タ ー ン シ ッ プ Ｉ

インターンシップⅡ

キャリアデザインＩ

キャリアデザインⅡ

２

２

２

２

２

２

２

２

②

②

２

②

２

①

１

１

①

①

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

7６

7６

7７

7７

7８

7９

8０

8０

8１

8２

8２

8３

8３

8４

8５

8５

8６

8６

専
門
科
目

専
門
導
入
科
目

専
門
発
展
科
目

導入 教 育

解体工学概論

生物利用技術

環 境科 学

伝 統の 技

廃棄物処理法規

環境・リサイクル法

有害物質概論

物理学実験

地学 Ｉ

栽培演習

地学実験

材料と機能

生体‘情報学

生命化学Ｉ

ナノテクノロジー入門

熱 力 学

マテリアノレの基礎

バイオエレクトロニクス

②

②

②

②

２

②

②

２

①

２

２

１

②

２

②

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

□

□

□

□

lO3

1０３

1０４

104

1０５

1０５

1０６

lO6

1０７

107

lO8

1０８

109

１０９

1１０

llO

111

1１１

112



卒業必要単位数は124単位以上とする。

教養科目28単位以上、学部基礎科目９単位以上、専門科目75単位以上（ものづくり科目１０単位、所属する専

攻の科目から55単位以上、他の副専攻科目から10単位)、卒業論文５単位を修得しなければならない。

注）単位数欄の○印は専攻必修科目

備考欄の口印は副専攻科目を表わす

－１０２－

科
目
群

授業科目

単
位
数

毎週授業時間数

l年次 2年次 ３年次 ４年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

備考
記載
ページ

専
門
科
目

専
門
発
展
科
目

専
門
応
用
科
目

も
の
づ
く
り

科
目

遺 伝子工学Ｉ

物質分析技術

高分子材料

リサイクル技術

食品工学Ｉ

リサイクル技術演習

課題 探 求 Ｉ

課題探求Ｉ（化学）

課題探求Ⅱ

課題探求Ⅱ（生物）

環 境創成科目Ｉ

環境創成科目Ⅱ

環境シミュレーション

環境統計の物理

分子機能設計

極限環境利用技術

生命化学Ⅱ

遺伝子工学Ⅱ

微生物利用技術

バイオ イ ン フ ォ マ テ イ ク ス

自動車構造

放射線の基礎

材料加工演習

循環型社会と地域活動

ものづくり創成Ｉ

ものづくり創成Ⅱ

②

②

２

②

２

②

②

②

②

②

②

②

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

②

④

④

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

□

□

□

□

１１２

１１３

1１３

114

１１４

115

116

１１６

１１７

117

１１８

118

１１９

1１９

120

１２０

121

121

122

１２２

123

123

124

124

125

125
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区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 導入教育

(英訳） (IntroductiontoBio-Recycling）

担当教員 奥田遠藤．佐々木，新川．山寄．渡辺竹野．渡遇，中村

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 ③更Ｚ彦・選択
【授業の目的】

バイオ・リサイクル技術の最新動向などを紹介し、学習

への動機付けを目的とする。

【成績評価の方法】

各講義ごとにレポートや小テストを行いこれらの成績の

合計により評価を行う。

【教科書】

必要に応じてプリント等を配布する。

【参考書】

必要に応じてプリント等を配布する。

【メッセージ】

自分で考え主体的に参加することが重要である。講義で

学んだ内容はインターネット等を活用して自分自身で再度

調べて理解を深めるのが望ましい。

区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 解体工学概論

(英訳） (DiSjointEngineering）

担当教員 金子康紀

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 連記画膨・選択
【授業の目的】

廃棄物とは何か、リサイクルとは何か、どの様にリサイ

クルを進めるべきか、さらにその技術的な課題などについ

てその基礎を学習する。

【成績評価の方法】

①ミニテスト②デイベート点③出席及び態度点④発表点

【教科書】

①ゴミだしハンドブック「ひろしまエイト」②ごみゼロ小

事典

【参考書】

【メッセージ】

授業時間の３倍勉強して欲しい。プレゼンテーション、

ディベート等は経験がないと思うが、社会に出て役立つも

のである。

この科目は必修なので、クラスメートと協力して勉強

し、単位を落とさないようにして欲しい。

【授業概要】

バイオ・リサイクル関連の技術全般についてオムニバ

ス形式で広く紹介する。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回環境問題の現状と対策技術について①

第３回環境問題の現状と対策技術について②

第４回環境問題の現状と対策技術について③

第５回バイオテクノロジー①

第６回バイオテクノロジー②

第７回バイオテクノロジー③

第８回エネルギー活用技術①

第９回エネルギー活用技術②

第１０回エネルギー活用技術③

第１１回科学的思考方について①

第１２回科学的思考方について②

第13回循環型社会関連技術と産業動向①

第14回循環型社会関連技術と産業動向②

第１５回まとめとアンケート実施

【授業概要】

グループ学習を通じて、廃棄物とリサイクルの実際に

ついて学ぶ。先ず、デイベートを行うことにより、廃棄
物の問題点を把握し、次いで自動車の部品等を実際に解

体してリサイクルの処理のあり方を考える。

【授業計画】

☆授業の進展に従って変更することがあるので注意する

こと。

第１回オリエンテーション（講義の進め方、リサイク

ルとはなにか）

第２回講義Ｉ（家庭ごみの収集と処理の問題について）

第３回デイベートＩ

第４回デイベートⅡ

第５回デイベートⅢ

第６回課題研究Ｉ（研究の進め方の説明、ミニテスト

の問題提示）

第７回課題研究Ⅱ（ミニテストｌ、グループ研究）

第８回講義Ⅱ（廃棄物処理・リサイクル促進に関わる

動向）

第９回課題研究Ⅲ（グループ研究）

第１０回講義Ⅲ（自動車の循環とＥＬＶ〈使用済み自動車

l〉）

第11回課題研究Ⅳ（ミニテスト２，グループ研究）

第12回講義Ⅳ（講義とグループ研究）

第13回発表準備（グループ研究）

第14回発表Ｉ（課題研究の発表、ｌ～５班）

第15回発表Ⅱ（課題研究の発表、６～９班）

－１０３－



区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 生物利用技術

(英訳） (TechnologyofBiologicalApplication）

担当教員 新川英典

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 唖ZEZ塵・選択
【授業の目的】

生物学の基礎および生物の機能を学習し、中学・高校で

の項目の復習ならびに生物を履修していない学生に生物学

の基礎を習得させる。さらに生物による物質生産、生物機

能の環境浄化への応用、動植物のバイオテクノロジーなど

を解説し、中学・高校で学習していないさまざまな生物利

用についても学習する。

【成績評価の方法】

期末試験およびレポート課題の点数を総合評価する。

【教科書】

バイオテクノロジー一基礎原理から工業生産の実際まで一

(久保幹、新川英典、蓮実文彦）大学教育出版

【参考書】

【メッセージ】

化学Ｉ，Ⅱおよび化学実験を履修することが望ましい。

区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 環境科学

(英訳） (EnvironmentalScience）

担当教員 竹野健次

単 位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 連記Ｚ瞳・選択
【授業の目的】

現在は環境問題を考えることなく、技術を進歩させるこ

とが出来なくなっている。また、知性あふれる社会人に

とっても環境理念の育成は重要である。本講義では、大気
汚染、水質汚染、騒音、地形および地質、植物および動物
等生物の分布、景観、科学物質、ハイテク汚染等、環境と
技術の調和がいかに重要かであるかを理解することを目的
とする。

【成績評価の方法】

レポートの採点と期末試験の結果の合計で、百点満点で
60点以上の得点を合格とし評価をする。

【教科書】

物質科学

(著）佐々木健、鈴木洗次郎（出版社）学術図書

【参考書】

【メッセージ】

ノート、メモを取る習慣の育成に努め､各章の区切りで、

レポート提出を求める。

【授業概要】

細胞の構造と機能、増殖、酵素、代謝、遺伝、遺伝子

科学、生殖、発生、動物学、植物学、微生物学、生態学、

生物による物質循環などを講義し、生命とは何かを科学

的に考えさせる。また、生物利用の応用についても概論

を講義する。

【授業計画】

第１回細胞の構造と働き

第２回細胞と個体、増殖、単細胞生物、多細胞生物、

動物と植物

第３回代謝とエネルギー、呼吸、酵素反応

第４回生物のエネルギー、光合成とエネルギー

第５回生殖、発生、受精

第６回遺伝と変異、遺伝の法則、遺伝子とは

第７回動物の反応と調節、神経系、動物の行動

第８回植物の反応と調節、成長の調節、花芽形成の調

節

第９回生物群集の分布と遷移、個体群、生物群落

第１０回生態系による環境評価と物質循環の評価と
応用

第１１回農業生産、物質生産への生物応用

第12回生物の環境浄化への応用

第13回組織培養と有用物質生産への応用

(植物バイオテクノロジー）

第１４回クローン動物作出の原理と応用

(動物のバイオテクノロジー）

第15回まとめ

【授業概要】

人類は２１世紀を迎え、環境問題はもはや地球規模で対
応せざる得なくなっている。人と自然が共生していた時
代から産業革命以降、人類と環境問題は急速に悪化して
きた。このように人類と環境の歴史、公害、酸性雨、環
境ホルモン、地球温暖化など、人類の産業と環境問題に
ついて学習する。

【授業計画】

第１回環境とは、環境理念

第２回悪臭物質、発生と防止技術

第３回振動と騒音、規制と防止技術

第４回水環境、名水と環境

第５回汚水処理、公害防止技術

第６回水生生物、水質と水生昆虫

第７回環境関連法規、環境基本法等
第８回大気汚染Ｉ，発生源と防止

第９回大気汚染Ⅱ、自動車排ガス、光化学スモッグ

第１０回酸性雨、発生とその影響

第１１回環境ホルモン、ダイオキシン汚染

第１２回資源リサイクル、再利用技術

第13回ゼロエミッション、廃棄物の有効利用

第14回環境修復（リメデイエーション)､土壌､地下水、
海域汚染の修復

第15回授業のまとめ

－１０４－



区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 伝統の技

(英訳） (TraditionalTechnologyinJapan）

担当教員 吾郷克己

単位数 ２単 位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 専攻必修．⑥罰、
【授業の目的】

資源植物の生育に応じた栽培管理やその収種物の調整．

加工技術と、工業技術を組み合わせた効率的な栽培管理技
術について体験学習する。

【成績評価の方法】

体験学習の進捗に応じて、適宜レポートを提出させる。

レポートの結果から、lOO点満点で60点以上を合格とし評

価を行う。

【教科書】

プリント配布

【参考書】

野菜を育てて学ぶ食育実践ＢＯＯＫ

(編集）家の光協会

【メッセージ】

屋外での農作業に適した服装・履物等を準備すること。

雨天の場合は栽培実習に代えて、関連技術の座学にする

こともある。

区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 廃棄物処理法規

(英訳） (WasteManagementLaw）

担当教員 山寄勝弘

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 唖3でＺ底・選択
【授業の目的】

膨大な一般・産業廃棄物を適性に処分するために必要な

収集・運搬、中間処理、最終処分等にかかる廃棄物処理法

と運用について理解する。

【成績評価の方法】

講義の進捗に応じて、適宜レポートを提出する。

期末試験、レポートの結果を総合して、１００点満点で6０

点以上を合格とし、３段階評価を行う。

【教科書】

プリントを配布する。

【参考書】

産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会テキスト

(編集）日本産業廃棄物処理振興センター

【メッセージ】

資源・環境・廃棄物処理に関する新聞・テレビ等の報道

に注目し、現状と課題を知ることが重要です。

【授業概要】

稲作、野菜、果樹、花木等の栽培実習を通じて、食料

自給率、食の安全、農業系バイオマスのリサイクル、有

機農法、農業と環境問題等を学ぶ。また、センサー、タ

イマー、人工光、ソーラー等の工業技術を応用した効率

的な農業・園芸技術の発展について体験学習する。

【授業計画】

第１回小型農業機械等による畑地の調整。

第２回秋まき野菜・花木等の栽培・管理技術①

第３回水耕栽培による野菜等の栽培・管理技術

第４回プランターによる野菜の栽培・管理技術①

第５回秋まき野菜・花木等の栽培・管理技術②

第６回プランターによる野菜の栽培・管理技術②

第７回人工光よる野菜の栽培・管理技術

第８回水稲の収穫・調整

第９回収穫物の加工実習①

第１０回秋まき野菜・花木等の栽培・管理技術③

第１１回プランターによる野菜の栽培・管理技術③

第１２回秋まき野菜・花木等の栽培・管理技術④

第１３回収穫物の加工実習②

第14回温室を利用した野菜等の栽培・管理技術

第15回収穫物の加工実習③

【授業概要】

環境保全と循環型社会を形成するためには、年間４億

5千万トンに及ぶ廃棄物を適性に処分し、最終処分場の

逼迫、不法投棄の防止に対応する必要がある。

一般・産業廃棄物、特別管理一般・産業廃棄物の処理

システムについて学ぶ。

【授業計画】

第１回環境基本法、循環型社会形成基本法

第２回一般廃棄物・産業廃棄物処理の現状

第３回廃棄物の定義、区分、種類

第４回産業廃棄物、特別管理廃棄物の処理基準

第５回排出事業者の責務、処理の委託

第６回産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度

第７回廃棄物処理業（許可基準、届出、責務）

第８回処理施設（種類、構造基準、欠格要件）

第９回処理施設（中間処理、各種届出、責務）

第10回再生利用認定制度

第１１回広域的処理認定制度

第12回無害化処理認定制度

第13回廃棄物再生事業者、安全管理、行政処分

第14回欧米等先進国の廃棄物処理法規との比較

第15回まとめ

－１０５－



－１０６－

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

専門科目群一専門導入科目

有害物質概論

(StudyofHarmfulSubstances）

佐々木健

【授業概要】

有害物質の物理的基本特性と、各有害物質の生物物理

的、生物化学的作用機構などを学習する。

単位数 ２単位 配当年期 ２年次前 期

必 選別 専攻必修． 彊励
【授業の目的】

世の中にはさまざまな有害物質、化学物質が存在してい

る｡有害物質はなぜ有害なのか､それらの物理的基礎特性、

生物物理作用を学習する。さらに、生物化学的特性もあわ

せて理解し、環境保全の意味からも詳しい知識を深める。

【成績評価の方法】

出席と期末の筆記試験により総合的に評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

化学Ｉ、Ⅱ、生物利用技術および化学実験を受講するこ

とが望ましい。

【授業計画】

第１回物理特性、電子と原子、原子の構造、原子核の
結合エネルギー、電子配置、原子核の自然崩壊、
半減期、元素の周期律表

第２回有害放射性物質､原子核の放射性崩壊と半減期、
放射線のエネルギー

第３回核燃料廃棄物と有害放射性物質、遮蔽と放射線
エネルギー

第４回放射性廃棄物の物理化学的処理と核燃料サイク
ル

第５回危険物、有害物質の沸点、融点、引火点、粘度

回
回
回
回
回
回

６
７
８
９
ｍ
ｕ

第
第
第
第
第
第

その他基本物性

危険物第１類、６類の特徴、基本物性
危険物２類の特徴、基本物性
危険物３類の特徴、基本物性
危険物４類の特徴、基本物性
危険物５類の特徴、基本物性

、

有害無機化合物の種類と生物物理作用、酵素反
応親和性、反応阻害定数、生体膜電位、電気化学
的ポテンシャルとの関連

第１２回環境ホルモン、有機塩素化合物、微量有害物質
の生物物理および生物化学的作用、タンパク合成
阻害、能動輸送による濃縮、イオンチャンネル
レセプターとの親和性との関連

第13回有害有機化合物の生物物理作用
第14回工業中間体の生物物理作用
第15回まとめ

、

区分

授業科目
(英訳）

担当教員

専門科目群一専門導入科目

環境・リサイクル法

(EnvironmentalRecyclingLaw）

山寄勝弘

【授業概要】

リサイクルを推進するために必要な循環型社会形成基

本法、資源有効利用促進法、各種のリサイクル関連法規

とシステムを学ぶとともに、リサイクルを妨げている社

会的・経済的な背景について理解する。

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次 前期

必選別 唖瓦Z砥・選択
【授業の目的】

持続可能な循環型社会を形成するためには、廃棄物を削

減してリサイクルを推進する必要がある。関係する各種の

リサイクル法を理解する。

【成績評価の方法】

講義の進捗に応じて、適宜レポートを提出する。

期末試験、レポートの結果を総合して、１００点満点で6０

点以上を合格とし、３段階評価を行う。

【教科書】

プリントを配布する。

中小企業基盤整備機構の資料を配付する。

【参考書】

リサイクル六法

(出版社）新日本法規出版株式会社

Iメッセージ】

資源・環境・廃棄物処理に関する新聞・テレビ等の報道

に注目し、現状と課題を知ることが重要です。

【授業計画】

第１回循環型社会形成基本法、資源有効利用促進法の

概要

第２回容器包装リサイクル法の概要

第３回容器包装リサイクル法の運用の現状と課題

第４回家電リサイクル法の概要

第５回家電リサイクル法の運用の現状と課題

第６回建設リサイクル法の概要

第７回建設リサイクル法の運用の現状と課題

第８回食品リサイクル法の概要

第９回食品リサイクル法の運用の現状と課題

第10回自動車リサイクル法の概要

第１１回自動車リサイクル法の運用の現状と課題

第12回グリーン購入法の概要

第13回グリーン購入法の運用の現状と課題

第14回欧米諸国のリサイクル関連法規と日本の法規と

の比較

第15回まとめ



区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 物理学実験

(英訳） (PhysicalPractice）

担当教員 遠藤 敏 郎 、 渡 遜 真 彦 、 中 村 格芳

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 噂記Z鯵・選択
【授業の目的】

体験を通して、自然現象を定量的に取り扱うための糸口

を見出すことを目的とする。

【成績評価の方法】

レポート20％を３回、実験報告プレゼンテーション40％

とし、これらの合計により評価を行う。

【教科書】

プリントを配布する。

【参考書】

【メッセージ】

区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 地学Ｉ

(英訳） (Geologyl）

担当教員 岡田大爾

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 専攻必修． 唾1画
【授業の目的】

現在の科学のほとんどは地球上の現象を解くことから解

明されている。地球上および宇宙での現象を解く地学を学

ぶことは、現在の地球環境の基本を理解するのに有効と思

われる。本講義では、地球上の様々な現象と宇宙の中での

運動を学び、科学、生命、環境の基礎的思考を養うことを

目的とする。

【成績評価の方法】

レポートの採点と期末試験の結果の合計で、百点満点で

60点以上の得点を合格とし、得点により評価をする。

【教科書】

【参考書】

必要に応じプリントを配布する。

【メッセージ】

ノート、メモを取る習・慣の育成に努め､各章の区切りで、

レポート提出を求める。

【授業概要】

物理計測データをパーソナルコンピュータ一等により

計算および解析をおこない、データ整理、解析、表やグ

ラフの作成などを通して、物理現象の取り扱いに必要な

項目の学習を行う。

【授業計画】

第１回ガイダンス、物理実験方法の説明データのまと

め方

第２回力に関する基礎実験’

第３回力に関する基礎実験２

第４回応用実験１－１

実験の概要と実験方法の学習

第５回応用実験１－２

データ採取と取り扱い方の学習

第６回応用実験１－３データの解析とまとめ

第７回応用実験２－１

実験の概要と実験方法の学習

第８回応用実験２－２

データ採取と取り扱い方の学習

第９回応用実験２－３データの解析とまとめ

第１０回応用実験３－１

実験の概要と実験方法の学習

第11回応用実験３－２

データ採取と取り扱い方の学習

第１２回応用実験３－３データの解析とまとめ

第13回実験報告、プレゼンテーション方法の基礎

第14回実験報告書の作成

第15回実験報告会

【授業概要】

我々の住む地球が誕生して46億年といわれている。水
の惑星と呼ばれ、人類はもちろん種々の生命を育む。身
近な生活にも関係する地震、火山活動、地球の内部構造
からプレートの運動、さらに、地殻変動、化石など地球
の歴史、気象と環境問題、太陽系と宇宙論等について講
義する。

【授業計画】

第１回地球の姿

第２回地球内部の構造とプレート

第３回地震

第４回火山活動と温泉

第５回火成岩、堆積岩、変成岩

第６回地殻変動と地形

第７回化石と地層

第８回地球46億年史

第９回大気と水

第10回日本の天気

第11回地球環境の変遷と環境問題

第１２回太陽系

第１３回恒星

第14回宇宙論概論

第１５回まとめ

－１０７－



区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 栽培演習
(英訳） (PracticeofPlantCultivation）

担当教員 吾郷克己

単位 数 ２単位 配当年期 ４ 年 次 前期

必選別 専攻必修・侭③
【授業の目的】

各種植物の細胞観察と栽培、植物カルス培養など講義と
生物実験を通じて、実践的な生物学の重要性を学ぶ。さら
に、生き物に対する気持ち、生物利用の基本的心構えなど
生命倫理についても学習する。

【成績評価の方法】

レポートおよび自由課題研究のプレゼンテーションによ

り総合評価する。

【教科書】

必要に応じプリントを配布する。

【参考書】

【メッセージ】

これは教職科目の必修科目である。化学1,11および化学
実験を履修することが望ましい。

区 分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 地学実験

(英訳） (GeologyLab）

担当教員 岡田大爾・竹野健次

単位数 ｌ単位 配当年期 ４ 年 次 前期

必 選別 専攻必修． 唾1通
【授業の目的】

中学校および高等学校の教員になるための地球科学全般

を、実践的および具体的に学ぶことにより、地学の理解度

を向上させる。目標課題として、地学関連教材の提示、説

明、解説するための地学全般の標本や教材およびそれらの

取り扱いに習熟することを目的とする。さらに、パーソナ

ルコンピューターを応用した地学実習も行う。

【成績評価の方法】

レポートの採点と期末試験の結果の合計で、百点満点で

60点以上の得点を合格とし、得点により評価をする。

【教科書】

必要に応じプリントを配布する。

I参考書】

【メッセージ】

ノート、メモを取る習'慣の育成に努め､各章の区切りで、

レポート提出を求める。

【授業概要】

各項目に関する講義を行った後、植物細胞および核の
顕微鏡観察、水中の微小生物の観察と分類、水質環境評

価、各種植物のポット栽培、ニンジンのカルス培養、光
合成強度と成長曲線の作成、酵母の培養と成長曲線作成
などの実験を行い、レポートにまとめる。

【授業計画】

第１回玉ねぎ細胞顕微鏡観察、核の観察

第２回河川、池中の微小生物の観察と分類、環境評価、
水質汚染度の評価

第３回あさがお、菊、各種球根、大根、白菜のポット

栽培と成長観察

第４回植物ホルモンの作用（エチレン）

第５回ニンジンのカルス培養と植物ホルモンの作用
(オーキシンとサイトカイニン）

第６回光合成強度と成長曲線の作成

第７回光合成色素の薄層クロマトグラフィーによる分
析

第８回無菌播種の原理と意義

第９回酵母の培養と成長曲線の作成

第１０回メチレンブルー染色による酵母の生死判定

第１１回キノコの培養と菌床栽培

第１２回自由課題研究（そのｌ）

第13回自由課題研究（その２）

第１４回自由課題研究の成果発表

第１５回まとめ

【授業概要】

地学を学ぶためには実際に屋外での実習が不可欠であ
る。我々の住む地球の歴史、活動、地殻を学ぶには、現
地での調査も必要となってくる。ここでは、地学を学ぶ
実地調査のための基礎を得ることを念頭に、クリノメー
ター、偏光顕微鏡など器具の取り扱いも含めた調査実習
を行う。

【授業計画】

第１回地形図の読み方

第２回クリノメーターなど地学教材の実習

第３回岩石の観察と分類

第４回土壌、砂、火山灰の観察

第５回造岩鉱物、鉱物結晶の観察

第６回偏光顕微鏡による観察

第７回化石・地層の観察

第８回断層・摺曲について

第９回地質図の読み方

第１０回気象観察および気象関連教材の取り扱い

第１１回天気図の書き方

第１２回天体観察および天文学関連教材の取り扱い

第１３回パソコン利用による、気象・地質実習

第14回パソコン利用による、天体運動のシミュレーショ

ン

第１５回授業のまとめ

－１０８－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 材料と機能

(英訳） (MaterialScience）

担当教員 山寄勝弘

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必選別 連蚕悪鯵・選択
【授業の目的】

材料の機能は表/界面の構造と密接な関係がある。この

講義では表/界面構造制御によって、用いられる材料の物

性的機能や特性が創出されることを学ぶ。

【成績評価の方法】

講義の進捗に応じて、適宜レポートを提出する。

期末試験、レポートの結果を総合して、lOO点満点で6０

点以上を合格とし、３段階評価を行う。

【教科書】

プリントを配布する。

【参考書】

界面と界面活性物質

(著）鈴木洋（出版社）産業図書

【メッセージ】

材料について理解することが、ものづくりの原点です。

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 生体情報学

(英訳） (Bio-infbrmatics）

担当教員 佐々木健

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 専攻必修． 唾狗
【授業の目的】

さまざまな生体反応をコンピュータを用いて解析するた

めの基本技術の習得を目的とする。特に分子生物学、生化

学の基礎、遺伝子の役割、遺伝子解析の例などの、基本的

な生体反応とそのコンピュータ解析技術および基礎知見の

習得を行う。

【成績評価の方法】

期末試験、アチーブメントテスト、出席を総合的に評価
する ○

【教科書】

プリント資料を配布する。

【参考書】

【メッセージ】

化学Ｉ、Ⅱおよび化学実験を履修すること。

【授業概要】

材料の表/界面を理解するために、界面活性、個体表面

構造基礎の概要を学習し、表/界面の機能が興行的及び生

体内で重要な作用を示すことを学ぶ。

【授業計画】

第１回工業材料・生体材料の種類と用途

第２回材料の機能とは何か

第３回界面物性基礎①

第４回界面物性基礎②

第５回界面物性基礎③

第６回化学的界面制御の方法と環境対応技術

第７回生体機能と表/界面現象①

第８回生体機能と表/界面現象②

第９回生体材料（人工物）の表/界面機能

第１０回固体表面構造の基礎①原子配列、電子の動き

第１１回固体表面構造の基礎②外的条件による界面構

造変化

第１２回固体表面構造の基礎③表面の化学的修飾法

第13回材料を取り巻く環境に対応した表/界面機能の実

際①

第14回材料を取り巻く環境に対応した表/界面機能の実

際②

第15回まとめ

【授業概要】

生体情報学を理解するために､生化学の基礎を復習し、

生体反応をコンピュータを用いて解析するための基礎知

見を学習する。さらに生体情報にかかわる遺伝子など分

子生物学を学習し、生体反応のメカニズムを理解するよ

う講義を進める。演習も行う。

【授業計画】

第１回生化学の基礎糖質

第２回生化学の基礎タンパク

第３回生化学の基礎脂質

第４回代謝、解糖経路とクエン酸回路

第５回電位伝達系

第６回神経系、ニューロンの基礎知識、信号伝達

第７回受容器と効果器

第８回遺伝子と生体情報伝達

第９回生体を校成するシステム

第１０回生体ソフトウエア

第１１回生体情報の応用

第12回遺伝子解析とコンピュータ

第13回ヒトケノム解析

第14回生体情報解析の現状と課題

第15回まとめ

－１０９－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 生命化学Ｉ
(英訳） (LifeSciencel）

担当教員 新川英典

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 哩攻必修・選択
【授業の目的】

バイオサイエンスを根本的に理解するための分子レベル

の体系的な知識を学ぶ。２０世紀の後半は生物学の時代と言

われてきたが､その流れをつくったのは､ワトソンークリッ

クにより提唱されたＤＮＡの二重らせんモデルである。こ

のモデルは、まさに分子の概念を生物学の根本をなす遺伝

現象と結びつけたものである。このいわゆる分子生物学を

学ぶための基礎を学習することを目標とする。

【成績評価の方法】

毎回行う小テストと期末試験の結果を総合して評価する。

【教科書】

必要に応じ資料を配付する。

【参考書】

バイオサイエンス化学

(著）新井孝夫他（出版社）東京化学同人

【メッセージ】

区 分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 ナノテクノロジ一入門

(英訳） (Nanotechnology）

担当教員 遠藤敏郎

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 専攻必修． 種狗
【授業の目的】

物質、材料を扱う上でその構成要素である原子の概念は

重要である。ここでは量子力学の基本概念を学習し､物質、

材料への適用を考える。

【成績評価の方法】

質問、意見等、授業中の積極的な発言を重視する。これ

を試験結果と総合して評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

物理学の履修を前提とします。

ナノの世界の基本的なイメージを把握していただきたい。

【授業概要】

化学Ｉ，Ⅱで学習した化学の基礎を復習しながら、（

イオサイエンスの基礎を、生命現象を通して学べるよう

に講義する。

【授業計画】

第１回化学と生命

第２回生命を構成する元素

第３回生体分子の化学結合

第４回生体分子の分子間相互作用

第５回生命の物質１アミノ酸

第６回生命の物質２タンパク質

第７回生命の物質３核酸

第 ８ 回 生 命 の 物 質 ４ 糖 類

第 ９ 回 生 命 の 物 質 ５ 脂 質

第１０回生体分子の溶解とその溶液

第１１回ＡＴＰと化学エネルギー

第１２回生体反応速度

第１３回タンパク質の反応速度

第１４回生体エネルギーと酸化還元反応

第15回生態系と光および放射線

【授業概要】

ニュートンの力学的概念の基本を復習した後、原子

電子というナノの世界の基本法則を考える。

【授業計画】

第１回ニュートンの力学的概念

第２回運動方程式と位置エネルギー

第３回マクロとナノの世界

第４回光の不思議光の粒子性

第５回不思議な電子電子の波動性

第６回通子力学

第７回波動方程式の概念

第８回準自由電子とトンネル効果

第９回原子構造

第１０回原子と磁気的性質

第１１回原子と誘電的性質

第１２回固体中の電子とエネルギー構造

第１３回ナノテクノロジ－の話題’

第14回ナノテクノロジーの話題２

第１５回まとめ

、

－１１０－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 熱力学

(英訳） (Thermodynamics）

担当教員 中村格芳

単位数 ２単位 配当年期 ２年次前期

必選別 専攻必修． 唾狗
【授業の目的】

自然界の熱現象をはじめとして、我々の身の回りの熱現

象を理解する。さらに、熱現象が関係する環境問題やリサ

イクル問題についてその原因を理解し、解決に応用出来る

基礎学力を習得することを目標とする。理科教育上必要と

なる熱現象の基礎的な部分と、実生活における熱現象との

関係を理解し、応用力を身につける。

【成績評価の方法】

期末試験60％、小レポート20％を２回とし、これらの合

計により評価する。

【教科書】

テキスト：「工業熱力学入門」東之弘著：日新出版

参考資料：必要に応じプリントを配布

【参考書】

【メッセージ】

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 マテリアルの基礎

(英訳） (PrinciplesofMaterials）

担当教員 遠藤敏郎

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 専攻必修． 唾狗
【授業の目的】

材料は原子の集合から成り立っているが、原子配列、不

完全性､合金､組織､等々によって諸々の機能を現出する。

ここでは材料と機能の基本的概念を学習する。

【成績評価の方法】

質問、意見等、授業中の積極的な発言を重視する。これ

を試験結果と総合して評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

ナノテクノロジー入門の履修を前提とします。

専門用語も聞きなれれば分かった気になるものです！

でも、分からなかったら質問はしてください。

【授業概要】

はじめに、熱現象と熱の理論について学び、それを表

す熱力学変数について学ぶ。さらに熱力学の第１法則を

導き熱力学を体系的に理解する。熱現象の可逆過程と熱

力学の第２法則を考察し、エントロピーの概念を導入す
る ○

【授業計画】

第１回熱現象と熱の理論

第２回温度と熱

第３回熱平衡の法則

第４回理想気体の状態方程式

第５回熱運動と内部エネルギー

第６回熱力学の第一法則

第７回エネルギー保存則

第８回等温過程と断熱過程

第９回カルノーサイクル

第１０回熱力学の第二法則

第11回可逆過程と不可逆過程

第12回エントロピー増大の原理

第13回熱力学関数

第14回エントロピーと確率

第15回まとめ

【授業概要】

材料の様々な機能を、特に金属材料を中心として開設

する ○

【授業計画】

第１回種々の材料とその特徴’

第２回種々の材料とその特徴２

第３回金属材料の特徴

第４回代表的な金属材料

第５回力学的性質

第６回熱的、電気的性質

第７回磁気的性質

第８回中間まとめ

第９回金属の結晶構造

第10回結晶の不完全性

第11回合金と機能

第12回金属材料の組織と性質

第13回熱処理

第14回転位の概念

第15回まとめ

－１１１－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 バイオエレクトロニクス

(英訳） (Bio-electronics）

担当教員 渡辺昌規

単位数 ２単位 配当年期 ２年次 前期

必選別 専攻必修． 唾１１，
【授業の目的】

近年、進歩の著しいバイオ技術とエレクトロニクス技術

の融合により生まれる新技術の概論、原理、及び、応用技

術の理解を目的とする。特に、環境、生体、食品及び医用

バイオセンサーを中心に基礎技術、原理を習得する。

【成績評価の方法】

小テストの採点と期末試験結果の合計を総合評価し、百

点満点で、６０点以上を合格とし評価を行う。

【教科書】

未定

【参考書】

プリントを必要に応じ配布する。

【メッセージ】

授業ノート作成習'慣の構築、授業内容理解を促す為に、
小テストを実施する。

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 遺伝子工学Ｉ

(英訳） (GeneticEngineeringl）

担当教員 新川英

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 鍾固Z”・選択
【授業の目的】

生命の設計図である遺伝子DNAの構造や、遺伝子から

生命現象が起こる仕組みを理解した上で、組換えDNA技

術など遺伝子工学の基本原理を学習することを目的とす
る０

【成績評価の方法】

期末試験およびレポート課題の点数を総合評価する。

【教科書】

バイオテクノロジー一基礎原理から工業生産の実際まで一

(久保幹、新川英典、蓮実文彦）大学教育出版

【参考書】

【メッセージ】

化学Ｉ．Ⅱおよび化学実験を履修することが望ましい。

【授業概要】

種々の化学センサー（酸素電極等)､バイオセンサー（グ

ルコースセンサー等）を実際に教材資料として用いる事

により、バイオエレクトロニクス技術の基礎・応用技術

を学習する。

【授業計画】

第１回バイオエレクトロニクスとは○

第２回バイオテクノロジーと電気化学との接点

第３回化学センサー概論①

第４回化学センサー概論②

第５回バイオセンサー概論①

第６回バイオセンサー概論②

第７回環境測定用バイオセンサー

第８回生体・食品用バイオセンサー①

第９回生体・食品用バイオセンサー②

第１０回医用バイオセンサー

第11回抗体抗原反応センサー

第１２回ＤＮＡチップの基礎技術

第13回ＤＮＡチップの応用技術

第14回味覚バイオセンサー

第15回授業総括

【授業概要】

遺伝子にはどのような情報があり、その情報がどのよ

うに取り出されるのかという生命の仕組みにつて学習す

る。さらに遺伝子組換え技術など、遺伝子の分析と応用

に関する遺伝子工学の様々な技術とその利用につて解説
する ◎

【授業計画】

第１回遺伝の法則

第２回ＤＮＡとＲＮＡの構造

第３回遺伝情報の流れ（１）：複製

第４回遺伝情報の流れ（２）：転写

第５回遺伝情報の流れ（３）：翻訳

第６回組換えDNA技術の始まりと生命倫理

第７回組換えＤＮＡの原理（１）：宿主・ベクター系

第８回組換えＤＮＡの原理（２）：酵素

第９回組換えＤＮＡの原理（３）：遺伝子導入法

第１０回遺伝子クローニングの原理と実際

第11回遺伝子の相同性分析技術

第１２回ＰＣＲと遺伝子鑑定

第13回ＤＮＡ塩基配列決定法とケノム生物学

第14回動物・植物の遺伝子組換えと問題点

第15回まとめ

－１１２－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 物質分析技術

(英訳） (ＡnalyticalTechnologyofMaterials）

担当教員 渡豊真彦

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 噂瓦Z1彦・選択
【授業の目的】

バイオ分野やリサイクル分野において利用される機器化

学分析技術についての知識を深めることを目的とする。

【成績評価の方法】

各分析手法を学んだ後小テストを行う。また、機器分析

の応用事例等について適宜レポートを提出させる。期末試

験、小テスト、レポートの結果を総合して１００点満点で、

60点以上を合格とし、３段階評価を行う。

【教科書】

必要に応じてプリント等を配布する。

【参考書】

必要に応じてプリント等を配布する。

【メッセージ】

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 高分子材料

(英訳） (PolymerMaterials）

担当教員 渡辺昌規

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 専攻必修． 唾1画
【授業の目的】

今日、高分子材料は社会の隅々まで広く使われており、

その有用さについては疑問の余地もないところである。し

かしその半面、使用済みの高分子材料をどのように処理し

て再利用するか、すなわちリサイクルするかが近年重要視

されてきている。そこで本講義ではそのための基礎知識と

して．高分子材料を体系的に学習することを目標とする。

【成績評価の方法】

毎回行う小テストと期末試験の結果を総合的に評価する。

【教科書】

資料を配付する。

【参考書】

新高分子化学序論

(著）伊勢典夫他（出版社）化学同人

【メッセージ】

【授業概要】

物質の化学的定性、定量がなぜ必要かを具体的な事例
を通して概観する。その後、可視・赤外分光、クロマト
グラフィー、Ｘ線分析（回折、蛍光)、質量分析について
基礎的原理および分析データの取り扱いについて学ぶ。
またそれぞれの分析技術を利用する際に必要な試料の前
処理、分離、濃縮などの手法についても学ぶ。

【授業計画】

第１回バイオ・リサイクルと化学分析

第２回材料試料の前処理法

第３回分離濃縮法の基礎

第４回重量法、容量法、吸光光度法

第５回分光スペクトル分析の基礎（吸光、発光）

第６回分光スペクトル分析（蛍光、ラマン）

第７回原子スペクトル（原子吸光、ICP発光分析）

第８回クロマトグラフィーの基礎

第９回クロマトグラフィー（ガス、液体）

第１０回質量分析の基礎（ビーム収束、安定性）

第11回ガスクロマトグラフと質量分析器の接続

第１２回Ｘ線分析の基礎（Ｘ線の発生、回折）

第13回Ｘ線分析（蛍光、オージェ分光）

第14回核磁気共鳴分析の基礎

第15回核磁気共鳴スペクトル解析演習

【授業概要】

高分子、プラスチックの定義から始まり、合成反応、

高分子の固体構造と性質、高分子の成形加工などの高分

子の基礎的な事項を講義する。その後、高分子もいずれ

は分解するか再利用は不可欠であるとの立場から、プラ

スチックの分解から再利用について基礎的な講義をする。

【授業計画】

第１回高分子とは

第２回高分子鎖の形

第３回分子量と分子量分布

第 ４ 回 高 分 子 合 成 ｌ 縮 重 合

第５回高分子合成２ラジカル重合

第６回高分子合成３イオン重合

第７回高分子のゴム状態とガラス状態

第８回高分子の物理的性質ｌ力学的

第９回高分子の物理的性質２電気的性質

第１０回高分子の物理的性質３熱的性質

第11回プラスチックの成形

第１２回プラスチックの加工

第13回繊維の紡錘

第14回高分子の分解

第15回リサイクル及び機能性材料合成の分解反応

－１１３－



区 分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 リサイクル技術

(英訳） (MaterialRecycling）

担当教員 山寄勝弘

単 位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次 前期

必 選別 唖Zで区蔭・選択
【授業の目的】

最新のリサイクル技術の現状､考え方､課題を解説する。

その上で生物・化学・物理学の知識、諸技術がどのように

適用されているかを検証する。

【成績評価の方法】

講義の進捗に応じて、適宜レポートを提出する。

期末試験、レポートの結果を総合して、１００点満点で6０

点以上を合格とし、３段階評価を行う。

【教科書】

プリントを配布する。

【参考書】

環境リサイクル技術のしくみ

(著）武末高裕（出版社）日本実業出版社

Iメッセージ】

環境問題・資源問題・リサイクル技術に関する新聞・テ

レビ等の報道に注目し､現状と課題を知ることが重要です。

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 食品工学Ｉ

(英訳） (FoodTechnologyl）

担当教員 竹野健次

単 位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必 選別 専攻必修． 唾1画
【授業の目的】

食品製造は様々な化学薬品、化学的な技術が関わってい

る。食品化学を理解できていないと、食品の製造は容易で

はない。本講義は食品化学を中心に、食品に関する化学的

基礎知見を学習する。

【成績評価の方法】

レポートの採点と期末試験の結果の合計で、百点満点で

60点以上の得点を合格とし、得点により評価をする。

【教科書】

【参考書】

必要に応じプリントを配布する。

【メッセージ】

ノート、メモを取る習慣の育成に努め､各章の区切りで、

レポート提出を求める。

化学Ｉ、化学Ⅱの単位取得が望ましい。

【授業概要】

リサイクル技術を研究するためには、金属材料、高分

子材料、バイオマス、セラミックス、ガラス等の幅広い

知識が必要である。これら各々の工業材料について、種

類､性質､用途､加工方法､特性について幅広く解説する。

【授業計画】

第１回鉄鋼材料リサイクルの技術的課題

第２回非鉄金属リサイクルの技術的課題

第３回レアメタルリサイクルの技術的課題

第４回高分子材料のマテリアルリサイクルの課題

第５回高分子材料のケミカルリサイクルの課題

第６回高分子材料のサーマルリサイクルの課題

第７回廃家電製品のリサイクルの技術的課題

第８回建築廃材リサイクルの技術的課題

第９回食品廃棄物リサイクルの技術的課題．

第１０回容器包装材料リサイクルの技術的課題

第１１回廃棄自動車リサイクルの技術的課題

第１２回ガラス製品リサイクルの技術的課題

第１３回バイオマスリサイクルの技術的課題

第１４回欧米諸国のリサイクルの現状

第15回まとめ

【授業概要】

食品の製造には、原料から製造工程に至るまで様々な

化学的処理、物理的処理が行われる。また、原料には無

機質や有機物など種々の成分が含まれており、食品製造

にはそれらの把握が必要となる。本講義は､食とは何か、

原料の種類と構成成分などを紹介する。

【授業計画】

第１回食と生命のかかわり

第２回食と体における循環

第３回食品製造の目的と分類

第４回食品と水、食品と水質化学

第５回食品と無機質

第６回食品と糖質

第７回食品と脂質

第８回食品とタンパク質

第９回穀類

第１０回果実類

第１１回野菜類

第１２回動物性食品

第１３回食品成分の変化と安定性

第１４回機能性食品

第15回のまとめ

－１１４－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 リサイクル技術演習

(英訳） (TechnologyLab）

担当教員
遠藤、佐々木、新川、竹野
中村、山寄、渡辺、渡遜

単位数 ２単 位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 ③瓦区塵・選択
【授業の目的】

リサイクル作業、あるいは実際のリサイクル現場での作

業を通じて、リサイクル技術の現状を体験し、卒業研究に

発展するようなテーマー模索をします。

【成績評価の方法】

質問､意見等､授業中の積極的な発言､対応を重視する。

プレゼンテーションの結果も重視するが、作業での積極的

対応、グループ活動を総合的に評価します。

【教科書】

ガイダンスにて指示する

【参考書】

【メッセージ】

環境、資源問題に関する新聞、ニュース等での報道に注

目する事

【授業概要】

バイオリサイクル、資i原リサイクルを含め、学内での
リサイクル作業、あるいは連挑企業のリサイクル現場で
の作業を通じて、実際のリサイクルの現状を体験します。
現場での体験を踏まえ、環境創成科目Ｉ、Ⅱでの計測．
分析技術、あるいは極限環境技術等を駆使した、リサイ
クル技術関連の実習テーマを模索する。ざらに、卒業研
究への発展を念頭に置いた指導もあわせて実施する。

【授業計画】

第１回ガイダンス’

第２回ガイダンス２

第３回リサイクル技術の体験テーマｌ

第４回リサイクル技術の体験テーマ２

第５回リサイクル技術の体験テーマ３

第６回リサイクル技術の体験テーマ４

第７回進捗状況報告のまとめと報告ｌ

第８回進捗状況報告のまとめと報告１

第９回リサイクル技術の実習テーマ’

第１０回リサイクル技術の実習テーマ２

第１１回リサイクル技術の実習テーマ３

第１２回まとめプレゼンテーション準備

第13回まとめプレゼンテーション前半

第14回まとめプレゼンテーション後半

第15回授業総括

－１１５－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 課題探求Ｉ

(英訳） (TechniquesfOrResearchl）

担当教員 遠藤敏郎，新川英典，渡辺昌規，渡遥真彦

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必選別 連記区塵・選択
【授業の目的】

テーマ毎にグループに分かれ実験を行う事でプロジェク

ﾄ作業の基本とレポート作成技術を学ぶ。

【成績評価の方法】

４テーマの実験について各３週ずつ行いレポートを提出

させる、全ての実験テーマでの成績を総合し、３段階評価
を行う。

【教科書】

プリント等を配布する。

【参考書】

プリント等を配布する。

【メッセージ】

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 課題探求Ｉ（化学）
(英訳） (ResearchTechniquesl（Chemistry)）

担当教員 佐々木健、竹野健次

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必選別 哩攻,'Z鯵・選択
【授業の目的】

種々の環境化学分析技術を習得するための分析化学実験

を行い、分析化学の基礎を習得する。また、化学分析を通

じて化学反応理論とパーソナルコンピュータを用いた分析

データ解析手法を学ぶことを目的とする。

【成績評価の方法】

レポート、発表、期末試験により総合的に評価する。

【教科書】

非化学系技術者のための化学実験

(著）佐々木健、鈴木洗次郎（出版社）学術図書

【参考書】

【メッセージ】

化学Ｉ、Ⅱおよび化学実験を履修のこと

【授業概要】

この講義では全ての学生がバイオ、リサイクルに関す

る４つの実習テーマを行う。１つの実習終了毎にレポー

卜を作成しながら理解を深める。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回テーマの概説と班編成

第３回第１実験テーマ①

第４回第１実験テーマ②

第５回第１実験テーマ③

第６回第２実験テーマ①

第７回第２実験テーマ②

第８回第２実験テーマ③

第９回第３実験テーマ①

第１０回第３実験テーマ②

第１１回第３実験テーマ③

第１２回第４実験テーマ①

第１３回第４実験テーマ②

第14回第４実験テーマ③

第15回まとめ

【授業概要】

水質分析を中心にして、化学分析の基本と、実用的分

析技術の習得を行なう。化学反応理論の学習もあわせて

行い、環境分析が可能になるよう実験を進める

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回ＣＯＤ，過マンガン酸カリウム消費量

第３回硬度（キレート滴定)、 ｐＨ

第４回重炭酸イオン（中和滴定）

第５回塩素イオン（モール法）

第６回鉄、マンガンの比色定量

第７回硝酸体窒素、亜硝酸体窒素（分光光度計分析）

第８回リン酸イオン分光光度計分析

第９回パーソナルコンピュータを用いた水質評価

第１０回パーソナルコンピュータを用いた重回帰分析に

よる名水判定

第１１回インターネットを利用し全国の水質データの収

集、水質比較評価

第12回水質データ解析、水質汚染の評価

第13回パワーポイントによる発表データ、資料の作成

第14回プレゼンテーション

第１５回実験、演習のまとめ

－１１６－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 課題探求Ⅱ

(英訳） (ResearchTechniquesⅡ）

担当教員
佐々木健、山滞勝弘、

竹･野健次、‘１１村格芳

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 唾画膨・選択
【授業の目的】

さまざまな分析・計測方法の基礎技術を習得することを

目的とする。

【成績評価の方法】

質問、意見等、授業中の積極的な発言を重視する。分析

･計測結果の報告書と併せて総合評価する。

【教科書】

プリントを配布する。

【参考書】

【メッセージ】

メモを取る習‘慣を身につけて下さい。

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 課題探求Ⅱ（生物）

(英訳） (ResearchTechniquesⅡ（Biology)）

担当教員 新川英典、渡辺昌規

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 唖魂区露・選択
【授業の目的】

遺伝子工学、バイオインフオマテイクスの実際を、種々

の遺伝子組換え実験、実習を通じて学習する。さらに、各

自で生物、遺伝子関連の様々な問題解決の基礎と応用を学

習する。また､パーソナルコンピュータによる遺伝子情報．

タンパク質構造の解析を実施する。本講義は、理科教育上

必要な生物系データベースを利活用した情報収集の基礎的

知識の習得を目的とする。

【成績評価の方法】

プレゼンテーション能力の育成並びに、内容理解を促す

為に、口頭発表・レポート提出を実施する。レポートの採

点と口頭発表評価の合計を総合評価し、百点満点で、６０点

以上を合格とし評価を行う。

【教科書】

プリントを必要に応じ配布する。

【参考書】

【メッセージ】

化学Ｉ、Ⅱおよび化学実験を受講することが望ましい。

【授業概要】

グループに分かれ、各テーマに沿った基礎的な分析方

法、計測方法を学ぶ。実験の一般的な進め方やまとめ方

を習得し、高学年時における実験実習、卒業研究等を行

うための基礎を習得する。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回分析方法の基礎

第３回微生物の培養と基本分析’

第４回微生物の培養と基本分析２

第５回微生物の培養と基本分析３

第６回各種植物の栽培と管理技術の習得’

第７回各種植物の栽培と管理技術の習得２

第８回各種植物の栽培と管理技術の習得３

第９回比色分析と原子吸光分析’

第１０回比色分析と原子吸光分析２

第11回比色分析と原子吸光分析３

第１２回金属結晶の組織観察’

第１３回金属結晶の組織観察２

第14回金属結晶の組織観察３

第15回まとめ

【授業概要】

遺伝子解析の基礎、発展、応用を座学、実習を交えて

実施する。さらに、web上で利用可能なデータベースを

利用したプレゼンテーション能力育成も実施する。

【授業計画】

第１回遺伝子組換え技術の現状と解説

第２回遺伝子組換え技術の変遷と最新技術

第３回遺伝子組換え実験（前半）

第４回遺伝子組換え実験（後半）

第５回遺伝子解析による微生物の検出実験

第６回ＤＮＡシークエンサの実習（前半）

第７回ＤＮＡシークエンサの実習（後半）

第８回web上で利用可能なデータベースを利用した遺

伝子情報解析（基礎）

第９回web上で利用可能なデータベースを利用した遺

伝子情報解析（応用）

第１０回ＰＣによる簡単なタンパク質構造の解析(基礎）

第１１回ＰＣによる簡単なタンパク質構造の解析(応用）

第１２回Excel、PowerPointを用いた生物系プレゼンテー

ションについて

第１３回PowerPointによるプレゼンテーション資料作成

第１４回プレゼンテーションの実施・指導

第１５回まとめ

－１１７－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 環境創成科目Ｉ

(英訳） (TechniquesinEnvironmentalResearch）

担当教員 中村格芳、山寄勝弘、渡遥真彦

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 奪面区鯵・選択
【授業の目的】

近年、様々な環境問題が取り上げられ問題解決に向けた

議論がなされているが明確な解を持つものは数少ない。本

講義では、このような環境問題について多角的な視点から

考察を行える力を身につけることを目的とする。

【成績評価の方法】

プレゼンテーションを２回とその発表用配付資料の内

容、他者の発表に対する質問内容から総合評価を行う。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 環境創成科目Ⅱ

(英訳） (EnvironmentalResearchTechniquesⅡ）

担当教員
遠藤、佐々木、新川、竹野
中村、山寄、渡辺、渡過

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次 前期

必選別 連記区彦・選択
【授業の目的】

科学・技術、バイオ・リサイクル技術への動機付けを目

指す。グループ活動を通じて、プロジェクト作業能力、．

ミュニケーシヨン能力の必要性を体験する。

【成績評価の方法】

質問､意見等､授業中の積極的な発言､対応を重視する。

課題調査のプレゼンテーションも合わせて総合評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

【授業概要】

環境問題に関する40テーマから各自２テーマについて

その問題を解説するプレゼンテーションを行う。発表者

は肯定もしくは否定的立場に基づいた発表を行い、聴衆

Iまそれらの発表から各自の意見をまとめる。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回エネルギー問題に関する発表’

第３回エネルギー問題に関する発表２

第４回バイオテクノロジーに関する発表１

第５回バイオテクノロジーに関する発表２

第６回自然環境に関する発表ｌ

第７回自然環境に関する発表２

第８回自然環境に関する発表３

第９回食品に関する発表’

第１０回食品に関する発表２

第１１回政治・経済に関する発表’

第12回政治・経済に関する発表２

第１３回ゴミ・リサイクルに関する発表’

第14回ゴミ・リサイクルに関する発表２

第１５回まとめ

【授業概要】

バイオ・リサイクル技術への導入教育である。

６回程度の解説後、各グループに文献、インターネッ

卜を利用した調査課題を与え、調査手法、プレゼンテー

ション手法等を学習する。

【授業計画】

第１回科学技術の手法’

第２回科学技術の手法２

第３回バイオ技術の動向’

第４回バイオ技術の動向２

第５回資源リサイクル技術の動向’

第６回資源リサイクル技術の動向２

第７回～第１０回課題調査実習

第１１回プレゼンテーション準備

第１２回～第15回プレゼンテーション

－１１８－



区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 環境シミュレーション

(英訳） (EnvironmentalSimulation）

担当教員 渡過真彦

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必 選別 専攻必修． 震1面
【授業の目的】

自然現象を理解するための数学モデルの基礎を学び、実

際に式を立て特事により環境問題の理解を深めることを目

的とする。

【成績評価の方法】

授業の内容に関連して演習と適宜宿題を課して採点し、

期末試験の成績と総合して、１００点満点のうち60点以上を

合格とし、３段階で評価する。

【教科書】

テキスト：プリント等を配布する。

【参考書】

微分方程式で数学モデルを作ろう

D，バージェス、Ｍ，ポリー著

(垣田、大町訳）日本評論社

【メッセージ】

区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 環境統計の物理

(英訳） (PhysicsofEnvironmentalStatistiCs）

担当教員 渡遜真彦

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 専攻必修． 唾WＤ
【授業の目的】

バイオ・リサイクルに必要な統計物理学的手法の基礎を

理解することを目的とする。

【成績評価の方法】

講義の進捗に応じて適宜レポートを提出させる。期末試

験、レポート、プレゼンテーションの結果を総合して1００

点満点で、６０点以上を合格とし、３段階評価を行う。

【教科書】

テキスト：プリント等を配布する。

【参考書】

｢Excelで学ぶ統計解析」

湧井良幸、湧井貞美著：ナツメ社

【メッセージ】

【授業概要】

環境問題の解決にも数学的手法が重要である。複雑な
要因がからむ環境問題を分析するためには、モデル化が

必要である。ここでは、基本的で簡単ないくつかの例を

対象に数学モデル化の学習実践を通して、基本的手法を
習得し、広い意味での環境問題の理解を深める。

【授業計画】

第１回導入

第２回数学モデルの立て方

第３回細菌の増殖モデル

第４回人口問題

第５回放射性炭素の崩壊

第６回年代測定の実例

第７回飲酒と自動車事故

第８回感覚器官への刺激と反応モデル

第９回刺激と反応モデルの改良

第１０回抑制された成長モデル

第11回人口問題モデルの修正

第12回技術革新の普及

第13回湖の汚染モデル

第14回五大湖の汚染浄化

第15回まとめ

【授業概要】

古典的統計物郭学の問題を通してマクスウェル分布
等、物理学上重要な幾つかの分布モデルを学ぶ。また 、

物の生産やリサイクルにおいて砿要である熱利用技術の
基礎になる知識としてエントロピー等の概念につい- で学
ぶ。拡散、揺動等の現象についても触れた後、具体的統
計データをＰＣにて処理する演習を行い、その結果をプレ
ゼンテーションさせる。

【授業計画】

第１回統計物理学の発展と歴史

第２回平均、分散の概念

第３回マクスウェル・ボルツマンの統計力学

第４回分布関数（正規分布）

第５回分布関数（２項分布、ポアソン分布）

第６回分布関数（マクスウェル分布とその応用）

第７回エントロピーと統計

第８回量子統計力学（フェルミ統計、ポーズ統計）

第９回拡散現象（固体中の拡散現象ボルツマンの輸送

方程式）

第１０回揺らぎの問題（ブラウン運動）

第１１回環境データ収集（インターネット利用）

第12回環境データ処理演習１（要約統計量の計算）

第13回環境データ処理演習２（ランダムサンプリングと

予測）

第14回環境データ処理演習３（グラフ化）

第15回プレゼンテーション

－１１９－



区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 分子機能設計

(英訳） (DesigningFunctionalMolecules）

担当教員 奥田勉

単 位数 ２ 単位 配当年期 ２ 年 次後期

必 選別 専攻必修． Q翻り
【授業の目的】

近年の電子計算機の進歩は、材料の基礎となる分子の構

造をどのように修飾すれば、どのような機能がつけられる

かという分子機能設計の方法を一変させた。すなわち、物

理や化学の分野で発展してきたいくつかの理論的方法を用

い、電子計算機を駆使して、分子を合成する前に理論的に

設計するのである。本講義では、この分子機能設計のため

の理論的方法の基礎的な知識を習得することを目標として

いる ○

【成績評価の方法】

毎回行う小テストと期末試験の結果を総合的に評価する。

【教科書】

必要に応じ資料を配付する。

【参考書】

目で見る機能性有機化学

(著）斉藤勝裕（出版社）講談社サイエンティフィク

量子化学入門（上、下）

(箸）米津貞次郎他（出版社）化学同人

【メッセージ】

集中講義とします○

区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 極限環境利用技術

(英訳） (TechnologyinExtremeEnvironment）

担当教員 中村格芳

単 位数 ２単位 配当年期 ２年次後期

必 選別 専攻必修. 唾１面
【授業の目的】

今日の先端技術には、極低温などの極限環境を利用する

もの力§多くある。これらの極限環境をつくる原理とその応

用技術の基礎を習得する。

【成績評価の方法】

期末試験60％、小レポート20％を２回とし、これらの合

計により評価する。

【教科書】

プリントを配布する

【参考書】

【メッセージ】

【授業概要】

まず、分子機能設計とはどのようなものかを説明し、
種々の分子機能と分子構造の関係について講義し、次い
で、分子シミュレーションの手法である分子力場法、モ
ンテカルロ法、分子動力学法について簡単に講義する。
最後に分子軌道法にすこし詳しく講義し、分子機能設計
についての全体像を理解させる。

【授業計画】

第１回分子機能設計とは

第２回分子機能と分子構造１反応性

第３回分子機能と分子構造２安定性

第４回分子機能と分子構造３光学的性質

第５回分子機能と分子構造４電気的性質

第６回分子機能と分子構造５磁気的性質

第７回分子機能と分子構造６生理的性質

第８回分子力場法

第９回分子動力学法の計算方法

第１０回分子動力学法の計算結果解析

第11回モンテカルロ法

第１２回分子軌道法の計算方法’

第13回分子軌道法の計算方法２

第14回分子軌道法の計算結果解析

第15回いくつかの応用例

【授業概要】

極限環境には様々な状態があり、それらが密接に関係

し先端技術を作り出している。授業では代表的な極限環

境を取り上げその基本事項を学ぶ。また、身近に利用さ

れている技術を中心に解説を行い、その原理を学ぶ。

【授業計画】

第１回物質の４態（固体、液体、気体、プラズマ）

第２回真空技術１（排気方法の種類とその原理）

第３回真空技術２（超高真空）

第４回真空技術３（応用例）

第５回高圧技術１（高圧力）

第６回高圧技術２（圧縮方法）

第７回高圧技術３（応用例）

第８回低温技術１（冷却と冷媒）

第９回低温技術２（極低温）

第１０回低温技術３（応用例）

第11回低温技術４（低温技術と環境問題）

第１２回高温技術１（高温発生方法）

第１３回高温技術２（測定方法）

第14回高温技術３（応用例）

第15回まとめ

－１２０－



区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 生命化学Ⅱ

(英訳） (LifeScienceⅡ）

担当教員 渡辺昌規

単位数 ２ 単 位 配当年期 ３年次 前期

必選別 専攻必修． 唾W、
【授業の目的】

生命化学Ｉの講義を引継ぎ、生体系の現象を理解するた

めの分子レベルの基礎知識を学ぶ。すなわち、生体内重要

成分の化学構造・性質、たんぱく質・核酸の生体系での機

能、重要な代謝系とその役割を理解する事を目的とする。

【成績評価の方法】

授業ノート作成習慣の構築、代謝経路ごとの内容理解を

促す為に、小テストを実施する。小テストの採点と期末試

験結果の合計を総合評価し、百点満点で60点以上を合格と

し評価を行う。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

バイオ系資格試験の出題範囲の内容を含んでいます

区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 遺伝子工学Ⅱ

(英訳） (GeneticEngineeringⅡ）

担当教員 川上敏行

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 専攻必修． 唾Wゆ
【授業の目的】

現在の生物学は分子生物学が主流になり、遺伝子の解析
が急速に進んでいる。その成果をもとに、生命の設計図で
ある遺伝子を人為的に操作する技術が発展し､その結果｢遺
伝子工学」が確立された。本講義では、遺伝子工学全般を
概観し、現代社会の中で遺伝子工学の果たすべき役割につ
いて考察する。

【成績評価の方法】

出席状況、レポートおよびノートの提出状況とその内
容、期末試験結果を総合的に評価する。成績は５段階で評
価する。

【教科書】

【参考書】

｢｢原著第５版」遺伝子操作の原理」ＲＷ･オールド、Ｓ､Ｂプ
リムローズ（培風館）

【メッセージ】

現在、遺伝子工学は医療や農業に広く利用されるように
なり､生活になくてはならない技術になっている。しかし、
その利用には倫理的問題が生じることがある。本講義では
遺伝子工学の概要を把握し、その有用性と危険性を正確に
判断できるようになってほしい。

【授業概要】

種々の生体構成成分、酵素、エネルギー獲得機構につ

いて、網羅的に学習する。途中、代謝経路内の酵素名、

代謝物質を経路ごとに小テスト実施。

【授業計画】

第１回生体元素

第２回糖質の種類と構造

第３回脂質と生体膜

第４回核酸の組成と構造

第５回タンパク質の一次構造、高次構造

第６回酵素・補酵素と酵素反応

第７回酵素反応速度論と酵素阻害剤

第８回細胞の構造一原核生物・真核生物

第９回解糖系

第１０回クエン酸回路

第１１回光合成

第12回電子伝達系

第13回脂質代謝（β酸化）
第14回自由エネルギー変化と高エネルギー化合物

第15回授業総括

【授業概要】

避伝子工学の中心である生命の基本構造となる遺伝子と、遺伝子

をもとにタンパク質を合成するセントラルドグマとよばれる基本概

念を学ぶ。この基本知識をもとにベクター、クローニング、スクリー

ニングなどの遺伝子操作の方法を学び、新しい形蘭発現の方法や、

新しい唯物の創出の方法を理解していく。さらに、実際の遺伝子組

換えを行った生物について議論し、遺伝子工学の将来を考察する。

【授業計画】

第１回遺伝子工学とは

第２回遺伝子の構造と機能（１）

第３回遺伝子の構造と機能（２）

第４回セントラルドグマ

第５回遺伝子操作

第６回ベクター

第７回遺伝子クローニング

第８回塩基配列の解析

第９回スクリーニング

第10回遺伝子発現

第11回ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）

第１２回植物への遺伝子導入

第13回動物への遺伝子導入

第14回組換えＤＮＡ技術と安全性

第15回講義総括

－１２１－



区 分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 微生物利用技術

(英訳） (TechnologyofMicrobiologicalApplication）

担当教員 新川英典

単 位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次 後期

必 選別 専攻必修． 唾狗
【授業の目的】

生物利用技術を基礎編として、生物学の基礎をさらに深

めるため、自然界での微生物の役割など、微生物の機能と

特性を学習する。また、微生物の特性を利用した有用物質

生産など基礎と応用について学習する。

【成績評価の方法】

期末試験およびレポート課題の点数を総合評価する。

【教科書】

バイオテクノロジー一基礎原理から工業生産の実際まで一

(久保幹、新川英典、蓮実文彦）大学教育出版

【参考書】

【メッセージ】

化学Ｉ，Ⅱ，化学実験および遺伝子工学Ｉを履修するこ

とが望ましい。

区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 バイオインフォマティクス

(英訳） (Bio-infbrmatics）

担当教員 渡辺昌規

単 位数 ２単位 配当年期 ４ 年 次 前期

必 選別 専攻必修． 種W、
【授業の目的】

近年、ＤＮＡシークエンサや質量分析計の登場Iこよっ

て、膨大な遺伝情報やタンパク質の立体榊造に関する生体

情報とアクセスする事が可能となりました。本講義では、

インターネットを駆使し、生体情報を解析する技術を学習

します。

【成績評価の方法】

授業ノート作成習慣の構築、授業内容理解を促す為に、

小テストを実施する。小テストの採点と期末試験結果の合

計を総合評価し、百点満点で、６０点以上を合格とし、５段

階評価を行う。

【教科書】

プリントを配布し、powerpointプレゼンテーションを主

体に講義を進める。

【参考書】

【メッセージ】

遺伝子工学Ｉ、Ⅱを履修すること

【授業概要】

微生物の役割、原核生物と真核生物の違いなど、微生
物の機能と特性を学習する。生体エネルギー、呼吸と発
酵、光合成微生物、酵素化学などを学習する。さらに 、

微生物による有用物質生産、環境浄化への微生物利用、
生物化学工学、遺伝子組換えなど微生物利用技術につい
て講義する。

【授業計画】

第１回生物の中の微生物と役割

第２回原核生物と真核生物

第３回生物および微生物のエネルギーと代謝、ＡＴＰ

の構造と役割、呼吸と発酵

第４回光合成微生物のエネルギー獲得と調節

第５回酵素反応、酵素の役割、酵素反応速度論、酵素

の阻害と反応速度

第６回代謝調節

第７回細胞の構造とオルガネラの機能と役割

第８回遺伝子科学の概論、核酸、ＤＮＡ、ＲＮＡ

第９回タンパク質生合成機構、オペロン調節

第１０回生体の調節系、検知システム、測定システム、

情報システム、信号伝達システム

第11回微生物の利用、バイオリアクター、排水処理、

環境浄化

第１２回微生物利用による有用物質生産

第13回生物化学工学、代謝工学

第１４回遺伝子組換え微生物と物質生産

第15回まとめ

【授業概要】

現在、インターネット上で公開されているデータベー

スを中心に、塩基配列、アミノ酸配列、タンパク質立体

構造に関するデータベースの取り扱いとその利用方法に

ついて講義する。さらに、学術論文等の文献データベー

スについても併せて、その利用方法について講義する。

【授業計画】

第１回生体情報の歴史と種類

第２回文献データベース

第３回塩基配列データベース

第４回タンパク質機能データベース

第５回タンパク質立体構造データベース

第６回塩基配列情報検索実習’

第７回塩基配列情報検索実習２

第８回アミノ酸配列情報検索実習’

第９回アミノ酸配列情報検索実習２

第１０回タンパク質立体構造検索実習’

第１１回タンパク質立体構造検索実習２

第１２回タンパク質立体構造グラフィックス実習’

第13回タンパク質立体構造グラフィックス実習２

第14回プロテオーム解析の基礎と実際

第15回授業総括

－１２２－



区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 自動車構造

(英訳） (AutomobileMechanics）

担当教員 金子康紀

単位数 ２単 位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 専攻必修・唾可１，
【授業の目的】

自動車は丁寧に造られている。工学の基本を改めて学ぶ。

【成績評価の方法】

プレゼンテーション、プレゼン評価シート、試験結果、

出席、態度を総合して評価する。

【教科書】

自動車とリサイクル

(著）外川健一（出版社）日刊自動車新聞社

【参考書】

【メッセージ】

出欠は毎回取り、４回以上欠席はほぼ単位が出ないと考

えておくこと。また、工場見学あるいはプレゼンテーシヨ

ンの欠席は大幅な減点とする。遅刻あるいは受講態度の悪

い者も減点の対象とするので注意すること。

循環型社会の構築は、２１世紀の大きな課題です。若い皆

さん方に新しい発想と努力に期待されるところが非常に大

きいので積極的に参加してください。

区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 放射線の基礎

(英訳） (FundamentalofRadiation）

担当教員 遠藤敏郎

単位数 ２単 位 配当年期 ４ 年 次前期

必選別 専攻必修． 唾狗
【授業の目的】

原子力の利用が進むにつれて、放射線と我々の生活との
関係は日増しに密接になってゆく。この講義では、核物理

学と呼ばれる分野の概要を説明する。質瞳とエネルギーの

関係を表すアインシュタインの方程式を説明した後、核物

理学、放射線に関する基礎を学ぶ。理科教育上、生徒に対

する原子力発電や放射能汚染など、身近な核問題への理解
とわかりやすい授業への基礎知識も兼ねている。

【成績評価の方法】

授業中、核物理学、放射線に対しての学生の説明を求め
る。誘導しながら結論に近づけさせるが、この間のやり取
り、回答に対して、部分点（５点以下）を与える。また 、

授業中に演習問題を与えるが、自己採点の上、部分点を与

える（一間につき２点以下)。さらにレポートと最終試験
を加味して総合評価する。

【教科書】

プリントを配布する。

【参考書】

【メッセージ】

【授業概要】

自動車は鉄をはじめとする金属類、プラスチック類な
どさまざまな材料が使われている。そのためいろいろな
リサイクルを

うにして自動
考え
車が
によ解体することに

ることができる。ここではまずどのよ
開発されるかを学び、次いで自動車を
り自動車の構造を知り、その上でこれ

らのものをどのようにリサイクルしていくべきか考える。

【授業計画】

第１回講義の進め方、自動車の企画から販売まで

第２回商品開発の実際／最新の自動車技術’

第３回商品開発の実際／最新の自動車技術２

第４回課題研究１

(研究車輔の概要説明、研究の進め方の説明）

第５回課題研究２（ミニテストl、グループ研究ｌ）

第６回解体研究、ウインドウレギュレーターの構造１

第７回課題研究３（グループ研究２）

第８回自動車リサイクルの技術開発の動向

第９回課題研究４（グループ研究３）

第１０回解体研究、ウインドウレギュレーターの構造２

第１１回ミニテスト２，自動車静脈系

第１２回自動車リサイクル法について

第13回発表準備（グループ研究４）

第14回課題研究の発表

第15回課題研究の発表

【授業概要】

講義を中心とし、核物理学、放射線の概要・各論、有

効利用、核の危険性などの、核物理学、放射線の基本概

念を理解させたうえで、演習も行なう。各問題について

学生に説明、解説も求める。レポートも課す。

【授業計画】

第１回放射線の種類、核種と放射線

第２回放射線の発生機構

第３回放射線と物質との相互作用

第４回放射線の検出

第５回放射線測定

第６回放射線線獄

第７回放射線の生物、人体への影響

第８回物質の櫛成要素

第９回自然界の力と核種

第１０回原子核の構造と安定性

第11回核反応

第12回原子力発電、放射線の取り扱い

第１３回放射線の応用、利用

第14回放射線の取り扱いに関する法令

第15回まとめ

－１２３－



区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 材料加工演習
(英訳） (MaterialsManufacturingSeminar）

担当教員 中村格芳

単位 数 ２単位 配当年期 ４ 年 次 後期

必選別 専攻必修．Ｇ詞、
【授業の目的】

金属を中心とした各種材料の機械的性質の測定方法を学
習し、素材から製品を製造する上で必要な加工法を学ぶこ
とを目的とする。

【成績評価の方法】

木工作品とその図面を40％、金属加工作品とその図面を

40％、機構模型作品を20％とし、これらの合計により評価
を行う。

【教科書】

プリントを配布する

【参考書】

【メッセージ】

区 分 専門科目群－ものづくり科目

授業科目 循環型社会と地域活動
(英訳） (ResearchTechniques）

遠藤(敏)、久保、黄、佐伯、酒井、佐々木、
担当教員 新川、李木、竹野、出木、中村(格)、西村、

演田、松尾、宗像、山寄、渡辺、渡遥

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 唖型”・選択
【授業の目的】

｢ものづくり創成Ｉ，Ⅱ」の導入教育である。環境調和

型技術に向けた地域産業会の動き等を体験も通して学びな

がら“ものづくり の重要性を学習する。

【成績評価の方法】

｢学習・活動記録ノート」に活動実績、調査内容、等々

を記録する。これを参考に、顧問とグループ内の相互評価

を通して成績とする。期末には、全グループ合同のプレゼ

ンテーションを行なう。

【教科書】

各テーマのシラバスを配布すると共に、適宜資料を配布

する ○

【参考書】

【メッセージ】

皆さんの主体的発想・活動を期待します。

【授業概要】

ものづくりに必要な材料の物理的諸性質、設計製図技
法を講義し、木工作品や金属加工作品の製作を行う。さ

らに、木材加工や金属加工による機構模型の制作を行う

ことにより、設計から材料加工、製品製作までの基礎を
学習する。

【授業計画】

第１回材料の物理的基礎

第２回設計製図技法

第３回設計製図演習’

第４回設計製図演習２

第５回材料強度測定方法

第６回木工具、木工機械の取り扱い

第７回木工加工演習１

第８回木工加工演習２

第９回金属加工具と金属加工機械の概要

第１０回設計製図演習３

第11回金属加工演習’

第１２回金属加工演習２

第13回機構模型の考案と製作１

第14回機構模型の考案と製作２

第15回まとめ

【授業概要】

この科目は“ものづくり科目
ｳｳ

群の導入部分である。

ここでは、先ず、グループ内議論による、企画・立案 、

作業分担と設計までの“ものづくり手法”を２，３年次

の先誰のアドバイスも受けながら学習する（本学が掲げ
る

00

信和・協同・実践”の具現化)。

【授業計画】

教員､或いは教員グループより、ものづくりテーマ(キャ

ンパス企業と位置づけ、ビジネス的運営を目指す）が、

学生の専攻を超えて提示される。この中より希望するテー

マを選択する（キャンパス企業への就職と位置づける)◎

基本的には各テーマの指導教員（顧問）が提示するシラ

バス（別刷）に沿って進められる。

工学部は環境調和型技術を目指している。このため地

域産業界の動向を把握するために、地域企業人による技

術講演、実習、企業紹介等も実施する。これらが本授業

の主要部分であるが、ものづくりに向けた自主性を育成

するため、課外活動として以下の内容を課することもあ

る◎

自らが産業の動向調査（訪問調査、文献、インターネッ

卜等を通して)、更には企業等の事業現場見学、地域イベ

ント等への参加を通して、自分の将来進路を模索する。

学内外の起業論、マーケッティング等のビジネス系講

義の受講

－１２４－



区分

授業科目
(英訳）

担当教員

単位数

必選別

専門科目群－ものづくり科目

ものづくり創成Ｉ

(MONOZUKURII）

遠藤(敏)、久保、黄、佐伯、酒井、佐々木、
新川、李木、竹野、出木、中村(格)、西村、

演田、松尾、宗像、山寄、渡辺、渡遥

４単位 配当年期 ２年次通年

専攻必砺・選択
【授業の目的】

この授業では、ｌ年次科目

発展として、自主性、発想、

｢循環型社会と地域活動」の

試行錯誤等のものづくりに必

要な基本能力を更に高めると共に、後期から参加するｌ年

次生の指導能力・リーダーシップ能力育成、ものづくりに

必要な基本技能（溶接、塗装、加工等々）の習得、技能資

格への挑戦、が新たな目標として加わる。

【成績評価の方法】

｢学習・活動記録ノート」に活動実績、調査内容、等々

を記録する。これを参考に、顧問とグループ内の相互評価

を通して成績とする。各期末には、

ゼンテーションを行なう。

全グループ合同のプレ

【教科書】

各テーマのシラバスを配布すると共に、適宜資料を配布
する ◎

【参考書】

【メッセージ】

皆さんの主体的発想・活動を期待します。

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

単位数

必選別

専 門科目群－ものづくり科目

ものづくり創成Ⅱ

(MONOZUKURIⅡ）

遠藤(敏)、久保、黄、佐伯、酒井、佐々木、
新川、李木、竹野、出木、中村(格)、西村、

演田、松尾、宗像、山寄、渡辺、渡遥

４単位 配当年期 ３年次通年

噂攻必修・選択
【授業の目的】

この授業では、

創成Ｉ」の発展と

｢循環型社会と地域活動｣、「ものづくり

して、自主‘性、発想、試行錯誤等のもの

づくりに必要な基本能力を更に高めると共に、下年次生へ

の指導能力、リーダーシップ能力、ものづくりに必要な基

本技能（溶接、塗装、加工等々）の習得、上級資格への挑
戦などを目標とする。

【成績評価の方法】

｢学習・活動記録ノート」に活動実績、調査内容、等々

を記録する。これを参考に、顧問とグループ内の相互評価

を通して成績とする。各期末には、

ゼンテーションを行なう。

【教科書】

全グループ合同のプレ

各テーマのシラバスを配布すると共に、適宜資料を配布
する ○

【参考書】

【メッセージ】

皆さんの主体的発想・活動を期待します。

【授業概要】

｢循環型社会と地域活動」の授業で選択したグループ

テーマを、配布されたテーマごとのシラバス（別刷）に

従って学習する。「ものづくり創成Ｉ」で重視するのは、

｢信和・協同・実践」の具現化、グループ自らの発想と

実働である。

【授業計画】

ものづくりの基本である企画・立案→設計→資材調

達→製作→販売（も視野に入れた）に沿った実務作業を

グループ内議論、顧問のアドバイスを通して自ら展開で

きるよう学習する（テーマにより多少運営が異なる)。

具体的なものづくりが始まり、その評価と改良に向け

た試行錯誤、或いは作業分担も必要となる。このために

必要な知識・情報の習得手法について学習する。

後期よりｌ年次生が新入社員（｢循環型社会と地域活

動｣科目）として参加する｡新入社員とのコミュニケーショ

ンを図りながら、新入社員教育を行い指導能力の育成も

努める。

また、大学においては、課外時間の過ごし方が将来に

とって重要であることを時に触れて話をし、就職活動の

一助として､課外時間に以下の内容を課することもある。

自らが産業の動向調査（訪問調査、文献、インターネッ

ﾄ等を通して)、更には企業等の事業現場見学、地域イベ

ン卜等への参加を通して、自分の将来進路を模索する。

学内外の起業論、マーケッティング等のビジネス系講

義の受講

【授業概要】

l、２年次からのグループテーマを、配布されたテー

マごとのシラバス（別刷）に従って学習する。「ものづく

り創成Ⅱ」では、「信和・協同・実践」の更なる具現化、

グループ自らの発想と実働の強化である。

【授業計画】

ものづくりの基本である企画・立案→設計→資材調

達→製作→販売（も視野に入れた）に沿った実務作業を

グループ内議論、顧問のアドバイスを通して自ら展開で

きるよう学習する（テーマにより多少運営が異なる)。

具体的なものづくりが始まり、その評価と改良に向け

た試行錯誤、或いは作業分担も必要となる。このために

必要な知識・情報の習得手法について学習する。

後期よりｌ年次生が新入社員（｢循環型社会と地域活

動｣科目）として参加する｡新入社員とのコミュニケーショ

ンを図りながら、新入社員教育を行い指導能力の育成も

努める。

また、大学においては、課外時間の過ごし方が将来に

とって重要であることを時に触れて話をし、就職活動の

一助として､課外時間に以下の内容を課することもある。

自らが産業の動向調査（訪問調査、文献、インターネッ

ﾄ等を通して)、更には企業等の事業現場見学、地域イベ

ント等への参加を通して、自分の将来進路を模索する。

学内外の起業論、マーケッティング等のビジネス系講

義の受講

－１２５－



ものづくり創成科目のグループ別「ものづくりテーマ」一覧表
(ｌ年次：循環型社会と地域活動、２年次：ものづくり創成１，３年次：ものづくり創成Ⅱ）

ものづくりテーマ

バイオ技術の基本を学

ぶ、お酒、ビール、ワ

イン造り

工作機械（旋盤）の設

計・製作

ＰＩＣのソフトとハー

ド

表面技術工房

キャンパスリサイクル

と地域活動

微生物はえらい！

微生物を用いた

ものづくりの基礎

バイオマスの再資源化

とその有効利用

技術と産業化

身の回りの中の科学

いろいろな機械を

設計・製作してみよう

担当

佐々木健

竹野健次

李木経孝

松尾邦昭

山寄勝弘

遠藤敏郎

新川英典

渡辺昌規

中村格芳

渡遥真彦

久保隆

酒井，恒

佐伯哲二

出木秀典

西村正文

黄樹偉

演田直巳

宗像経博

目的

種々の酵母・素材を使って、「何でも酒に！

魔法のバイオものづくり｣。

材料力学、工業材料、機械加工等の基礎を学

び、旋盤の設計・製作を行う。

機械語やアセンブリ言語等のソフトウエアを

習得し、ＬＥＤ,モーターの制御を通してハー

ドウェアの学習も行う。

塗装､めっき等の表面処理技術に必要な知識・

技術・技能を修得し、塗装技能士、めっき技

能士の資格取得を目指す。

グループ活動により「信和・協同・実践」能

力を育成する。企業との接触、中学高校の教

員が組織する研究会への参加など、学生自ら

がテーマ開発を進める。

微生物を利用してものづくり体験。微生物の

分離・培養技術、発酵技術を体験する。

容易に手に入る材料から付加価値の高い製品

を作ることにより、再資源化技術を習得し、

ものづくりの醍醐味を味わう。

電気、機械、バイオ・リサイクル分野を網羅

し、環境・エネルギー問題をキーワードとし

た多様なテーマを提供し、設計、製造を行う。

４つのテーマの中から、回路、教材、作品を

自ら設計、製作する中で、科学的な考え方を

身につけ創作する感動を体験し、成果を子供

科学教室などでデモンストレーションを行

つｏ

種々の機械を実際に計画・設計・試作・評価

することにより、ものづくりに関する基礎的

な技能や手法を実体験しながら身につける。

－１２６－

色々な組合せで醸造し、を

学ぶ。

企画、設計、製作、改善と

連続して受講することが

望ましい○

１．２年はＰＩＣを中心に

3年は各種ロボット製作。

ｌ～３年を通じて塗装技

能・めっき技能の習得、塗

装工事の受注体験。

希望するグループ別に作

業分担し、グループ又は全

体でのコミュニケーショ

ン能力を高め、指導能力も

重視。

段階的に技術修得、原理理

解を目指し、上級生が下級

生を指導する体制へ。

５つのテーマの中から１

つを選択し、継続的に受講

してもらう。

専門知識・技能や協調性・

能動的行動力・規律性養

成０

１つのテーマを長期間取

り組んでもよいし、半期毎

にテーマを移動してもよ

い ◎

６つのテーマから５つま

でを選択する。同じテーマ

を２回まで選択すること

が可能。



区分 専門科目群

授業科目 卒業論文

(英訳） (GraduationThesis）

担当教員
遠藤敏郎、佐々木健、新川英典、竹野健次、
中村格芳、山瀞勝弘、ｉ度辺昌規、ｉ度遥冥彦

単位数 ５単位 配当年期 ４年次通年

必選別 運蚕画修・選択
【授業の目的】

バイオ・リサイクル専攻の学習の総仕上げとして、４年

次、各教員に配属きれ、それぞれ数口の専門分野での研究、

実験を行い、その結果を論文にまとめる。自ら、問題点を

見出し、各種文献を調べ、実験し、問題解決能力を養う。

論文として、文章としてまとめる能力も育成する。

【成績評価の方法】

セミナー、発表会 、 関 連 教 案 蛎 業 、 な ど へ の 出 席と実験

への姿勢、また、デ ータのまとめかた、研究中間発 表の姿

勢、受け応え、文献の調査などを総合的に評価する。

【教科書】

研究に関連する主な 文 献 は 教 員 が 配 布 す る 。 関 連文献調

査は、各自で行う。特に、英語の論文や文献が読めなくて

(よ、研究が進まないので、

よ』うにすること。

【参考書】

【メッセージ】

努めて英語の論文や文献を読む

卒業研究は、就職 、 大 学 院 進 学 に き わ め て 重 要 なもので

あるので、なるべ く希望するテーマでの卒業研究を遂行す

ることが望ましい。したがって、研究室の配属には、課題

探求 、 環 境 創 生 科目を受講して、よく考えてから希望を提
出すること。

【授業概要】

研究の内容は、学生の希望を求めた後、配属された研

究室で､原則として教員から指示する。しかし､希望のテー

マがあれば、協議の上決定することもある。ただし、受

け入れ人数の関係により、第二希望への配属となる場合

もありうる。基本的には、課題探求、環境創生科目を引

き継ぐ研究となるので、これらの授業の選択は、１－２

年次から慎重に行うことが望ましい。しかし、希望者に

は、課題探求、環境創生科目とは別のテーマを協議の上、

提示することも可能であるので、早めにチューターに相

談すること。

卒業研究は、各研究室の日程に従って、座学、実験、

セミナー、中間発表に必ず出席し、誠意をもって遂行し

なくてはならない。特に、文献調査、実験遂行、または

研究の進捗状況を確認するため、定期的に中間発表を、

研究室ごと、あるいは、研究室合同で、年数回行うので、

必ず出席して、発表しなければならない。場合によって

は、大学院生との共同研究も、研究室によっては、ひん

ばんに行うこともある。

卒業研究発表および卒業論文は必ず下書きを作成し

て、指導教員に見てもらい、指導を仰ぎ、修正などを行っ

た後に提出しなければならない。

－１２７－



専門教育科目

く工学部〉

総合工学科

機械システム専攻



単位数欄の○は必修を表わす

－１２９－

(3)総合工学科機械システム専攻科目

科
目
群

授業科目

単
位
数

毎週授業時間数

l年次 ２年次 3年次 4年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

備考
記載
ページ

学
部
基
礎
科
目

線形代数Ｉ

線形代数Ⅱ

基礎 数 学

基礎数学演習

微 分・積分Ｉ

微 分 ・ 積 分 演 習 Ｉ

微分・積分Ⅱ

微分・積分演習Ⅱ

科学技術の基礎

化学Ｉ

化学Ⅱ

物理学Ｉ

物理学 Ⅱ

化学実 験

インターンシシプＩ

インターンシシプⅡ

キャリアデザインＩ

キャリアデザインⅡ

２

２

２

２

②

２

２

２

２

２

２

②

２

１

１

１

①

①

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

7６

7６

7７

7７

7８

7９

8０

8０

8１

8２

8２

8３

8３

8４

8５

8５

8６

8６

専
門
科
目

専
門
導
入
科
目

専
門
発
展
科
目

機 械工学基礎ゼミナール

応用数学

基 礎 力 学

工業力学

材料力学Ｉ

材料力学Ｉ演習

ＣＡＤ入門

ＣＡＤ基礎

工業材料Ｉ

工業材料Ⅱ

素形材加工

機械製作概論

機械工作実習Ｉ

機械 力学

材料力学Ⅱ

材料力学Ⅱ演習

水力学

工業 熱 力学

機械設計学Ｉ

②

②

②

２

②

②

②

②

②

２

２

２

①

②

２

２

②

②

②

２

２

２

２

２

２

２

２

２

３

２

２

２

２

２

２

２

２

２

□

□

□

131

１３１

１３２

１３２

133

133

１３４

134

135

135

136

１３６

137

137

138

138

１３９

139

140



卒業必要単位数は124単位以上とする。

教養科目28単位以上、学部基礎科目６単位以上、専門科目75単位以上（ものづくり科目１０単位、所属する専

攻の科目から55単位以上、他の副専攻科目から１０単位)、卒業論文５単位を修得しなければならない。

注）単位数欄の○印は専攻必修科目

備考欄の口印は副専攻科目を表わす

－１３０－

科
目
群

授 業 科 目

単
位
数

毎週授業時間数

l年次 ２年次 3年次 4年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

備考
記載
ページ

専
門
科
目

専
門
発
展
科
目

専
門
応
用
科
目

も
の
づ
く
り

科
目

機械設計学Ⅱ

機械設計製図Ｉ

機械設計製図Ⅱ

ＣＡＤ応用Ｉ

ＣＡＤ応用Ⅱ

機械 加 工

機械工作実習Ⅱ

機械工作実習Ⅲ

機械工学実験Ｉ

機械工学実験Ⅱ

機 械工学ゼミナール

流体 工 学

熱 工学

シス ﾃア ム制御

エンジンエ学

自動車工学

産業 機 械

３次元ＣＡＤ入門

３次元ＣＡＤ基礎

Ｃ ＡＭ

循環型 社 会 と 地 域 活 動

ものづくり創成Ｉ

ものづくり創成Ⅱ

２

⑮

⑮
２

２

②

⑮

⑮

③

③

②

２

２

２

２

２

２

２

２

２

②

④

④

２

２

３

２

２

２

２

３

２

３

６

２

２

２

２

２

３

６

２

２

２

３

２

２

３

□

□

□

□

□

１４０

１４１

１４１

142

１４２

143

144

１４４

１４５

145

146

146

１４７

147

148

148

149

149

150

150

124

125

１２５
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区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 機械工学基礎ゼミナール

(英訳） (IntroductiontoMechanicalEngineering）

担当教員 機械システム専攻全教員

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 連玩区彦・選択
【授業の目的】

実際に「ものづくり」体験させ、機械工学に対する興味

を新たにさせる。また、大学ではどの様なことを学び、ど

の様な知識を身につける必要があるかを自覚させ、今後の

大学生活において目的意識を持って勉学に励むことの出来

る土台を作る。

【成績評価の方法】

毎回のゼミナールに対する取り組み方・積極的な活動や

発言、もの作りや実験における正確さや確実性などを総合

的に評価する。出席率も評価の対象となる。

【教科書】

必要に応じて、各研究室で教材・資料を配布する。

【参考書】

【メッセージ】

区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 応用数学

(英訳） (AppliedMathematics）

担当教員 宗像経博

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 連記Z鯵・選択
【授業の目的】

本授業は、機械システム２年次の学生に、右に示す１５回

の授業計画に基づき、機械工学専門を勉強する上で必要と

思われる数学力および数学応用力を修得させることを目的

としている。

【成績評価の方法】

平素の授業への出席、課題レポート等の平素の評価と期

末試験の結果とで評価を行う。

【教科書】

微分方程式・演習と応用（出版社）サイエンス社

(共著）寺田文行、坂田注、曾布川拓也

【参考書】

【メッセージ】

機械システム専攻での必修科目であり、将来の機械工学

での勉学・研究等に重要な基礎的学科目なので休まない、

真面目な受講をお願いしたい。

【授業概要】

受講生をｌグループ４～５名前後の小人数に分け、そ

れぞれのグループ毎に機械システム専攻内の研究室で「も

の作り」をさせたり、話題提供の後フリーデイスカッショ

ンを行わせたりする。

【授業計画】

具体的な内容は各研究室により異なり、自動車やエン

ジンの組立、知能ロボットの製作、専門的な実験装置の

製作など、「ものつくり」や実験を行わせる。また、機械

工学に関係する最新技術や面白い現象の紹介、深刻にな

りつつある環境問題などビデオ映像を活用しながら講義

を行った後、受講生にフリーディスカッションをさせた

り、資料作成してプレゼンテーションをさせる。授業計

画の概略は、以下の通りである。

第１～２回導入教育とテーマ設定

第３～４回調査と計画

第５～９回演習、実験（１）

第１０回中間まとめ

第１l～14回演習、実験（２）

第15回まとめ

【授業概要】

機械工学での現象表現によく用いられる、一階および

高階（二階）の常微分方程式とその解法（一般解および

特殊解の解析的求解法）を中心に授業をおこなう。

【授業計画】

第１回微分方程式の基礎概念、独立・従属変数

第２回微分方程式の解、解の分類と条件

第３回解と曲線群

第４回一階常微分方程式、変数分離形とその応用

第５回一階常微分方程式、同次形とその応用

第６回一階線形同次微分方程式、その解

第７回一階線形非同次元微分方程式、その解

第８回ベルヌーイ微分方程式、その解

第９回リカッテイ微分方程式、その解

第10回全微分タイプの微分方程式、完全微分形

第１１回積分因子による解法

第１２回高階（二階）線形微分方程式、その解

第13回定数係数微分方程式、その解

第14回定数係数微分方程式、機械工学への応用

第15回まとめ・試験

－１３１－



区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 基礎力学

(英訳） (IntroductiontoEngineeringMechanics）

担当教員 黄樹偉

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期

必 選別 連玩画惨・選択
【授業の目的】

｢力学」はエンジン、自動車、飛行機、または建物など
の設計を支える学問的基礎の１つである｡本講義はこの｢力
学」の基礎的な部分であり、「工業力学｣、「水力学｣、
力学｣、「機械力学」と「材料力学」などの力学科目への必
要な入門知識を提供することと、実際問題を力学的に考察
できる能力を養うことを目的とする。

【成績評価の方法】

レポート、中間テストと期末試験などの成紙により総合

的に評価する。但し、出席率は80％以上でなければならな
い ○

【教科書】

青木弘，木谷晋共著「工業力学｣，森北出版

【参考書】

講義中に適宜にプリントを配布し、また参考書の紹介等
を行う。

【メッセージ】

ほぼ毎回の授業後に授業内容の復習としての単純なし

ポート課題が出ている。レポートは成績評価の対象となる
ので、欠かさず提出すること。また、授業中に計算演習を
よく行うので、関数電卓を持参すること。

区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 工業力学
(英訳） (MechanicalEngineering）

担当教員 宗像経博

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 専攻必修．（露WＤ
【授業の目的】

｢基礎力学」に引き続き「力学」を学ぶ授業で、主とし

て運動・運動と力・摩擦・簡単な機械等について講義す

る。授業の目的は｢基礎力学｣と同様､｢水力学｣､｢熱力学｣、

｢機械力学」と「材料力学」などの力学科目への必要な入

門知識を提供することと、実際問題を力学的に考察できる

能力を養うことを目的とする。

【成績評価の方法】

レポート、小テストと期末試験などの成績により総合的

に評価する。出席率も重視する。

【教科書】

工業力学

(共著）青木弘、木谷晋（出版社）森北出版

【参考書】

【メッセージ】

レポートは成績評価の対象となるので、欠かさず提出す

ること。また、授業中に計算演習をよく行うので、関数電

卓を持参すること。

【授業概要】

この授業の前半（第８回まで）は力の合成と分解の方法

に関する内容で、後半（第９回以降）は力の釣り合いに関

する内容である。授業では演習をしながらそれぞれの問

題の計算方法を詳細に解説する。

【授業計画】

第１回本講義に必要な数学基礎知識

第２回力の定義，力の性質，力の単位と換算

第３回１点に働く２力の合成：図式法と解析法

第４回力の分解

第５回１点に働く３つ以上の力の合成：図式法と解析
法

第６回力のモーメント

第７回偶力と力の置き換え

第８回着力点の異なる力の合成

第９回総合演習と理解度確認テスト

第１０回１点に働く力のつり合い

第１１回１点に働く３つ以上の力のつり合い

第１２回接触点，支点に働く力

第13回着力点の異なる力のつり合い

第14回トラスの解析法：節点法

第15回トラスの解析法：切断法

【授業概要】

主に「物体を質点とし、物体の運動の軌跡を解析する

運動学｣、「力と運動の関係に関する三つの運動の法則と

その応用問題｣、「機械の摩擦と簡単な機械における力学

原理」の内容について講義する。

【授業計画】

第１回質点の運動の概説

第２回接線加速度と法線加速度

第３回直線運動

第４回平面運動

第５回相対運動

第６回運動の法則

第７回慣性力

第８回向心力と遠心力

第９回総合演習と理解度確認テスト

第１０回機械の摩擦、摩擦係数と摩擦角

第１１回簡単な機械：てこ

第１２回簡単な機械：滑車

第13回簡単な機械：輪軸

第14回簡単な機械：斜面

第15回機械の効率
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区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 材料力学Ｉ

(英訳） (StrengthofMaterialsl）

担当教員 演田直巳

単位数 ２ 単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 連記画鯵・選択
【授業の目的】

機械構造物やその部材の強度設計の基礎となる種々の応

力，ひずみおよび内力の概念を修得する。

【成績評価の方法】

期末試験の成緬により評価する。

【教科書】

ポイントを学ぶ材料力学西村尚編著丸善出版

【参考書】

材料力学清水篤麿著共立出版

【メッセージ】

電卓を持参

区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 材料力学Ｉ演習

(英訳） (SelectedProblemsinStrengthofMaterialsl）

担当教員 演田直巳

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 奪瓦区塗・選択
【授業の目的】

本講義では材料力学Ｉと平行し材料力学Ｉで修得した基

礎知識を用い，演習問題を通じて強度計算の基礎能力を身
につける。

【成績評価の方法】

レポートおよび小試験の成績により評価する。

【教科書】

例題で学ぶ材料力学西村尚編著丸善出版，プリント配

布

【参考書】

材料力学入門演習中沢一編著産業図普

【メッセージ】

電卓を持参

【授業概要】

本講義では強度設計を実施する上で基本となる応力，

ひずみ，これらの関係を結びつける法則，引張圧縮の不

静定問題およびはりの基礎などを学ぶ。

【授業計画】

第１回材料力学序論

第２回荷重，応力の種類およびひずみの種類

第３回弾性体における応力とひずみ

第４回工業材料の機械的性質

第５回安全率および許容応力

第６回自重を考慮した引張と圧縮

第７回引張圧縮の不静定問題

第８回熱応力と残留応力

第９回中実および中空丸軸のねじり

第１０回真直ばりの種類，はりに加わる集中荷重，分布

荷重およびモーメント

第11回はりの断面に生じる曲げモーメントとせん断力

第12回せん断力および曲げモーメント線図

第13回重ね合わせの原理

第14回平面図形の性質（図心，断面２次モーメント，

断面２次極モーメント）

第15回まとめ

【授業概要】

機械構造物やその部材の強度設計の基礎となる種々の

応力，ひずみおよび内力に関する演習を行う。

【授業計画】

第１回材料力学序論に関する問題

第２回荷重，応力の種類およびひずみの種類について

の演習

第３回弾性体における応力とひずみについての演習

第４回工業材料の機械的性質についての演習

第５回安全率および許容応力についての演習

第６回自重を考慮した引張と圧縮についての演習

第７回引張圧縮の不静定問題についての演習

第８回熱応力と残留応力についての演習

第９回中空および中実丸軸のねじりについての演習

第１０回真直ばりの種類，はりに加わる集中荷重，分布

荷重およびモーメントについての演習

第11回はりの断面に生じる曲げモーメントとせん断力

についての演習

第12回せん断力および曲げモーメント線図についての

演習

第13回重ね合わせの原理についての演習

第14回平面図形の性質（図心，断面２次モーメント，

断面２次極モーメント）についての演習

第１５回総合演習問題
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区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 ＣＡＤ入門

(英訳） (IntroductiontoCAD）

担当教員 李木経孝

単位 数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 噂瓦Ｚ鯵・選択
【授業の目的】

ものづくりには設計・製図が必要不可欠である。エンジ

ニアにとって必要な製図の基本的な規則を学ぶ。また、コ

ンピュータの援用による設計・製図すなわちCADの基本

的な操作の習得を目指す。

【成績評価の方法】

出席率．授業毎または期末に機械製図演習およびCAD

の練習課題の結果で評価

【教科書】

･大学内で作成したCAD用テキスト

･機械製図演習

(編）近藤巌（出版社）パワー社

【参考書】

【メッセージ】

実習・演習形式の授業なので出席率は重要

区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 ＣＡＤ基礎

(英訳） (BasicCAD）

担当教員 李木経孝

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必選別 噂ZZZ修・選択
【授業の目的】

ものづくりには設計・製図が必要不可欠である。エンジ

ニアにとって必要な製図の基本的な規則を学ぶ。また、コ

ンピュータの援用による設計・製図すなわちCADの基本

的な操作の習得を目指す。

【成績評価の方法】

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

【授業概要】

ＣＡＤ入門ではオートキャドを適用し、その操作方法を

学ぶ。また､基本的な製図を学ぶために､機械製図演習ノー

ﾄを用いて、手瞥きの製図も並行して学ぶ。

【授業計画】

第１回AUTOCAD起動・終了・ファイル方法、使用目
的について

第２回製図の目的および数字・漢字・尺度について
第３回線種・各種線・アールの描き方について
第４回ＣＡＤの画面説明・線（簡単な作図）・削除につ

いて

第５回ＣＡＤによる選択・拡大縮小・Ｒｅｄｏ・作図補助に
ついて

第６回投影法（正面・平面・側面）について
第７回立体から平面へ．平面から立体へ等の読み方、

描き方について
第８回ＣＡＤによるオフセット・トリム・延長の作図お

よび修正方法について
第９回ＣＡＤによる移動・コピー・面取り・フイレット

について

第10回正面図・平面図・側面図の描き方（立体の部品
図より）について

第１１回断面図の描き方・ハッチング・矢視の描き方に
ついて

第１２回ＣＡＤによる各種円の描き方・部分削除・多角形
について

第13回ＣＡＤによる楕円・円弧・角度線・線長指定線に
ついて

第１４回寸法記入・製図各種記号（Ｒ・Ｃ・の．Ｍ・
PＣＤ・□・ＳＲ．Ｓの．キリ等）について

第１５回まとめ

【授業概要】

ＣＡＤ基礎ではオートキャドを適用し、ＣＡＤ入門で学ん

だ基本操作により、実際の製品の機械製図を作図する。

また手書きによる機械製図も学び、基本的な製図のJIS規
格について学ぶ。

【授業計画】

第１回ＣＡＤ入門のおさらい

第２回ＣＡＤによる各種寸法記入法・角度・径・引出し

線について

第３回ＣＡＤによるミラー・配列・回転･分解結合・文

字・ハッチングについて

第４回寸法公差（はめあい）について

第５回ＣＡＤによる機械部品の作図（ブロック）

第６回仕上げ記号についてについて

第７回ＣＡＤによる機械部品の作図（フランジ）

第８回ボルト（おねじ/めねじ）・キー類にについて

第９回ＣＡＤによる機械部品の作図（シャフト類）

第１０回組立図の描き方について

第１１回ＣＡＤによる機械部品の作図（構造部材）

第１２回歯車の描き方について

第13回ベアリング・ばねの描き方について

第14回幾何公差について

第15回まとめ
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区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 工業材料Ｉ

(英訳） (EngineeringMaterialsl）

担当教員 中佐啓治郎

単位数 ２単位｜配当年期 ｌ年次前期

必選別 噂面区瞳・選択
【授業の目的】

機械や部品を設計するには,各種工業材料の性質,強度，

用途を十分に知っておくことが重要である。また，材料の

加工を行うためには．金属の熱処理や組織についての知識

が必要となる。本講義では工業材料の基本的な特性を習得

することを目的としている。

【成績評価の方法】

期末試験（80％）と小テストまたはレポート（20％）の

結果により評価

【教科書】

大学基礎機械材料ＳI単位版門間改三著（実教出版）

【参考書】

図解機械材料打越二禰著（東京電機大学出版局）

【メッセージ】

･教科書に沿って講義し，十分でない個所については補足

説明する。

･講義説明は主に板書で実施。

･期末テストでは自筆のノートは持ち込み可とするので，

毎講義，ノートをとることが大切

区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 工業材料Ⅱ

(英訳） (EngineeringMaterialsⅡ）

担当教員 中佐啓治郎

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必選別 専攻必修・種狗
【授業の目的】

機械や部品を設計するには,各種工業材料の性質,強度，

用途を十分に知っておくことが重要である。また，材料の

加工を行うためには，金属の熱処理や組織についての知識

が必要となる。本講義では，実用的な工業材料の機械的性

質や用途を理解することを目的としている。

【成績評価の方法】

期末試験（80％）と小テストまたはレポート（20％）の

結果により評価

【教科書】

大学基礎機械材料ＳI単位版門間改三著（実教出版）

【参考書】

図解機械材料打越二禰著（東京電機大学出版局）

【メッセージ】

･教科書に沿って講義し，十分でない個所については補足

説明する。

･講義説明は主に板書で実施。

･期末テストでは自筆のノートは持ち込み可とするので，

毎講義，ノートをとることが大切

【授業概要】

工業材料Ｉでは，工業材料の基本的な知識を習得する

ため 金属の結晶構造，機械的性質の評価法，材料の強

化法，合金の平衡状態図，炭素鋼の平衡状態図と標準組

織について詳しく説明する。

【授業計画】

第１回：金属材料の総論

第２回：金属の結晶構造について

第３回：金属の機械的性質について（応力とひずみ，各

種変形）

第４回：金属の機械的性質について（引張試験，硬さ試

験など）

第５回：金属の塑性加工について

第６回：合金の平衡状態図について

第７回：合金の相の変化について

第８回：熱分析曲線と状態図の作成

第９回：２元合金状態図に関する演習

第10回：共晶型と状態図について

第１１回：材料の強化方法について

第１２回：鉄と鋼について

第１３回：鋼（Fe-C）の状態図について

第１４回：鋼の変態と組織について

第15回：まとめ

【授業概要】

工業材料Ⅱでは，まず炭素鋼の熱処理法の原理につい

て説明し，つぎに各種の合金鋼，鋳鉄，銅合金・アルミ

ニウム合金などの非鉄金属材料の熱処理と機械的性質，

プラスチック・セラミックスなどの非金属材料の機械的

性質について説明する。

【授業計画】

第１回：工業材料Ｉのおさらい

第２回：鋼の熱処理について

第３回：冷却速度と変態温度について

第４回：連続冷却変態とＣＣＴ曲線について

第５回：恒温変態とベイナイト，マルテンサイト組織に

ついて

第６回：鋼の製造法，分類及び用途について

第７回：炭素鋼の種類と用途について

第８回：鋼板とその加工性について

第９回：構造用合金鋼について

第10回：工具材料について

第１１回：ステンレス鋼について

第１２回：鋳鉄について

第13回：非鉄金属材料について

第１４回：非金属材料について

第１５回：まとめ
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区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 素形材加工
(英訳） (MaterialsProcess）

担当教員 中 佐 啓 治 郎

単位数 ２ 単位 配当年期 ｌ年次 後期

必選別 専攻必修．ｑ翻り
【授業の目的】

材料の加工プロセスには、板や棒などの前素形材に加工
する一次加工、素形材を加工する二次加工がある。本講義
では、複雑な形状を有する工業製品が製造される過程で、
切り屑を発生しない成形加工法や付加加工が、高効率・省
資源・省エネルギ加工法として重要な役割をはたしている
ことを理解させる。

【成績評価の方法】

成績評価は①ノート10％②小テスト１０％③課題１０％④テ
スト70％で評価する．

【教科書】

材料加工プロセスーものづくりの基礎一：山口克彦ほか／

編著（共立出版）

【参考書】

【メッセージ】

･教科書に沿って講義し，十分でない個所については補足
説明する．

･講義説明は主に板書で実施．
･テストは自筆のノートは持ち込み可とするので，毎講
義，ノートをとることが大切

区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 機械製作概論
(英訳） (IntroductiontoManufacturingProcesses）

担当教員 李木経孝

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期

必 選別 専攻必修・唾５，
【授業の目的】

｢ものづくり」は、種々の材料に付加価値をつけて社会

が必要とする製品を作り出すことである。この「ものづく

り」の概念を理解させ、機械工学の役割を認識させる。

【成績評価の方法】

中間に実施する５回の小レポート（20％)、期末に実施

する最終レポート（20％）および期末試験（60％）により

総合的に評価する。

【教科書】

講義に沿った概要および図版を編集したプリントを配布
する ◎

【参考書】

【メッセージ】

配布するプリントに沿って、具体的な事例などを紹介す

るＯＨＰやビデオを併用し、わかり易く講述する。

【授業概要】

基本的な素形材加工法として、鋳造、塑性加工（圧延、

鍛造、プレス、押し出し、絞りなど)、粉末成形、溶接・

接合法について、それらの原理、特徴、適用例などを説

明する。

【授業計画】

第１回素形材加工の目的

第２回鋳造法の原理と特徴

第３回各種鋳造法

第４回新しい鋳造法

第５回塑性加工の原理と特徴

第６回圧延・鍛造・押出加工などの1次加工

第７回曲げ・絞り・回転成形などの２次加工

第８回せん断加工

第９回粉末成形の原理と特徴

第１０回各種粉末成形法

第11回溶接と接合の原理と特徴

第12回各種溶接法

第13回各種接合法

第14回生産システムについて

第15回まとめ

【授業概要】

｢ものづくり」の役割、歴史および機械工学との関連か

ら、現代における種々の技術、手法にいたるまで概観し、

自動車の生産を事例として設計から製造までの一連の流

れを学ぶ。

【授業計画】

第１回現代社会におけるものづくりの役割

第２回ものづくりを支える機械工学

第３回ものづくりを支える産業構造

第４回道具の発見そしてエネルギーの利用

第５回工作機械、加工技術、自動化技術の歴史

第６回現代の機械製作法の概略

第７回製品設計

第８回材料の製造

第９回素形材加工

第１０回切削加工

第１１回工作機械とそのシステム化

第12回研削加工、特殊加工

第13回測定・検査と品質管理

第14回接合、組立から製品化まで

第15回まとめ（自動車の生産を事例として）
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区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 機械工作実習Ｉ

(英訳） (MachiningPracticel）

担当教員 演田直巳、実習工場技術職員

単位数 ｌ単位 配当年期 ｌ年次 後期

必選別 奪頑画惨・選択
【授業の目的】

自ら工作機械類を駆使して、機械工作および機械計測の

実際を学び、理論と実際の理解を深めるとともに、機械工

学の目的である設計・生産に関わる基礎的素養を養う。

【成績評価の方法】

１．機械器具の機能、取扱、加工、測定、安全等説明の理

解度､実施度２.実習態度３．レポート４.欠席．

遅刻等から総合的に評価する。

【教科書】

特になし◎

【参考書】

特になし。

【メッセージ】

教科書は用いず、工作機械類を前にした説明をもとに、

実際の加工を行い、その内容をレポート提出する。原則と

して欠席・遅刻は認めない。

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 機械力学

(英訳） (MechanicalDynamics）

担当教員 中川紀課

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 奪瓦区修・選択
【授業の目的】

機械力学は機構運動学や振動工学などの力学を工学的に

機械に適用するものである。運動の伝達や変換を行うモデ

ルにより機構と運動学、さらに機械に生じる振動の基礎的

知識を習得する。

【成績評価の方法】

試験、レポート、学習理解度により評価する。

【教科書】

｢振動工学の基礎」岩壷卓三、松久寛編中川紀課ほか共

著、森北出版

【参考書】

｢機構学」井沢実、加藤博共著、産業図書

【メッセージ】

数学に関する基礎的知識を習得していることが望まれる。

【授業概要】

旋盤加工Ｉ、旋盤加工Ⅱ、フライス加工、研削加工、

溶接の５部門を、５～８名の小グループに分かれた学生

が、順次受講し、工作機械類の実習を行い、その内容を

レポートにまとめる。

【授業計画】

第１回旋盤加工Ｉ、導入教育

第２回旋盤加工Ｉ、段付軸の加工､測定（パス、ノギス）

第３回旋盤加工Ｉ、段付軸の加工、まとめ（レポート

作成）

第４回旋盤加工Ⅱ、導入教育

第５回旋盤加工Ⅱ､三角ネジの加工､測定(マイクロメー

タ）

第６回旋盤加工Ⅱ、三角ネジの加工、まとめ（レポー

ﾄ作成）

第７回フライス加工、導入教育

第８回フライス加工、角柱の加工、Ｔミゾの加工

第９回フライス加工、凹凸の加工、まとめ（レポート

作成）

第10回研削加工、導入教育

第11回研削加工、平面研削加工、円筒研削加工

第１２回研削加工､内面研削加工､まとめ（レポート作成）

第１３回溶接、導入教育

第14回溶接、下向シングルビード溶接

第15回溶接、Ｔ継手溶接、まとめ（レポート作成）

【授業概要】

機械力学は機構運動学や振動工学などの力学を工学的

に機械に適用するものである。運動の伝達や変換を行う

モデルを取り上げて機構と運動学、さらに機械に生じる

振動を対象にして解説し、機構運動学と機械振動に関す

る基礎的知識を教育する。

【授業計画】

第１回機構の基礎的事項「①」

第２回機構の基礎的事項「②」

第３回瞬間中心

第４回リンクの速度

第５回リンクの加速度

第６回ピストンークランク機構の力学「①」

第７回ピストンークランク機構の力学「②」

第８回中間まとめ

第９回減衰のないｌ自由度系の自由振動

第１０回減衰のあるｌ自由度系の自由振動「①」

第１１回減衰のあるｌ自由度系の自由振動「②」

第12回減衰のないｌ自由度系の強制振動

第13回減衰のあるｌ自由度系の強制振動「①」

第14回減衰のあるｌ自由度系の強制振動「②」
第１５回振動の絶縁

第16回まとめ
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区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 材料力学Ⅱ

(英訳） (StrengthofMaterialsⅡ）

担当教員 演田直巳

単位数 ２ 単 位 配当年期 ２ 年 次 後期

必 選別 専攻必修・唾W、
【授業の目的】

材料力学Ｉを基礎として材料力学の中で重要な各種はり

の解法およびひずみエネルギーについて理解する。

【成績評価の方法】

期末試験の成績により評価する。

【教科書】

ポイントを学ぶ材料力学西村尚編著丸善出版

【参考書】

材料力学清水篤麿著共立出版

【メッセージ】

電卓を持参

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 材料力学Ⅱ演習
(英訳） (SelectedProblemsinStrengthofMaterialsⅡ）

担当教員 演田直巳

単 位数 ２ 単位 配当年期 ２年次後 期

必 選別 専攻必修． 霞7，
【授業の目的】

材料力学Ⅱの講義と平行して実際の問題に対応できるよ

う思考のトレーニングをし，強度計算に際し必要な基礎知

識を修得する。

【成績評価の方法】

レポートおよび小試験の成績により評価する。

【教科書】

例題で学ぶ材料力学西村尚編著丸善出版，プリント配

布

【参考書】

材料力学入門演習中沢一編著産業図書

【メッセージ】

電卓を持参

【授業概要】

種々のはりの曲げ応力,たわみおよびひずみエネルギー

などの基礎的な考え方について学習する。

【授業計画】

第１回はりの曲応力

第２回曲げモーメントによるはりのたわみの基礎式

第３回片持ばりのたわみとたわみ角

第４回単純支持ばりのたわみとたわみ角

第５回面積モーメント法によるたわみ計算

第６回突出ばりのたわみ

第７回はりの不静定問題

第８回三モーメントの定理

第９回曲りばり

第１０回ひずみエネルギー

第11回相反定理

第１２回カステリアーノの定理

第13回カステリアーノの定理の応用

第14回三軸応力の応力とひずみの関係，弾性係数間の

関係

第15回まとめ

【授業概要】

種々のはりの曲げ応力,たわみおよびひずみエネルギー

に関する演習を行う。

【授業計画】

第１回はりの釣合い，曲げモーメントに関する演習

第２回はりの曲応力に関する演習

第３回たわみの基礎式に関する演習

第４回工業材料の機械的性質

第５回単純支持ばりのたわみとたわみ角に関する演習

第６回面積モーメント法によるたわみ計算に関する演

習

第７回突出ばりのたわみに関する演習

第８回はりの不静定問題に関する演習

第９回三モーメントの定理に関する演習

第１０回曲りばりに関する演習

第11回ひずみエネルギーに関する演習

第12回相反定理に関する演習

第13回カステリアーノの定理の応用に関する演習

第１４回三軸応力の応力とひずみの関係．弾性係数間の

関係に関する演習

第15回総合演習問題
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区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 水力学

(英訳） (Hydraulics）

担当教員 中川紀癖

単位数 ２単位 配当年期 ２年次 後期

必選別 噂瓦”・選択
【授業の目的】

｢水力学」はたいへん古い学問としての歴史を持ち、今
日においても機械工学の一つの基礎をなしている。その応
用範囲は広く、ポンプやタービン、自動車や航空機・船舶
など機械工学の分野だけでなく、土木・建築や化学また原

子力や天文学などの分野にも及び、専門化している。本講

義では流体に関する基礎知識の習得と、水力学・流体力学
上の諸問題や諸要求に対処することのできる基礎能力を修
得させる。

【成績評価の方法】

期末試験の成績、授業の終わりで行う小テスト、レポー
ﾄ、出席を含む授業態度等を総合して評価する。

【教科書】

テキスト・「水力学」宮井善弘等著森北出版

【参考書】

教材・参考書・講義中に適宜プリントを配布し、また参
考書の紹介等を行う。

【メッセージ】

演習問題を多用するのでテキストとともに関数電卓を持
参すること。

授業は全出席が原則である。

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 工業熱力学

(英訳） (AppliedThermodynamics）

担当教員 黄樹偉

単位数 ２ 単位 配当年期 ２年次後期

必選別 連面て画惨・選択
【授業の目的】

熱力学は熱というエネルギーを機械の回転のような機械

エネルギーに変える熱機関というものの研究から発展して

きた学問分野であるが、現在では日常生活中の「省エネ技

術｣と深くかかわるようになっている。この講義の目的は、

熱現象に関する概念や基礎的な法則を理解することと、引

き続き学習する「熱工学」や「エンジンエ学」を理解する

ための基礎を作ることである。

【成績評価の方法】

レポート、小テストと期末試験などの成績により総合的

に評価する。但し、２/3以上の出席を要する。

【教科書】

工業熱力学の基礎

(著）斎藤孟（出版社）サイエンス社

【参考書】

わかりやすい熱力学

(共著）一色尚次、北山直方（出版社）森北出版

【メッセージ】

読んで解らなくてもよいが､必ずテキストを予習すること。

【授業概要】

流体の性質、流体の静力学や動力学の基礎方程式を中
心に講義を行う。

講義では難しい数学的記述をできるだけ避け、やむを

得ない場合を除き、一次元理論により取扱いを平易にす
る。

【授業計画】

第１回「水力学」について①

第２回「水力学」について②

第３回単位系および単位の説明

第４回流体の性質と分類①

第５回流体の性質と分類②

第６回静止流体の性質、圧力、流体静力学①

第７回静止流体の性質、圧力、流体静力学②

第８回中間まとめ

第９回流体流れの観念①

第１０回流体流れの観念②

第１１回完全流体流れの諸定理・基礎方程式①

第１２回完全流体流れの諸定理・基礎方程式②

第13回完全流体流れの基礎式とその応用①

第14回完全流体流れの基礎式とその応用②

第15回まとめ

【授業概要】

本講義の前半は熱力学に用いられる基礎的な概念と、

熱力学の第一法則及びその応用に関する内容で、後半は

前半で学習した基礎理論の理想気体への適用である。

【授業計画】

第１回熱力学とはどんな学問か

第２回熱力学で扱う物理量とその単位

第３回熱平衡と比熱

第４回ジュールの実験と熱力学の第一法則

第５回密閉系がする仕事、熱力学の第一基礎式

第６回エンタルピー、熱力学の第二基礎式

第７回定積比熱と定圧比熱

第８回理想気体の状態式

第９回理想気体の内部エネルギーとエンタルピー

第１０回理想気体のガス定数、比熱の関係式

第11回理想気体の状態変化

第12回理想気体の代表的状態変化の計算

第13回理想気体のポリトロープ変化

第14回理想気体の混合と混合気体の性質

第15回全体の総括

－１３９－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 機械設計学Ｉ

(英訳） (MachineDesigｎ l）

担当教員 演田直巳

単 位数 ２単位｜配当年期 ２ 年 次前期

必 選別 噂ZEZ修・選択
【授業の目的】

本講義では機械構造物，部材に課せられた基本性能を十

分発揮できるよう機械設計の基礎を学ぶ。

【成績評価の方法】

期末試験の成績により評価する。

【教科書】

機械設計法林則行，富坂兼嗣，平賀英資共著森北出

版

【参考書】

機械要素設計吉沢武男編裳華房

【メッセージ】

電卓を持参

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 機械設計学Ⅱ
(英訳） (MachineDesi9， Ⅱ）

担当教員 演田直巳

単位数 ２単位 配当年期 ２年次後期

必 選別 専攻必修． 唾狗
【授業の目的】

機械設計学Ｉを基礎として本講義では実機で多用される

各種歯車および摩擦伝動装置の設計を行うための手法を身
につける。

【成績評価の方法】

期末試験の成績により評価する。

【教科書】

機械設計法林則行，富坂兼嗣，平賀英資共著森北出
版

【参考書】

材料力学機械要素設計吉沢武男編裳華房

【メッセージ】

電卓を持参

【授業概要】

機械設計の基礎的知識，締結用機械要素，軸，軸受け
および摩擦伝動装置につい解説する。

【授業計画】

第１回機械設計と必要知識

第２回設計計算

第３回寸法公差とはめあい

第４回標準規格

第５回設計上の基本通則（切欠きについて）

第６回設計上の基本通則（疲労強度およびクリープ強

度）

第７回ねじ

第８回キ ー

９ コッタおよびピン

第９回リベット継手および溶接継ぎ手

第１０回軸の強度

第１１回軸継手

第１２回軸受けおよび潤滑法（滑り軸受け）

第13回軸受けおよび潤滑法（転がり軸受け）
第14回摩擦伝動装置

第15回まとめ

【授業概要】

本講義では機械要素部品の設計手法につい解説する。

とりわけ，理解しにくい歯車について重点的に解説し，

巻き掛け伝動装置について概説する。

【授業計画】

第１回歯車の種類，歯車の各部名称および歯の大きさ

の基準

第２回歯形曲線

第３回標準平歯車

第４回かみあい率，すべり率

第５回転位歯車

第６回標準平歯車の歯の強度

第７回標準平歯車の練習問題とその解答

第８回Ｉますば歯車とその強度

第９回かさ歯車とその強度

第１０回ウオームギヤとその強度

第11回はすば．かさおよびウォームギヤの演習

第１２回巻掛伝動装置（ベルト伝動）

第13回巻掛伝動装置（チェーン伝動）

第14回巻掛伝動装置の演習

第15回まとめ

－１４０－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 機械設計製図Ｉ

(英訳） (MachineDesignandDrawingl）

担当教員 追田博明

単位数 1.5単位 配当年期 ３ 年 次前期

必選別 《専攻必修・選択
【授業の目的】

何を設計するのか（ＷＨＡＴ）という目標と、どのよう

に設計するのか（HOW）という思考力を基に設計の本質

に注目し、設計と製図の手順を指導する。

【成績評価の方法】

課題提出と出席率を考慮する。

【教科書】

1．JISにもとずく標準機械製図集：大柳康･蓮見善久共
著

【参考書】

1．JISにもとずく機械設計製図便覧：大西清著
２．機械製図問題集（２）パワー社

【メッセージ】

受講生は上記教科書を早めに入手すること。

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 機械設計製図Ⅱ

(英訳） (MachineDesignandDrawingⅡ）

担当教員 追田博明

単位数 1 .5単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 連ZZZ鯵・選択
【授業の目的】

何を設計するのか（ＷＨＡＴ）という目標と、どのよ
､

ダフ

に設計するのか（HOW）という思考力を基に設計の本質

に注目し、設計と製図の手順を指導する。

【成績評価の方法】

課題提出と出席率を考慮する。

【教科書】

l･JISにもとずく標準機械製図集：大柳康･蓮見善久共
著

【参考書】

1．JISにもとずく機械設計製図便覧：大西清著

2．機械製図問題集（２）パワー社

【メッセージ】

きちんとした挨拶がきるように指導していく。

【授業概要】

機械を設計するために必要な､材料､形状､構造および機
能や性質についての解説。一方、機械部品を直接見たり
手に触れたりしてスケッチし、形状､重さ､粗度などを肌
で感じて､感性や三現主義の大切さを理解する。また、機
械部品の基本として重要なボルト･ナット、軸継手などの
設計製図を行う。

【授業計画】

第１回：第三角法や図面の読解力の基本の練習
第２回：パワー社、機械製図問題集（２）から図形の理解

度などの復習

第３回：簡単な部品図の種々の作図練習

第４回：ネジの種類や材料記号の見方（ネジ類の重要さ
の指導）

第５回：ボルト･ナットの製図（課題提出問題ｌ）

第６回：ボルト･ナットの製図（課題提出問題ｌ）

第７回：フランジ形固定軸継手の設計製図
（課題提出問題２）部品図の作成

第８回：フランジ形固定軸継手の設計製図

（課題提出問題２）部品図の作成
第９回：フランジ形固定軸継手の設計製図

（課題提出問題２）組立図の作成
第１０回：上記､フランジ形軸継手の組立図の重量計算

(計算書提出により採点）
第１１回：スケッチｌ実施（立体図、三角法による３面図

の作成､推定重量/計算重量/実測重量までの３セツ
ﾄ）

第１２回：スケッチｌの続き（原則：すべてフリーハンド

で作成）
第13回：スケッチ２実施（スケッチｌと別の部品）
第14回：スケッチ２の続き（スケッチ１，２とも課題提

出問題）

第15回：前期の授業の復習も含めまとめの解説

【授業概要】

機械を設計するために必要な、材料、形状、構造およ
び機能や性質についての解説。一方、機械部品を直接見
たり手に触れたりしてスケッチし､形状､重さ､粗度などを
肌で感じて､感性や三現主義の大切さを理解する。また、
機械部品の難しい方に入る玉形弁､ポンプモータ組立など
の設計製図を行う。

【授業計画】

第１回：機械部品として重要なネジの種類や記入法の復
習。

第２回：設計製図の知識として大切な粗度、ハメアイ公
差、寸法記入法などのフランジ継手の図面での読
図のペーパーテスト 。

第３回：丸棒･角材などの推定重量の算出方法の訓練。
第４回：ねじ込み玉形弁の設計製図するためのポイント

の指導。
玉形弁の寸法表、ボルトナット、管用ネジなど

サイズの見方の解説。
第５回：ねじ込み玉形弁の設計製図（部品図７点の作図

を含む）
第６回：ねじ込み玉形弁の設計製図｡細目ネジの調べ方。
第７回：ねじ込み玉形弁の設計製図。弁箱の作図法の解

説含む。
第８回：ねじ込み玉形弁の組立図の設計製図。
第９回：ねじ込み玉形弁の組立図の設計製図（課題提出

問題）
第10回：ポンプモータ組立図の設計製図。電動機･油圧ポ

ンプ･カップリングなど製図するためのポイントの
解説。

第１１回：ポンプモータ組立図の設計製図（部品図３点の
作図含む）

第１２回：ポンプモータ組立図の設計製図。
第13回：ポンプモータ組立図の設計製図（モータ台の溶

接記号の指導）
第14回：ポンプモータ組立図の設計製図(課題提出問題）
第15回：後期の授業の復習も含めまとめの解説

－１４１－



－１４２－

区分

授業科目
(英訳）

担当教員

専門科目群一専門発展科目

ＣＡＤ応用Ⅱ

(ApplicationofCADⅡ）

田中慶美

【授業概要】

ＣＡＤ応用Ⅱでは、これまでのＣＡＤ応用Ｉで学んだ

AutGCADを利用し、多くの演習画面を行うことでCAD

を使いこなせるようにしていく。JIS規格など機械設計製
図のルールも習得していく。またＣＡＤトレース技能審査

の資格を目指すために、試験対策も行う。

単位数 ２ 単 位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 専攻必修。 唾狗
【授業の目的】

"ものづくり
，９

における設計・製図は、コンピュータ技

術を活用したＣＡＤが不可欠となってきている。実践的な

演習をとおして、機械製図のルールとＣＡＤの応用技術を

Auto-CADを利用し習得する。

【成績評価の方法】

コンピュータを用いた演習が中心であるため、授業への

出席状況と演習課題の提出状況とその内容から、総合的に

評価する。

【教科書】

担当教員が指示する。

また、必要に応じて資料を配布する。

【参考書】

【メッセージ】

講義はＣＡＤ実践演習が主のため、遅刻・欠席は基本的

に認めない。学生１人あたり１台のＣＡＤシステムを用い、

実践的な授業ができるよう配慮してある。

【授業計画】

第１回テンプレート作成①（画層､図枠､表題欄､文字記入）

第２回テンプレート作成②（中心マーク、比較目盛、寸法ス

タイル管理）

第３回テンプレート作成③（ブロック定義と挿入・幾何公差

記号）

第４回テンプレート作成④（属性定義・照合番号の作成）

第５回過去問題演習①（実技過去問題作成）

第６回過去問題演習②（実技過去問題作成）

第７回過去問題演習③（実技過去問題作成）

第８回過去問題演習④（実技過去問題作成）

第９回過去問題演習⑤（実技過去問題作成）

第１０回過去問題演習⑥（実技過去問題作成と学科

第１１回過去問題演習⑦（実技過去問題作成と学科

第１２回過去問題演習⑧（実技過去問題作成と学科

第13回過去問題演習⑨（実技過去問題作成と学科

第14回過去問題演習⑩（実技過去問題作成と学科

第15回過去問題演習⑪（実技過去問題作成と学科

識
謹
識
鍛
識
識

対
対
対
対
対
対

１
１
１
１
１
１

策
策
策
策
策
策

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

専門科目群一専門発展科目

(Ａｐｐ

ＣＡＤ応用Ｉ

licationofCADI）

田中慶美

【授業概要】

CAD応用Ｉでは、これまでのＣＡＤ入門、ＣＡＤ基礎

で学んだAuto-CADを利用し、多くの実習を行うことで

ＣＡＤを使いこなせるようにしていく。JIS規格など機械設
計製図のルールも習得していく。またＣＡＤトレース技能

審査の資格を目指すために、試験対策も行う。

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 前期

必選別 専攻必修． 種１，
【授業の目的】

"ものづくり
ｻ０

における設計・製図は、コンピュータ技

術を活用したＣＡＤが不可欠となってきている。実践的な

演習をとおして、機械製図のルールとＣＡＤの応用技術を

Auto-CADを利用し習得する。

【成績評価の方法】

コンピュータを用いた演習が中心であるため、授業への

出席状況と演習課題の提出状況とその内容から、総合的に

評価する。

【教科書】

担当教員が指示する。

また、必要に応じて資料を配布する。

【参考書】

【メッセージ】

講義はCAD実践演習が主のため、遅刻．欠席は基本的

に認めない。学生１人あたり１台のＣＡＤシステムを用い、

実践的な授業ができるよう配慮してある。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回機能確認①（線分、削除、絶対座標と相対座標

入力）

第３回機能確認②（極座標、Ｏスナップ、複写、移動）

第４回機能確認③（オフセット、トリム、延長）

第５回機能確認④（円、円弧、楕円）

第６回機能確認⑤（文字､寸法､引出線､スライド寸法）

第７回機能確認⑥（スプライン、面取り、フイレット）

第８回機能確認⑦（ハッチング､鏡像､回転､尺度変更）

第９回機能確認⑧（ストレッチ、ポリゴン、長方形）

第１０回機能確認⑨(ポリライン､分解､ポリライン編集）

第１１回機能確認⑩（画層の作成と管理）

第１２回機能確認⑪（配列複写、画面範囲設定、印刷）

第１３回演習①（ボルトの作成と修正）

第14回演習②（スパナ）

第１５回演習③（平歯車）



区分 専門科目群－専門発展科目

授業科目 機械加工

(英訳） (MachiningProcesses）

担当教員 李木経孝

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次後期

必 選別 連ZEE修・選択
【授業の目的】

｢ものつくり」において、重要な手法である切削加工お

よび研削加工の基礎理論と実際的応用ならびに加工法と密

接不離な工作機械に関する基本的事項を修得する。

【成績評価の方法】

中間レポート（１０％)、最終レポート（20％）および期

末試験（70％）により総合的に評価する。

【教科書】

機械工作法Ⅱ改訂版、朝倉健二・橋本文雄著、共立出版

(株）

【参考書】

【メッセージ】

基礎理論を重点的に講義するとともに、各論について

Iま、写真・図のＯＰＨを併用して理解を促進する。

【授業概要】

進歩の著しい機械加工技術の中で、中心的な役割を果

たしている切削加工および研削加工の基礎理論を講述

し、実際的応用ならびに加工法と密接不離な工作機械に

ついて概略を付加する。

【授業計画】

第１回機械加工の目的と方法

第２回工作機械の種類

第３回工作機械の構造

第４回切削理論ｌ一切屑生成機構一

第５回切削理論２－切削抵抗一

第６回切削理論３－切削温度一

第７回切削理論４－工具摩耗一

第８回切削工具材料

第９回旋盤加工法

第１０回フライス加工法

第１１回フライス加工の切削理論

第12回穴あけ加工法、歯切り加工法

第13回研削加工とその理論

第14回各種研削法、各種砥石加工法

第15回まとめ（機械加工と先端技術の関わり）

－１４３－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 機械工作実習Ⅱ
(英訳） (MachiningPracticeⅡ）

担当教員 演田直巳、実習工場技術職員

単位 数 1.5単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 運瓦Ｚ鯵・選択
【授業の目的】

自ら工作機械類を駆使して、機械工作および機械計測の
実際を学び、理論と実際の理解を深めるとともに、機械工

学の目的である設計・生産に関わる基礎的素養を養う。

【成績評価の方法】

1．機械器具の機能、取扱、加工、測定、安全等説明の理
解度、実施度２．実習態度３．レポート

4．欠席・遅刻等から総合的に評価する。

【教科書】

特になし ○

【参考書】

特になし ○

【メッセージ】

教科書は用いず、工作機械類を前にした説明をもとに、

実際の加工を行い、その内容をレポート提出する。原則と
して欠席・遅刻は認めない。

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 機械工作実習Ⅲ
(英訳） (MachiningPracticeⅢ）

担当教員 演田直巳、実習工場技術職員

単位数 1.5単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 連玩Z鯵・選択
【授業の目的】

自ら工作機械類を駆使して、機械工作および機械計測の

実際を学び、理論と実際の理解を深めるとともに、機械工

学の目的である設計・生産に関わる基礎的素養を養う。

【成績評価の方法】

1．機械器具の機能、取扱、加工、測定、安全等説明の理

解度、実施度２．実習態度３．レポート

4．欠席・遅刻等から総合的に評価する。

【教科書】

特になし 。

【参考書】

特になし ◎

【メッセージ】

教科書は用いず、工作機械類を前にした説明をもとに、

実際の加工を行い、その内容をレポート提出する。原則と

して欠席・遅刻は認めない。

【授業概要】

旋盤加工Ｉ、旋盤加工Ⅱ、フライス加工、歯切加工、

溶接の５部門を、５～８名の小グループに分かれた学生

が、順次受講し、工作機械類の実習を行い、その内容を
レポートにまとめる。

【授業計画】

第１回旋盤加工Ｉ・導入教育

第２回旋盤加工Ｉ・ストレートケージ（柄部ローレッ

ﾄ加工）

第３回旋盤加工Ｉ．まとめ（レポート作成）

第４回旋盤加工Ⅱ．導入教育

第５回旋盤加工Ⅱ．ストレートケージ（ケージ部仕上
加工）

第６回旋盤加工Ⅱ．まとめ（レポート作成）

第７回フライス加工・導入教育

第８回フライス加工・円テーブルを用いた円周加工と

長ミゾ加工

第９回フライス加工．割出を用いた加工、まとめ（し
ポート作成）

第10回歯切加工・導入教育

第１１回歯切加工・平歯車加工（ホプ、シェーバー）

第１２回歯切加工・傘歯車加工､まとめ（レポート作成）
第13回溶接・導入教育

第14回溶接・立向溶接、横向溶接

第15回溶接．まとめ（レポート作成）

【授業概要】

旋盤加工Ｉ、旋盤加工Ⅱ、フライス加工、ワイヤ放電

加工、溶接の５部門を、５～８名の小グループに分かれ

た学生が、順次受講し、工作機械類の実習を行い、その

内容をレポートにまとめる。

【授業計画】

第１回旋盤加工Ｉ・ＮＣ工作機械の概要

第２回旋盤加工Ｉ・ＮＣプログラミングの基礎

第３回旋盤加工Ｉ．まとめ（レポート作成）

第４回旋盤加工Ⅱ．ＮＣプログラム作成および編集

第５回旋盤加工Ⅱ．CNC旋盤による自動加工

第６回旋盤加工Ⅱ．まとめ（レポート作成）
第７回フライス加工・マシニングセンター

第８回フライス加工・ドリル・タップ加工、中ぐり加
工

第９回フライス加工．まとめ（レポート作成）

第１０回ワイヤ放電加工・ＮＣプログラミング

第１１回ワイヤ放電加工・歯車、カム板の加工

第１２回ワイヤ放電加工．まとめ（レポート作成）

第13回溶接・溶接構造の製作

第14回溶接・ガス切断

第15回溶接．まとめ（レポート作成）

－１４４－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 機械工学実験Ｉ
(英訳） (MechanicalEngineeringLaboratorｙｌ）

担当教員 機械システム専攻全教員

単位数 ３単位 配当年期 ３ 年 次前期

必選別 運唖惨・選択
【授業の目的】

機械工学の基礎になる実験を行うことによって，講義．
演習で学んだ学問をより良く理解することを目的とする。

【成績評価の方法】

試験は行わず、実験データの取り組みの的確さや処理の

正確さなど実験に対する取り組み方とレポートにより行
、

つ。

【教科書】

テーマ毎に、指示する。

【参考書】

テーマ毎に、指示する。

【メッセージ】

単位取得には、全てのテーマを修了する必要がある。

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 機械工学実験Ⅱ
(英訳） (MechanicalEngineeringLaboratorｙⅡ）

担当教員 機械システム専攻全教員

単位数 ３単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 奪配区修・選択
【授業の目的】

機械工学の基礎になる実験を行うことによって，講義．

演習で学んだ学問をより良く理解することを目的とする。

【成績評価の方法】

試験は行わず、実験データの取り組みの的確さや処理の

正確さなど実験に対する取り組み方とレポートにより行
、

つ。

【教科書】

テーマ毎に、指示する。

【参考書】

テーマ毎に、指示する。

【メッセージ】

単位取得には、全てのテーマを修了する必要がある。

【授業概要】

全体的な導入教育の後、
機械加工学、制御工学、

材料力学、機械力学、熱力学、
メカトロニクスの６テーマにつ

いて、５～７名の小グループに分かれた学生が、順次受
講していく。実験結果をもとに考察し、各自がレポート
にまとめること

まとめる能力」

【授業計画】

によって、

を養う。

第１回導入教育

｢考える能力」「考えを文章に

第２回材料力学（１）＊第２～７回は、

第３回材料力学（２）各グループによって、

第４回機械力学（１）順番が異なる

第５回機械力学（２）

第６回熱力学（１）

第７回熱力学（２）

第８回中間まとめ

第９回機械加工学（１）＊第９～１４回は、

第１０回機械加工学（２）各グループによって、

第11回制御工学（１）順番が異なる

第12回制御工学（２）

第13回メカトロニクス（１）

第14回メカトロニクス（２）

第15回まとめ

【授業概要】

全体的な導入教育の後、材料力学、機械力予:、熱力学、
機械加工学、制御~I:学、メカトロニクスの6テーマについ
て、前期の機械工半:実験Ｉを発展させた1人j容を、５～７名
の小グループに分かれた学生が、順次受‘灘していく。実
験 結 果 を も と に 考 察 し 、 各 自 が レ ポ ー ト に ま と め ること
によって、

を鍵う。
｢考える能力」「考えを文章にまとめる能力」

【授業計画】

第１回導入教育

第２回材料力学（１）＊第２～７回は、

第３回材料力学（２）各グループによって、

第４回機械力学（１）順番が異なる

第５回機械力学（２）

第６回熱力学（１）

第７回熱力学（２）

第８回中間まとめ

第９回機械加工学（１）＊第９～14回は、

第10回機械加工学（２）各グループによって、

第11回制御工学（１）順番が異なる

第12回制御工学（２）

第13回メカトロニクス（１）

第14回メカトロニクス（２）

第15回まとめ

－１４５－



区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 機械工学ゼミナール

(英訳） (MechanicalEngineeringSeminar）

担当教員 機械システム専攻全教員

単位数 ２単位｜配当年期 ３ 年 次 後期

必選別 運玩Ｚ陰・選択
【授業の目的】

機械工学に必要な基本的な思考と研究方法を修得させる

とともに、卒業研究への専入教育を目的とする。

【成績評価の方法】

共通の試験は行わず、各テーマに対する理解度や取り組

み方、また、レポート等の提出物や出席率等で評価する。

【教科書】

特になし 。

【参考書】

特になし 。

【メッセージ】

区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 流体工学

(英訳） (FluidEngineering）

担当教員 滝史郎

単位数 ２ 単位 配当年期 ３ 年 次 前期

必選別 専攻必修． 霞狗
【授業の目的】

｢水力学」では，流体の静力学や主として理想流体に対

する動力学など流体の性質と流れについて学ぶが，「流体

工学」ではこれらの力学の応用として，実在流体（粘性流

体）の流れについて授業する。演習問題で現象の理解とあ

わせて図表や実験式の利用法を修得させ，ポンプや配管な

どの設計に役立つ実用的な基礎を修得させる。

【成績評価の方法】

期末試験の成紙，授業の終わりで行う小テスト，レポー

ﾄ，授業態度等を総合して評価する。

【教科書】

宮井・木田・仲谷著「水力学」森北出版

【参考書】

適宜紹介する。

【メッセージ】

社会で役立つ内容で受講を勧める。

演習問題を多くするので，関数電卓を持参すること。

授業は全出席が原則である。

【授業概要】

各研究室で実施する卒業研究に関連した内容に関し

て、基礎理論の理解、実験技術や解析方法の修得などを

目的として、演習形式で行う。

【授業計画】

各研究室における主たるテーマは次のとおり。

(黄研究室）卒業研究に必要な、コンピュータ知識と

スターリングエンジンの基礎知識の修得

(李木研究室）精密加工、精密計測等に関する基本的な

研究論文（欧文）の論読

(中川研究室）振動・音響に関する基礎知識の修得と関

連研究論文（欧文）の論読

(演田研究室）パーソナルコンピュータ用有限要素法プ

ログラムを用いた強度解析

(宗像研究室）卒研に必要な基礎的事項の講義、演習と

して、古典・現代制御、メカトロニクス、

ＦＡＮＧ・ＣＦ、数値解析と計算機応用、生

産管理理論および手法等について

【授業概要】

流体の粘性による摩擦の影響と管路での摩擦損失の大

きさ･管路の流れのにおける圧力損失の扱い方。水路の

流れの力学とその扱い方。流れの中の物体に働く抗力と

揚力。次元解析。これらを数学的記述よりも，現象の理

解と実用的な扱い方について解説し，演習をする。

【授業計画】

第１回流体工学の概要

第２回層流と乱流，流れと応力。

第３回流体の摩擦応力①

第４回流体の摩擦応力②

第５回管内の流れの摩擦損失

第６回管路の流れと損失①

第７回管路の流れと損失②

第８回中間まとめ

第９回水路の流れ①

第１O回水路の流れ②

第１１回流体中の物体に働く力

第12回抗力と揚力

第13回流体の測定

第14回次元解析

第15回まとめ

－１４６－



区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 熱工学

(英訳） (ThermalEngineering）

担当教員 黄樹偉

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次前期

必選別 専攻必修・霞画
【授業の目的】

｢熱工学｣は主として熱力学の工学的応用と､｢伝熱工学」

で扱われる熱の移動を含む工学分野である。本授業の目的

は２年次の「工業熱力学」で勉強した熱力学の基礎理論の

範囲をさらに広めることと、「エンジンエ学」で必要とな

る熱力学の工学的応用を解説することである。

【成績評価の方法】

レポート、小テストと期末試験などの成績により総合的

に評価する。出席率も重視する。

【教科書】

斎藤孟著「工業熱力学の基礎｣、サイエンス社出版

【参考書】

一色尚次・北山直方共著『わかりやすい熱力学｣、森北

出版

【メッセージ】

｢原理的に地球温暖化により車の燃費が悪くなる｣。これ

|ま本当でしょうか？熱工学の授業で一緒に考えてみましょ
、

う｡

区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 システム制御

(英訳） (ControlSystems）

担当教員 宗像経博

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次前期

必選別 専攻必修・種1画
【授業の目的】

大学でのシステム自動制御の授業は、その理論的基礎で

ある古典制御理論とその実システム等への応用とで形成さ

れ、ここでの授業も右に示す授業計画のようにそうした形

式を取っている。機械３年次の学生に、今後彼らが経験す

る製品設計、製造等の一助にしてくれる事を目的とし、併

せて３年次必修の機械工学実験の前提にも成っている。

【成績評価の方法】

平素の授業への出席、課題レポート等の平素の評価と期

末試験の結果とで評価を行う。

【教科書】

制御工学演習（監修）黒須茂

(共著）山崎敬則、山川雄司、渡遥彰裕（出版社）パワー

社

【参考書】

専門応用数学でのテキスト

【メッセージ】

機械システム専攻での選択科目であるが、３年次必修の

機械工学実験での前提、４年次卒業研究、大学院での勉学

等に役立つので受講を望む。

【授業概要】

講義の前半（第９回まで）は熱力学の第二法則および

これに関連する可逆過程、カルノーサイクル、エントロ

ピーなど概念を学習するが、後半（第１０回以降）は工業

で利用されるガスサイクル、蒸気サイクルと冷凍サイク

ルを学習する。

【授業計画】

第１回熱力学の第二法則

第２回可逆過程と不可逆過程

第３回熱力サイクルと熱機関

第４回熱機関の効率とカルノーサイクル

第５回カルノーサイクルの性質

第６回エントロピーとは何か

第７回可逆変化におけるエントロピーの計算

第８回不可逆過程におけるエントロピーの変化

第９回総合演習と理解度確認テスト

第１０回熱機関のサイクルと熱効率

第11回オットーサイクルとディーゼルサイクル

第12回サバテサイクルとブレイトンサイクル

第13回ランキングサイクル

第14回冷凍機とヒートポンプのサイクル

第１５回全体の総括と復習

【授業概要】

次に示すような自動制御即ち古典制御(スカラ制御)の基

礎および応用に関する事柄を講義する。

【授業計画】

第１回制御の基礎制御とは、基本要素と概念

第２回制御系の基本的構成、分類、モデリング

第３回ラプラス変換、逆ラプラス変換

第４回伝達関数

第５回ブロック線図

第６回伝達関数、ブロック線図に関する例題

第７回フィードバック制御系

第８回フィードバック制御系の特性

第９回制御系の過渡特性

第１０回制御系の周波数特性、ベクトル軌跡

第１１回ボード線図

第１２回制御系の定常特性

第１３回制御系の安定性、安定判別

第14回ＰＩＤコントローラ

第15回まとめ･試験

－１４７－



区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 エンジン工学

(英訳） (EngineTechnology）

担当教員 黄樹偉

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 専攻必修．Ｑ罰も
【授業の目的】

ガソリンエンジンとディーゼルエンジンといったヒート

エンジンを中心に，エンジンの構造と作動原理、燃料と燃

焼，エンジンの熱力学理論などを学習することにより、エ

ンジンエ学に関する知識を把握し、エンジンと深く関わる

エネルギー問題と地球環境問題への関心を喚起する。

【成績評価の方法】

レポートと期末の筆記試験などにより総合的に評価す
る。但し、出席率は2/3以上が必要。

【教科書】

｢内燃機関工学入門｣，竹花有也著［理工学社］

【参考書】

｢内燃機関」広安博之・他共著［コロナ社］

【メッセージ】

自動車の心臓部であるエンジンの各部について、それぞ

れの役割と仕組みを理解したうえ、エンジンの最新技術と

将来発展を考えましょう。より深く理解するには｢熱工学」
などをしっかり勉強しておきましょ つ。

区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 自動車工学
(英訳） (OutlineofAutomobileEngineering）

担当教員 林忠之

単位数 ２ 単位 配当年期 ３ 年 次前期

必 選別 専攻必修．Ｇ詞､
【授業の目的】

自動車の構造・機能と性能に関する基本的な知識を習得
し、あわせて、基幹産業としての自動車産業の社会的役割

と環境問題などの課題と対応について学ぶ。

【成績評価の方法】

試験の成績と受講状況を総合して評価する。

【教科書】

自動車工学概論

(著）竹花有也（出版社）理工学社

【参考書】

｢自動車工学一基礎（追補版)」自動車技術会

｢自動車プロジェクト開発工学」藤岡健彦ほか技法堂出版

｢技術シリーズ自動車」桑門圭一ほか朝倉書店

【メッセージ】

自動車の基本的なメカニズムとその性能について、でき

るだけ平易に解説するつもりです。

【授業概要】

ガソリンエンジンとディーゼルエンジンを中心に，エ

ンジンの分類と歴史、構造と作動原理、燃料と燃焼，

力学サイクルおよび性能評価などを解説する。

【授業計画】

第１回エンジン概説、エンジンの分類

第２回エンジンの歴史

第３回ガソリンエンジンの作動原理

第４回ディーゼルエンジンの作動原理

第５回ガソリンエンジンの機関本体構造

第６回ガソリンエンジンの燃料装置と点火装置

第７回ガソリンエンジンの潤滑装置と冷却装置

執

第８回ガソリンエンジンの吸・排気装置，ガソリンエ
ンジンの技術現状

第９回ディーゼルエンジンの燃焼室と燃料噴射装置

第１０回ディーゼルエンジンの始動装置．ディーゼルエ
ンジンの技術現状

第１１回燃料の性質．燃料の燃焼，ガソリンのオクタン

価と軽油のセダン価

第12回ガソリンエンジンの燃焼過程．デイーゼルエン

ジンの燃焼過程

第13回各種の理論空気サイクル

第14回理論空気サイクル計算演習，実際サイクル

第１５回エンジンの性能評価

【授業概要】

基本的には教科書に沿って進めるが、必要に応じて参
考資料（コピープリント)、画像、模型、部品サンプルな
どを利用する。

【授業計画】

第１回イントロダクション（自動車一般）

第２回エンジン①（構造）

第３回エンジン②（性能）

第４回動力伝達装置①（クラッチ、ＭＴ）

第５回動力伝達装置②（ＡＴ）

第６回動力伝達装置③（プロペラシャフト、差動機）
第７回制動装置

第８回かじとり装置

第９回走行装置

第１０回車軸、懸架装置

第１１回自動車性能①（動力性能、燃費）

第１２回自動車性能②（制動性能）

第１３回自動車性能③（操縦性・安定性）

第14回環境対応

第15回まとめ

－１４８－



区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 産業機械

(英訳） (IndustrialMachines）

担当教員 中川紀蒋

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 専攻必修。（窪W、
【授業の目的】

機械技術者として必要な産業機械について学習する。代

表的な産業機械として、工作機械を取り上げ、主要構造要

素､結合部､駆動機構などの基本的知識について習得する。

【成績評価の方法】

試験、レポート、学習理解度により評価する。

【教科書】

｢初歩から学ぶ工作機械」清水伸二、工業調査会

【参考書】

｢改定新版機械工学通論」大久保唯細、朝倉書店

【メッセージ】

教科･書を基本とし，モデル、資料などを用いて分かり易

<講義する。

区分 専門科同群一専門応用科目

授業科目 ３次元ＣＡＤ入門

(英訳） (Introductionto3D-CAD）

担当教員 田中慶美

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 専攻必修・唾W、
【授業の目的】

各種業界での急速な３次元CAD導入により「３次元

ＣＡＤを使える学生｜といった要望は非常に強くなってい

る。本講義では､３次元ＣＡＤ（SolidWorks）利用のメリッ

卜・概念と基本的な操作を中心に展開していく。

【成績評価の方法】

出席・演習課題・中間/期末まとめで総合評価

【教科書】

基本操作マニュアル（配布資料）・演習課題図面

【参考書】

特になし

【メッセージ】

３次元ＣＡＤの韮本からしっかり習得していくので、未

経験者でも履修に問題ない。本講義は実践演習が主の為、
遅刻／欠席は基本的に認めない。

【授業概要】

産業機械として．I:作機械を取り上げ、旋盤、フライス

盤、ブローチ盤、研削盤やホーニング盤など、代表的な

:機械の特性基礎理論や種類、機械特性について学び、基

礎知識を習得する｡

【授業計画】

第ｌｌｍＩ工作機械とは

第２回除去加工法と工作機械（旋盤）

第３回除去加工法と工作機械（フライス盤）

第４回除去加工法と工作機械（ブローチ盤）

第５回除去加工法と工作機械（歯切り盤）

第６回除去加工法と工作機械（研削盤）

第７回除去加工法と工作機械（ホーニング盤）

第８回除去加工法と工作機械（ラップ盤）

第９Ｍ中間まとめ

第１０回超音波加工機

第11回工作機械の静特性

第１２回工作機械の動特性

第13回工作機械の熱特性

第14回工作機械の運動特性

第15回最近の工作機械

第16回まとめ

【授業概要】

３次元CＡＤ（SoIidWorks）使用の利点／概要を先ずは

知る。その後、SolidWorksの基本操作と部品作成の為の

スケッチ作業習得、部品作成（Modeling)、作成部品を用

いての組立て作業（Assembly）を習得する。

【授業計画】

第１回ガイダンス／授業計画／全般説明

第２回Basic／SolidWorks基本操作

第３回Sketch①／スケッチ作成、拘束Ｉ

第４回Sketch②／スケッチ拘束Ⅱ、演習

第５回Modeling①／スケツチベースフイーチヤー

第６回Modeling②／ドレスアップフイーチヤー

第７回Modeling③／ボディについて

第８回Modeling④／形状の複写

鋪911'lModeling⑤／総合演習
第１０回中間まとめ

第１１回Assembly①／概要、構成部品の読込み

第１２回Assembly②／拘束作成、演習

第13回Assembly③／検証ツール、部品編集

第14回Assembly④／総合演習
第１５回期末まとめ

－１４９－



区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 ３次元ＣＡＤ基礎

(英訳） (Basic3D-CAD）

担当教員 田中慶美

単位数 ２単'位 配当年期 ４年次前

必選別 専攻必修・唾W、
【授業の目的】

近年の３次元ＣＡＤを用いた設計／開発において、トレー

スや読図、検証作業は必要不可欠である。本講義では３次

元CAD入門を履修した学生を対象とし、Drafting（図面作

成）機能、基本的な解析（CAE）機能を習得する。また、

これらの技術を使用しエンジンの一部を設計する設計要素

も含め、実践的な考えの習得を狙う。

【成績評価の方法】

出席・演習課題・レポート提出等で総合評価をする。

【教科書】

基本操作マニュアル（配布資料）・演習課題図面

【参考書】

特になし

【メッセージ】

本講義は実践演習が主の為、遅刻／欠席は基本的に認め

ない。また、設計演習にて課したデータや図面、資料の提

出をレポートとする

区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 ＣＡＭ

(英訳） (ComputerAidedManufacturing）

担当教員 選考中

単位数 ２単位 配当年期 ３年次後期

必選別 専攻必修・唾WＤ
【授業の目的】

設計・生産に不可欠な技術となっているＣＡＤ／ＣＡＭに

関して、基本概念を理解するとともに、渡習により実践的

技術を修得する。

【成績評価の方法】

出席状況、課題提出および期末試験により総合的に評価

する。

【教科書】

特に指定せず、随時プリントを配布する。機械加工（２

年次後期）で使川した「機械工作法Ⅱ改訂版」を補助教

材とする。

【参考書】

【メッセージ】

ＣＡＭ演習では、１台のＣＡＭシステムあたり１名の学

生で演習を行ない、その基本機能を全員が体験、理解でき

るよう配慮してある。

【授業概要】

３次元CAD（SolidWorks）を川いて図面作成

(1)rafting)、解析（CAE）の概要／基本操作を基に検証
をおこなう。最後に簡易エンジンをトレースした後に、

排気鼓計算、設計変更を通して設計感覚を磨く。また、

結果は資料として提出をおこない評価の対象とする。

【授業計画】

第１回ガイダンス／授業計画／全般説明

第２nDrafting①／基本投影図の作成

第311.iIDrafting②／寸法作成、断面図作成／修正

第４回Drafting③／詳細図作成、矢視投影図作成
第５回Drafting④／注釈作成、図枠修正

第６回CAE①／解析機能の概要、解析モデル作成

第７回CAE②／解析準備、材料定義

第８回ＣＡＥ③／境界条件、メッシュ作成、解析実行

第９回ＣＡＥ④／ＣＡＥ結果と手計算との比較演習

第lOlIjl設計応用演習①／概要、エンジン部品モデリング

第llIhl設計応用演習②／エンジン部品モデリング、Ａｓｓｙ
第l2IUI設計応用演習③／エンジン部品モデリング

第１３回設計応用演習④／エンジンAssy作成、排気戯計算

第１４回設計応用演習⑤／排気量計算、各部品編集

第１５回設計応用演習⑥／課題作成、提出資料作成

【授業概要】

設計や生産部門にコンピュータが導入され、ＣＡＤ／

ＣＡＭによる自動化が急速な勢いで浸透してきている。こ

こでは、ＣＡＭに関する基本概念を学習するとともに、実

際にコンピュータを用いたＣＡＭ演習を行なう。

【授業計画】

第１回ＣＡＤ／ＣＡＭの概念と構成

第２同技術的および社会的背景

第３１ｍ自動化のためのハードウェア

第４ＩｕＩ自動化のためのソフトウェア

第５Ｍコンピュータ支援設計（ＣＡＤ）の構成

第６１n１製品設計の自動化

第７回工程計画の自動化

第８回コンピュータ支援生産（ＣＡＭ）の構成

第９側加工の自動化

第１０回組立・検査の自動化

第１１回マテリアル･ハンドリングの自動化

第l21IllCAM演習（ソリツドモデルの作成）

第１３回ＣＡＭ演習（工程および作業設計）

第14回ＣＡＭ演習（NCプログラミング）

第15回事例の紹介、まとめ

－１５０－



区分 卒業論文 【授業概要】

授業科目 卒業論文
特定のテーマの研究に関し、これまでに修得した学力

を結集して、学生の自主性と創造性を主体にして、調査．
(英訳） (GraduationThesis） 計画・理論・実験・考察などの諸手法を総合実施する。

担当教員 機械システム専攻全教員

単位数 ５単 位 配当年期 ４年次通年 【授業計画】

必 選別 藍玩Ｚ彦・選択 各研究室における主たるテーマは次のとおり。

【授業の目的】

調査・計画・理論・実験・考察などの諸手法を総合実施

し､研究テーマをより深く理解し､併せて研究のまとめ方、

報告書の作成および発表の方法などを修得させる。

【成績評価の方法】

与えられたテーマに対する論文（製図・製作物等を含

む）の提出をもって合・否の２段階総合評価をする。

(黄研究室）スターリングエンジンの設計と試作

(李木研究室）金属系新素材の創成とその特性評価、さ

らに、その材料の精密加工など、材料.

加工の研究

(中川研究室）振動・音響の制御と評価に関する研究

(演田研究室）高温強度部材の強度評価に関する基礎的

研究

【教科書】
(宗像研究室）システム制御、知的情報処理、ＰＣによる

数値解析処理、生産管理関係研究等
特になし ◎

【参考書】

特になし ◎

【メッセージ】

－１５１－



専門教育科目

＜工学部〉

総合工学科

電気システム専攻



単位数欄の○は必修を表わす

－１５３－

(4)総合工学科電気システム専攻科目

科
目
群

授業科目

単
位
数

毎週授業時間数

l年次 ２年次 3年次 4年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

備考
記載
ページ

学
部
基
礎
科
目

線形代数Ｉ

線形代数Ⅱ

基礎数学

基礎数学演習

微分・積分Ｉ

微分・積分演習Ｉ

微分・積分Ⅱ

微分 ・ 積 分 演 習 Ⅱ

科学技術の基礎

化学Ｉ

化学Ⅱ

物理学Ｉ

物理学Ⅱ

化 学実 験

インターンシシプＩ

インターンシップⅡ

キャ リ ア デ ザ イ ン Ｉ

キャリアデザインⅡ

②

２

２

２

②

２

２

２

２

２

２

２

２

１

１

１

①

①

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

7６

7６

7７

7７

7８

7９

8０

8０

8１

8２

8２

8３

8３

8４

8５

8５

8６

8６

専
門
科
目

専
門
導
入
科
目

専
門
発
展
科
目

プレゼミナール

回路計算Ｉ

回路計算Ⅱ

電磁気学Ｉ

電磁気学Ⅱ

回 路 理 論 Ｉ

回路理論Ⅱ

回路 解 析

ＣＡＤ・電気製図

通信概 論

コンピュ－タエ学

システム制御工学Ｉ

電子回路Ｉ

電子回路Ⅱ

デイジタノレ回路

電子物性工学Ｉ

電気電子計測

電気材料

２

②

②

②

②

②

②

２

２

２

２

２

②

２

２

２

２

２

２

２

３

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

□◎

□◎

◎

◎

◎

◎

●

◎

□●

□○

□◎

●

●

●

●

◎

◎

155

156

１５６

157

157

１５８

158

159

159

160

160

161

162

１６２

163

163

164

164



卒業必要単位数は124単位以上とする。

教養科目28単位以上、学部基礎科目６単位以上、専門科目75単位以上（ものづくり科目１０単位、所属する専

攻の科目から55単位以上、他の副専攻科目から10単位)、卒業論文５単位を修得しなければならない。

注）単位数欄の○印は専攻必修科目

備考欄の口印は副専攻科目を表わす

＊電気事業法第五十四条第三項第一号の規定により電気主任技術者の免状の交付を受けようとする者は、備考

欄の◎科目の単位を必ず修得するとともに、●科目から必要な単位数を取得しなければならない。

－１５４－
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授業科目
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位
数

毎週授業時間数

l年次 2年次 3年次 ４年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

備考
記載
ページ

専
門
科
目

専
門
発
展
科
目

専
門
応
用
科
目

も
の
づ
く
り

卜

窄
目

電気機器学Ｉ

電 気機器学Ⅱ

電気技術Ｉ

電気電子工学実験Ｉ

電気 電 子 工 学 実 験 Ⅱ

システム制御工学Ⅱ

電子物性工学Ⅱ

発変電工学

送配電工学

パワーエレクトロニクス

電気 法 規 及 び 施 設 管 理

電力応用

高電圧工学

電気技術Ⅱ

ゼミ ナル

循環型社会と地域活動

もの づく り創 成Ｉ

も のづくり創成Ⅱ

２

２

２

③

③

２

２

２

２

２

２

２

２

２

②

②

④

④

２

２

３

２

２

３

２

２

２

２

３

２

２

３

２

２

２

２

２

２

２

２

□◎

◎

◎

◎

□◎

●

◎

◎

◎

◎

□●

◎

165

165

166

167

１６７

168

１６８

169

169

１７０

170

１７１

１７１

172

１７２

１２４

125

125
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区分 専門科目群一専門導入科目 【授業概要】

授業科目 プレゼミナール
初歩的な電気・電子工学を学ぶ上で最低限必要な基礎

知識の習得を行う。また、電気・電子工学に関する現象
(英訳） (Pre-seminar） の紹介などを行う。

担当教員 西村、松尾、酒井、佐伯、出木

単 位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期 【授業計画】

必選別 専攻必修． 唾1画 第１回ガイダンス

【授業の目的】

電気・電子工学を学び始める上で最低限必要な基礎知識 第２回～第７回理工系の基礎知識

を身につける事を目的とする。
第８回中間まとめ

【成績評価の方法】

課題の提出状況、授業への取り組み方等を総合的に評価
第９回～第14回電気・電子工学の基礎知識

する ○

第15回まとめ

【教科書】

必要に応じてプリント資料などを配布する。

【参考書】

【メッセージ】

－１５５－



区 分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 回路計算Ｉ

(英訳） (IntroductionofElectricCircuitl）

担当教員 出木秀典

単 位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期

必 選別 唖冠膨・選択
【授業の目的】

電気回路において直流の持つ基礎知識を習得させる

【成績評価の方法】

各法則による小テスト、期末試験をもとに単位を認める

【教科書】

テキストブック電気回路

本田徳正著日本理工出版会（予定）

【参考書】

電気学会「電気回路論」または電気回路論の載っている

もの

【メッセージ】

電気・電子分野の基礎となります。

区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 回路計算Ⅱ

(英訳） (IntroductionofElectricCircuitⅡ）

担当教員 出木秀典

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 後期

必 選別 噂瓦Z鯵・選択
【授業の目的】

交流回路の基礎的事項を確認させる

【成績評価の方法】

各法則による小テスト、期末試験をもとに単位を認める

【教科書】

テキストブック電気回路

本田徳正著日本理工出版会（予定）

【参考書】

電気学会「電気回路論」または電気回路論の載っている

もの

【メッセージ】

電気・電子分野の基礎となります。

【授業概要】

多くの例題を解くことに重点を置く

【授業計画】

第１回電気回路概論

第２回オームの法則

第３回キルヒホッフの法則

第４回抵抗の直列接続

第５回抵抗の並列接続

第６回分流器と倍率器

第７回直流の電力と電力量

第８回抵抗の変化

第９回直流回路の解き方（１）

第１０回直流回路の解き方（２）

第１１回回路の定理（１）

第１２回回路の定理（２）

第１３回直流回路の解き方（３）

第14回Ｙ－△変換

第１５回まとめ

【授業概要】

多くの例題を解くことに重点を置く

【授業計画】

第１回正弦波交流の発生

第２回周波数と周期

第３回各周波数、位相と位相差

第４回正弦波交流の大きさ

第５回交流回路の基礎

第６回インダクタンス回路と記号演算

第７回コンデンサ回路と記号演算

第８回複素計算法

第９回Ｒ，Ｌ，Ｃの直列回路

第１０回Ｒ，Ｌ，Ｃの並列回路

第１１回Ｒ Ｌ Ｃの直並列回路

第12回交流回路の解き方（１）

第１３回交流回路の解き方（２）

第14回交流ブリッジ回路

第15回まとめ

－１５６－



区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 電磁気学Ｉ

(英訳） (Electromagnetisml）

担当教員 酒井恒

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 唖Z亜膨・選択
【授業の目的】

電気電子工学を学ぶ上で基本となる電磁気学について学

習する。

【成績評価の方法】

毎週、小テストを行う。これを考慮して成績を評価する。

【教科書】

｢新・基礎電磁気学｣、佐野元昭著、サイエンス社

【参考書】

【メッセージ】

区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 電磁気学Ⅱ

(英訳） (ElectromagnetismⅡ）

担当教員 酒井‘恒

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 連記画膨・選択
【授業の目的】

電気電子工学を学ぶ上で基本となる電磁気学について学

習する。

【成績評価の方法】

毎週､小テストを行う。これを考慮して成績を評価する。

【教科書】

｢新・基礎電磁気学｣、佐野元昭著、サイエンス社

【参考書】

【メッセージ】

【授業概要】

電磁気学Ｉは主に静電界と、直流電圧と直流電流を学

習する。

【授業計画】

第１回クーロンカとクーロンの法則

第２回静電界

第３回電解中の荷電粒子の連動

第４回電位

第５回電位の勾配

第６回電気双極子

第７回ガウスの法則

第８回電界の発散

第９回導体

第１０回コンデンサの容量

第１１回コンデンサの回路

第１２回誘電体

第１３回電束密度

第１４回定常電流とオームの法則

第15回キルヒホッフの法則

【授業概要】

電磁気学Ⅱは主に静磁界と電磁力と電磁誘導、および

交流回路を学習する。

【授業計画】

第１回静磁界

第２回ビオ・サバールの法則

第３回磁束密度に関するガウスの法則

第４回電磁力

第５回ローレンツカ

第６回アンペールの法則

第７回磁気モーメント

第８回磁性体

第９回ファラデーの電磁誘導の法則

第１０回誘導電界

第１１回インダクタンス

第１２回交流回路

第１３回複素インピーダンス

第14回共振回路

第15回変圧器

－１５７－



区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 回路理論Ｉ

(英訳） (CircuitTheoryl）

担当教員 松尾邦昭

単位数 ２ 単位 配当年期 ２年次前期

必選別 運茨亙陰・選択
【授業の目的】

一年次の回路計算1,11で学んだ基礎知識を基にして、さ

らに電気回路の理論を深く理解することを目的とする。こ

の回路理論は交流回路を主に扱い、電気関係の科目の中で

も、たいへん理解し難い科目の一つです。回路の電圧・電

流は正弦波の時間関数ですが、複素数と密接に関係してお

り、これが理論を複雑にしています。これらのことを踏ま

え、交流回路の完全なる理解を目指します。

【成績評価の方法】

宿題、小テスト、中間試験、期末試験で評価する。

【教科書】

なし、適宜プリントを配布する。

【参考書】

電気学会大学講座「電気回路論」改訂版電気学会

【メッセージ】

授業には休まず出席すること。宿題は自分の力で解くこ

と。分からないところは、質問すること。関数電卓を持参

すること。適宜、小テストを実施する。

区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 回路理論Ⅱ
(英訳） (CircuitTheoryⅡ）

担当教員 佐伯哲

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 連］可で区彦・選択
【授業の目的】

交流回路における諸定理の活用と多相交流を理解する。

【成績評価の方法】

諸定理による小テスト、期末試験をもとに単位を認める。

【教科書】

電気・電子回路計算法入門講座（電波新聞社）

【参考書】

電気回路論（オーム社）

【メッセージ】

【授業概要】

講義は、複素数の加減乗除から始め、電圧・電流の時
間関数と複素数の関係、直列回路・並列回路のインピー
ダンスの計算、電圧・電流の計算、負荷の有効電力、無
効電力、皮相電力、力率などを詳しく講義する。国家試
験「電気主任技術者」３種「理論」の問題が解けるよう
にする。

【授業計画】

第１回複素数の加減乗除の計算

第２回複素数とベクトル

第３回オイラーの式

第４回時間関数と複素数

第５回電圧ベクトルと電流ベクトル

第６回回路のインピーダンス

第７回直列回路

第８回並列回路

第９回瞬時電力、複素電力、有効電力、無効電力、力

率

第１０回いろいろな電力の計算

第１１回テブナン、ノートンの定理

第１１回ミルマン、重ね合わせの定理

第１２回諸定理の計算

第13回国家試験「電気主任技術者」過去問への挑戦’

第14回国家試験「電気主任技術者」過去問への挑戦２

第15回まとめ

【授業概要】

線形回路網の一般解析法および基本的な性質とそれに

伴う定理を活用して解けるようにする。

【授業計画】

第１回交流回路の基礎

第２回ＲＬＣ直列回路

第３回ＲＬＣ並列回路

第４回交流電力

第５回キルヒホッフの法則

第６回記号法の応用

第７回相互誘導回路

第８回ブリッジ回路

第９回重ね合わせの理

第10回相反定理

第１１回補償定理

第１２回テブナンの定理とノルトンの定理

第１３回三相交流回路の性質と表現

第14回Ｙ－Ｙ結線・』－．結線

第15回交流回路まとめ

－１５８－



区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 回路解析

(英訳） (CircuitAnalysis）

担当教員 佐伯哲

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次前期

必選別 専攻必修． 唾狗
【授業の目的】

直流・交流回路網の解析

【成績評価の方法】

小テスト、期末試験で評価

【教科書】

配布資料

【参考書】

電気回路論（オーム社）

【メッセージ】

自分で復習を行い確認する

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 ＣＡＤ・電気製図

(英訳） (ＣＡＤ・ElectricalDrafting）

担当教員 酒井‘恒

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 専攻必修． 唾1画
【授業の目的】

電気技術者として図面を書いたり、読んだりするときの

基礎的な知識と技術を学び、実際にＣＡＤを用いて製図で

きる能力を身に付ける。

【成績評価の方法】

課題の提出により評価する。

【教科書】

｢AutoCADLT20000機械製図」理工学社

【参考書】

【メッセージ】

【授業概要】

行列、行列式各関数など回路方程式を解くために必要

な基本事項について復習を行なう

【授業計画】

第１回オームの法則

第２回キルヒホッフの法則、連立方程式

第３回キルヒホッフの法則、代入法・行列法

第４回抵抗の接続合成

第５回△接続とＹ接続

第６回ブリッジ回路

第７回直流回路まとめ

第８回正弦波交流波形

第９回ベクトル計算法

第１０回はしご形回路網

第１１回相互誘導回路

第12回直・並列共振回路

第13回四端子網

第14回分布定数回路

第15回交流回路まとめ

【授業概要】

ＣＡＤでは業界スタンダードとなっているAutoCADを

用いて，はじめは簡単な機械設計でＣＡＤの基本を学習

し，あわせて電気機器の設計や屋内配線の設計などを学

ぶ。毎回，ｌから２回の課題を，メールを用いて提出を

行い、成績を評価する。

【授業計画】

第１回製図の概要およびコンピュータの基本操作

第２回図面の初期設定、線分の作成

第３回円、円弧、楕円の作成

第４回スプライン曲線の作成

第５回ポリゴンと長方形の作成

第６回寸法記入

第７回ハッチング

第８回複写とオフセット

第９回面取りとフィレット

第１０回移動と回転

第11回ストレッチ

第12回尺度変更

第13回トリムと延長

第14回部分削除

第15回ブロック図形

－１５９－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 通信概論

(英訳） (IntroductiontoTelecommunicatio､）

担当教員 久保隆

単位数 ２ 単位 配当年期 ３ 年 次 後期

必選別 専攻必修．Ｃ罰も
【授業の目的】

電気を用いた通信技術の基礎と、現在用いられている通

信技術についておおまかに理解する。

【成績評価の方法】

レポート ○

【教科書】

【参考書】

通信工学概論（森北出版）

【メッセージ】

電磁気及び回路計算の知識が必要０

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 コンピュータ工学

(英訳） (ComputerEngineering）

担当教員 酒井恒

単位数 ２単位 配当年期 ３年次前期

必選別 専攻必修・唾WＤ
【授業の目的】

コンピュータの少し進んだ使い方、実験結果のまとめと

理論計算のために，表計算ソフト（MicrosoftExcel）を用

いた数値計算とグラフ作成を解説する。

【成績評価の方法】

課題を毎時間出すので，その課題提出で成績を評価する。

【教科書】

酒井‘恒、Excelでわかる数学の基礎、日本理工出版会

【参考書】

酒井‘恒、Excelでわかる応用数学、日本理工出版会

【メッセージ】

【授業概要】

電磁気学と直交流回路について講義した後、電気信号

の作り方と利用法について学ぶ。さらに無線通信と有線

通信の原理について講義した後、コンピュータ通信の概

略について講義する。

【授業計画】

第１回電気信号

第２回電磁気学

第３回直流回路

第４回交流回路

第５回マイクとスピーカ

第６回テレビ

第７回トランジスタ

第８回増幅器と発振器

第９回無線通信

第10回有線通信①（金属線）

第１１回有線通信②（光）

第１２回交換機

第１３回コンピュータ

第14回インターネット

第１５回まとめ

【授業概要】

講義の進め方は演習形式も取り入れて、実際にパーソ

ナルコンピュータを操作しながら、電気電子工学におけ

るコンピュータの利用法を学んでゆく。

【授業計画】

第１回数列の計算

第２回関数の計算とグラフ

第３回交流理論のための三角関数

第４回数値微分

第５回インダクタンスの計算

第６回数値積分

第７回キャパシタンスの計算

第８回テイラー展開

第９回フーリエ級数展開

第１０回微分方程式

第11回確率と統計

第12回ベクトルと行列

第13回逆行列を用いた回路計算

第14回行列式を用いた回路計算

第15回複素数

－１６０－
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区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 システム制御工学Ｉ

(英訳） (ControlSystemsl）

担当教員 西村正文

単 位数 ２単位 配当年期 ３年次前期

必 選別 専攻必修． 唾1℃
【授業の目的】

ロボットのような機械の動きを制御したり、炉の温度を

一定に保つような制御は、産業や社会を支える重要な技術

の一つである。ここではロボットのモータ制御や化学工場

の制御などで広く使われているフィードバック制御を中心

に演習を行いながら解説する。

【成績評価の方法】

期末試験およびレポートを総合的に評価する。

【教科書】

土屋武士、江上正：基礎システム制御工学

(森北出版（株)）

【参考書】

必要な場合はプリントで配布

【メッセージ】

自分でも演習問題を多くやってみることを勧める。

【授業概要】

多くの装佃は入力波形と出力波形の関係が微分方程式で表される
ので、そのままでは扱いにくい。そのため、微分方程式を「ラプラ
ス変換」と呼ばれる方法で使いやすい形に変えてから扱う。そうす
ることで、装徹の性質がわかりやすくなi)、どのように制御を行え
ばよいか、の見通しが立てやすい。ここでは、ラプラス変換の初歩
から伝達関数と呼ばれる装置の表現方法とそれを使う制御理論につ
いて学ぶ。

【授業計画】

第１回自動制御の概略

第２回物理現象のモデル化

第３回ラプラス変換の考え方

第４回ラプラス変換による微分方程式の扱い方

第５回伝達関数の考え方

第６回ブロック線図による制御システムの表現

第７回１次遅れ系のインパルス応答

第８回２次遅れ系のインパルス応答

第９回１次遅れ系のステップ応答

第１０回２次遅れ系のステップ応答

第11回周波数応答

第12回ベクトル軌跡

第13回ボード線図

第１４回安定性について

第15回まとめ

－１６１－



区 分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 電子回路Ｉ

(英訳） (ElectronicCircuitsl）

担当教員 佐伯哲

単位数 ２単位 配当年期 ２年次前期

必選別 連瓦区珍・選択
【授業の目的】

直流、交流信号を扱う電子回路の基礎的事項を理解する

【成績評価の方法】

回路および公式の確認のため小テスト、期末試験を行う

【教科書】

電気・電子回路計算法入門講座（電波新聞社）

【参考書】

図解．わかる電子回路（講談社）

【メッセージ】

回路確認のため復習を行なう

区 分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 電子回路Ⅱ

(英訳） (ElectronicCircuitsⅡ）

担当教員 佐伯哲

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 専攻必修． 唾1画
【授業の目的】

直流、交流信号を扱う電子回路の基礎的事項を理解する

【成績評価の方法】

回路および公式の確認のため小テスト、期末試験を行う

【教科書】

配布資料

【参考書】

電気・電子回路計算法入門講座（電波新聞社）

【メッセージ】

回路確認のため復習を行なう

【授業概要】

電子回路における受動・能動回路の解析・合成を利用

して回路設計を行う

【授業計画】

第１回電子回路を構成する部品・回路素子説明

第２回電子回路における受動・能動素子

第３回ダイオード

第４回トランジスタ

第５回トランジスタの静特性

第６回増幅回路

第７回負荷線

第８回バイアス回路

第９回ｈ定数

第１０回交流とインピーダンス

第１１回オペアンプの基礎

第12回微分・積分回路

第13回加算・減算回路

第14回アナログとディジタル

第15回電子回路復習

【授業概要】

電子回路における非線形回路網の解析・合成を利用し

て回路設計を行う

【授業計画】

第１回正弦波交流の表現

第２回記号法を用いた解法

第３回相互誘導

第４回電源回路

第５回整流回路

第６回平滑回路

第７回並列ＲＬＣ回路

第８回ＲＬ－ＲＣ共振回路と条件

第９回発振回路と発振の持続条件

第１０回発振回路の種類

第１１回正弦波発振回路

第１２回水晶発振回路

第13回弛張振動発振回路

第１４回等価回路

第１５回電子回路総復習

－１６２－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 ディジタル回路

(英訳） (DigitalCircuitTheory）

担当教員 佐 伯 哲

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次後期

必 選別 専攻必修． 唾WＤ
【授業の目的】

基本原理を理解し、それらの応用としてのハードウェア

技術の習熟を目的とする

【成績評価の方法】

小テスト、期末試験で評価

【教科書】

ディジタル回路（オーム社）

【参考書】

電気・電子回路計算法入門講座（電波新聞社）

【メッセージ】

自分で色々な解答の確認

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 電子物性工学Ｉ

(英訳） (MaterialSciencel）

担当教員 出木秀典

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 専攻必修． 唾1画
【授業の目的】

エレクトロニクス分野で利用されているデバイスを構成

する材料は様々な固有の性質を持っている。この物質の性

質（物性）を理解するために必要な基礎知識や物質の成り

立ちについて解説する。

【成績評価の方法】

授業中の受講態度、質疑応答、適宜授業の最後に出す課

題等と、期末テストの結果を総合的に評価する。

【教科書】

電気・電子系教科書シリーズ１１「電気・電子材料」

中潔達夫ほか著コロナ社（予定）

【参考書】

【メッセージ】

単位を落とす学生が多い科目です。毎回復習を行いま

しよう。質問はいつでも受け付けます。

【授業概要】

ディジタル信号を情報に利用する回路から、コンピュー

タなどのディジタル機器の基本原理について解説し、共

通の言語である２進数とその周辺のさまざまな技術を加

えて講義する

【授業計画】

第１回電子回路におけるディジタル信号

第２回２進数のビット、２進符号

第３回パルスとスイッチング動作

第４回パルスと関数回路

第５回パルス回路と方形波

第６回増幅回路とスイッチング回路

第７回マルチバイブレータ

第８回論理ケートと真理値

第９回ディジタル回路まとめ

第１０回カウンタ回路

第１１回シフト機能とメモリ機能

第12回論理演算と数値演算

第13回情報の伝達インターフェース

第14回１０進数と２進数の対応

第15回ディジタル回路総復習

【授業概要】

エレクトロニクス分野で利用されている固体材料を対

象とし、その物性を理解するために必要な基礎知識に関

する講義を行う。基本的にはテキストに沿って講義を進

めてゆくが、テキストに載っていない補足説明が必要な

部分は適宜詳しく解説を行ってゆく。

【授業計画】

第１回結晶の結合力（１）

第２回結晶の結合力（２）

第３回結晶の結合力（３）

第４回結晶の構造（１）

第５回結晶の構造（２）

第６回結晶によるＸ線および粒子線の回折

第７回結晶の不完全性（１）

第８回結晶の不完全性（２）

第９回固体の比熱

第１０回物質の分極（１）

第１１回物質の分極（２）

第12回誘電分極

第13回強誘電体

第14回圧電体

第15回まとめ

－１６３－



区 分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 電気電子計測

(英訳） (ElectricalandElectronicMeasurement）

担当教員 久保隆

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 専攻必修． 唾狗
【授業の目的】

電流・電圧及び磁場の測定法について理解する。

【成績評価の方法】

小テストと期末試験◎

【教科書】

絵ときでわかる電気電子計測（オーム社）

【参考書】

【メッセージ】

回路計算の知識が必要。

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 電気材料
(英訳） (ElectricMaterials）

担当教員 久保隆

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必 選別 専攻必修． 唾１つ
【授業の目的】

電気機器の材料の性質について学ぶ。

【成績評価の方法】

レポートと期末試験。

【教科書】

電気電子材料電気学会

【参考書】

【メッセージ】

電磁気および回路計算の知識が必要○

【授業概要】

直流回路の計算法を復習した後、電流計と電圧計の構

造及び使用上の注意点について講義する。また、電気現

象の時間変化を観測する手段の一つとしてオシロスコー

プの動作原理と使用法について講義する。

【授業計画】

第１回計測の基礎

第２回単位と標準

第３回誤差と有効数字

第４回回路理論と電磁気学

第５回指示計器

第６回電流計

第７回電圧計

第８回電力計

第９回抵抗計

第１０回マルチメータ

第１１回ブリッジ

第12回オシロスコープの動作原理

第13回オシロスコープの使用法

第14回磁気計測

第15回まとめ

【授業概要】

電磁気学や回路理論で学ぶインダクタンスやキャパシ

ダンスは理論上のものである。この講義では実在する材

料を用いた電気部品の特性について学ぶ。

【授業計画】

第１回電磁気学復習

第２回量子力学概論

第３回誘電体の電気伝導

第４回分極

第５回ケーブルとコンデンサ

第６回磁性体の種類

第７回磁化

第８回磁気材料

第９回回転機と変圧器

第１O回導電材料

第11回抵抗材料

第12回絶縁材料

第13回電気的試験①

第14回電気的試験②

第15回まとめ

－１６４－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 電気機器学Ｉ

(英訳） (ElectricalMachineryl）

担当教員 岡野繁雄

単位数 ２単 位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 専攻必修． 唾１，
【授業の目的】

電気・機械エネルギーの相互変換機器の内、直流機を、

電圧を変換する電力変換機器の内、変圧器を取り上げてこ

れらの原理、構造などを解説する。講義は基礎的で創造力

の培養に役立つような事項や最新技術と知識にポイントを

置き、また、電気関係資格試験にも配慮して行う。

【成績評価の方法】

演習、レポート、中間および期末試験の結果により総合

評価する。

【教科書】

(大学講義）最新電気機器学（改訂増補）

(箸）宮入庄太（出版社）丸善

【参考書】

･電気機器藤田宏著森北出版

･電気機器学基礎論多田隈石川常広著電気学会

【メッセージ】

中間と期末試験は持込みを認めており、教科書は必ず必

要○

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 電気機器学Ⅱ

(英訳） (ElectricalMachineryⅡ）

担当教員 岡野繁雄

単位数 ２単位 配当年期 ３年次前期

必選別 専攻必修。 唾１，
【授業の目的】

電気エネルギーと機械エネルギーの相互の変換機器は、

電磁誘導を応用した電磁機器であり、直流機、同期機、誘

導機などの回転機械が主である。ここでは、同期機、誘導

機について、原理、構造などを解説する。講義は基礎的で

創造力の培養に役立つような事項や最新の技術と知識にポ

イントを置き、また､電気関係資格試験にも配慮して行う。

【成績評価の方法】

演習、レポート、中間および期末試験の結果により総合

評価する。

【教科書】

(大学講義）最新電気機器学（改訂増補）

(著）宮入庄太（出版社）丸善

【参考書】

電気機器藤田宏著森北出版

電気機器学基礎論多田隈石川常広著電気学会

【メッセージ】

中間と期末試験は持込みを認めており、教科書は必ず必

要○

【授業概要】

直流機と変圧器についての重要な基礎事項として、原

理、構造、特性、応用について講義する。演習として小

テストを適宜行い、理解を一層深めると共に、各種資格

試験にも配慮されている。

【授業計画】

第１回直流機の原理、回転子巻線と分布巻係数

第２回直流機の構造、誘導起電力とトルク

第３回電気一機械エネルギー変換

第４回励磁方式

第５回直流発電機（他励、分巻、直巻、複巻）

第６回直流電動機（他励、分巻）

第７回直流電動機（直巻、複巻)、ユニバーサルモータ

第８回中間まとめ

第９回変圧器の基礎、ファラデーの法則、印加電圧と

磁束、磁化曲線

第１０回インダクタンス、鉄心磁束の飽和

第１１回理想変圧器、極‘性、動作、等価回路

第１２回実際の変圧器の概説①

第13回実際の変圧器の概説②、等価回路

第14回電圧変動率、効率と鉄損

第15回変圧器の三相結線、高調波成分とその影響

【授業概要】

同期機と誘導機についての重要な基礎事項として、原

理、構造、特性、応用について講義する。演習として小

テストを適宜行い、理解を一層深めると共に各種資柊試

験にも配慮している。

【授業計画】

第１回交流機の基礎、回転磁界、交番磁界、三相同期

発電機の起電力

第２回回転磁界によるトルクの発生

第３回回転磁界の発生

第４回対称座標法

第５回三相誘導電動機の種類

第６回等価回路

第７回運転特性、二次抵抗の影響

第８回中間まとめ

第９回単相誘導電動機、概説

第１０回二相誘導電動機、純単相誘導電動機、コンデン

サモータ、二相サーボモータ

第１１回三相同期機、回転磁界形と回転電機子形、三相

同期発電機の等価回路

第12回電機子反作用、同期発電機の並列運転

第13回発電機の出力と特性､同期機と直流機の類似点、

始動とダンパー巻線

第14回電動機の利用と選択、分類、電動機の利点と欠
占

グＤＣも

第15回選定にあたっての電動機の仕様､規格について、

使用と定格、保護方式と設置場所

－１６５－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 電気技術Ｉ

(英訳） (ExercisesfOrElectricalEngineeringl）

担当教員 松尾邦昭

単位数 ２単位 配当年期 ２年次前期

必 選別 専攻必修． 種W、
【授業の目的】

電気工学専攻に関する資格は、第二種・第一種電気工

事、電気管理士、第三種・第二種・第一種電気主任技術者

と多種類にわたる。本講義では、これら電気の資格の中で

も、特に「第二種電気工事士」の筆記試験に関係する主な

事項について実際的な視点から解説し、演習問題を解くこ

とにより実践的な知識を身につけることを目的とする。

【成績評価の方法】

宿題、小テスト、中間試験、期末試験で評価する。

【教科書】

2010年第二種電気工事士筆記試験オーム社

【参考書】

なし

【メッセージ】

授業には休まず出席すること。宿題は自分の力で解くこ

と。分からないところは、質問すること。国家試験の日ま

では集中して講義する。適宜、小テストを実施する。

【授業概要】

講義は、直流回路の基礎から始め、オームの法則、キ

ルヒホッフの法則の使い方を詳しく説明する。国家試験

｢第二種電気工事士」の筆記問題が解けるようにする。

【授業計画】

第１回直流回路の基礎

第２回直流回路の計算練習

第３回直流回路の複雑な計算

第４回交流回路の基礎

第５回交流回路の計算練習

第６回交流回路の複雑な計算

第７回配電線路の電圧降下Ｉ

第８回配電線路の電圧降下Ⅱ

第９回力率

第１０回電力の計算

第１１回工具の説明

第１２回単線図の見方

第１３回屋内配線の見方

第１４回国家試験「第二種電気工事士」過去問への挑戦’

第15回国家試験「第二種電気工事士」過去問への挑戦２

第16回まとめ

－１６６－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 電気電子工学実験Ｉ

(英訳） (ExperimentsoIElectricalandElectronicEngineeringl）

担当教員 佐伯、酒井、出木

単位数 ３単位 配当年期 ２ 年 次通年

必選別 唖壷迩鯵・選択
【授業の目的】

電気及び電子工学の基礎となる諸原理に関する実験を通

して理解を深めるとともに、測定機器の扱い方や測定技術

の習得を行う。実験及びリポートの作成を通じ､問題解決、

プレゼンテーション能力の訓練を行う。

【成績評価の方法】

実験への取り組み､リポートやノートのまとめ方､リポー

ﾄ提出時の質疑応答など総合的に評価する。

【教科書】

電気電子工学実験Ｉ

広島国際学院大学工学部電気システム専攻編

【参考書】

【メッセージ】

必修科目なので実験を行うことができなかった者は、速

やかに実験担当教員に申し出て補講を必ず受けること。

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 電気電子工学実験Ⅱ

(英訳） (ElectricalandElectronicEngineeringLabⅡ）

担当教員 西村、松尾、久保、岡野

単位数 ３単位 配当年期 ３年次通年

必選別 連記図惨・選択
【授業の目的】

実験を通して電気及び電子工学に関する諸原理の理解を

深め、あわせて実践的な技術の習得を行う。

【成績評価の方法】

実験を行う姿勢、レポートのまとめ方、質疑応答を総合

的に評価する。

【教科書】

電気電子工学実験Ⅱ

(編）広島国際学院大学工学部総合工学科電気システム

専攻

【参考書】

【メッセージ】

全実験への出席が必要である。

【授業概要】

４名程度の班を編制し、決められた年間スケジュール

に従って実験、データ整理、リポート作成及びプレゼン

テーションを行ってゆく。

【授業計画】

第１回～第３回インピーダンスの測定

第４回～第６回受動回路網の応答

第７回～第９回半導体素子

第１０回～第12回整流回路

第１３回～第15回増幅回路

第16回～第18回論理回路

第19回～第21回パルス回路

第２２回～第24回単相変圧器の開放及び短絡試験

第25回～第27回磁性材料の磁化特性試験

第28回～第30回変調・復調

【授業概要】

４名程度の班を編制し、決められた年間スケジュール

に従って実験、データ整理、リポート作成及びプレゼン

テーションを行ってゆく。

【授業計画】

第１回～第７回

単相交流回路の電力と力率測定

模擬送電線による送電線路の特性試験

第８回～第14回

気体の火花放電

直流分巻電動機の特性試験

第15回まとめ

第16回～第22回

インバーターに関する実験

発振回路の実験

第23回～第29回

演算増幅器の特性試験

サーボ機構

第30回まとめ

－１６７－



区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 システム制御工学Ⅱ

(英訳） (ControlSystemsⅡ）

担当教員 西村正文

単位数 ２ 単位 配当年期 ３ 年 次 後期

必選別 専攻必修・函、
【授業の目的】

システム制御工学Ｉに続き、特にシステムの安定性の問

題やサーボ機構の設計方法について説明する。また、ラプ

ラス変換や伝達関数による方法とは違う見地からの制御理

論（｢現代制御理論｣）の概略についても紹介する。この理

論は、工学系に限らず、経済システム、生物、医学、環境

問題などの分野においても重要な手法になりつつある。

【成績評価の方法】

期末試験およびレポートを総合的に評価する。

【教科書】

土屋武士､江上正：基礎システム制御工学(森北出版(株)）

【参考書】

必要な場合はプリントで配布

【メッセージ】

システム制御工学Ｉを受講していなければ理解は困難で
ある ○

区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 電子物性工学Ⅱ
(英訳） (MaterialScienceⅡ）

担当教員 出木秀典

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 専攻必修・鍾励
【授業の目的】

電子物性工学Ｉで学んだ基礎知識を基に、デバイスを構

成する様々な材料において観察される特徴的な現象（電流

の流れ易さの違いなど）が起こる理由を解説してゆく。

【成績評価の方法】

授業中の受講態度、質疑応答、適宜授業の最後に出す課

題等と、期末テストの結果を総合的に評価する。

【教科書】

電気・電子系教科書シリーズ１１「電気・電子材料」

中津達夫ほか著コロナ社（予定）

【参考書】

【メッセージ】

単位を落とす学生が多い科目です。毎回復習を行いま

しよう。質問はいつでも受け付けます。

【授業概要】

実際の制御システムが不安定にならないかといった｢安

定性」の問題、ロボットや精密機械に使われるサーボ機

構と呼ばれる制御技術などを説明する。

さらに、「現代制御理論」と呼ばれるベクトルと行列を

使った制御理論についても説明する。

【授業計画】

第１回システムの安定性

第２回ラウス・フルビツツの安定判別法①

第３回ラウス・フルビツツの安定判別法②

第４回ナイキストの安定判別法①

第５回ナイキストの安定判別法②

第６回制御システムの設計、サーボ機構

第７回PID制御とプロセス制御

第８回状態変数によるシステムの表現

第９回多変数を扱うための行列の計算法と固有値

第１０回システムの出力波形の計算

第１１回安定性の判定

第１２回可制御

第13回可観測

第14回レギュレータ

第１５回まとめ

【授業概要】

エレクトロニクス分野で利用されている固体材料、中

でも金属および半導体に関する基礎知識と簡単なデバイ

スへの応用について講義を行う。基本的にはテキストに

沿って講義を進めてゆくが、テキストに載っていない補

足説明が必要な部分は適宜詳しく解説を行ってゆく。

【授業計画】

第１回金属と半導体

第２回金属内の自由電子

第３回状態密度関数

第４回フェルミ分布関数

第５回電子放出（１）

第６回電子表出（２）

第７回電気伝導

第８回半導体のバンド構造

第９回真性半導体

第１０回不純物半導体（１）

第１１回不純物半導体（２）

第１２回ｐ、接合
第13回トランジスタ

第14回その他のデバイス

第１５回まとめ

－１６８－



区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 発変電工学

(英訳） (PowerGenerationandTransfbrmation）

担当教員 出木秀

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次前期

必選別 専攻必修． 唾１つ
【授業の目的】

我々の生活の根幹を支える電力がどの様な方法で発電さ

れ、どの様な問題を抱えているかなど、電気系技術者とし

て必要な知識を習得する事を目的とする。

【成綱評価の方法】

中間および期末テストの結果を基に評価する。授業中の

受講態度、質疑応答についても評価の対象とする。

【教科書】

電気エネルギーエ学八坂保能著森北出版（予定）

【参考書】

【メッセージ】

本講義は第三種電気主任技術者試験の試験科目の一つで

ある「電力」の一部に該当します。

区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 送配電工学

(英訳） (PowerTransmissionandDistribution）

担当教員 松尾邦昭

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 専攻必修． 唾１つ
【授業の目的】

二年次の回路理論Ｉ‘Ⅱで学んだ基礎知識を基にして、

配電線路、送電線路の理論を深く理解することを目的とす

る。特に、国家資格「第三種電気主任技術者」の「電力」

の問題が解けるように、これらの過去間を授業に多く取り

入れる。

【成績評価の方法】

宿題、小テスト、中間試験、期末試験で評価する。

【教科書】

なし、適宜プリントを配布する。

【参考書】

｢送電・配電」改訂版電気学会

【メッセージ】

授業には休まず出席すること。宿題は自分の力で解くこ

と。分からないところは、質問すること。適宜小テストを

実施する。関数電卓を持参すること。

【授業概要】

各種発電技術と変電技術に関して講義を行ってゆく。

基本的にはテキストに沿って講義を進めてゆくが、テ

キストに載っていない補足説明が必要な部分に関しては

適宜詳しく解説を行ってゆく。

【授業計画】

第１回発電と変電

第２回水力発電（１）

第３回水力発電（２）

第４回水力発電（３）

第５回中間まとめ１

第６回火力発電（１）

第７回火力発電（２）

第８回火力発電（３）

第９回中間まとめ２

第１０回原子力発電（１）

第11回原子力発電（２）

第１２回自然エネルギー

第１３回変電（１）

第１４回変電（２）

第15回まとめ

【授業概要】

三相交流回路の復習から始め、配電線路の計算、送電

線路の計算、電力円線図等、下記の項目に従って進める。

特に、％法、ｐ,u法、を使った短絡電流の計算、力率の改
善等を詳しく講義する。国家試験｢電気主任技術者｣の｢電

力」の問題が解けるようにする。

【授業計画】

第１回三相交流回路の復習

第２回電力と力率

第３回配電線路の電圧降下率

第４回配電線路の電力損失率

第５回送電線路の電力円線図

第６回四端子定数と電力円線図

第７回力率の改善

第８回％インピーダンスの考え方

第９回 ｐ を使った送電問題の解き方

第１０回短絡電流の計算

第11回地絡電流の計算

第12回地中送電線の計算

第13回支線の強度計算とたるみの計算

第１４回国家試験「電気主任技術者」への挑戦

第15回まとめ

－１６９－



区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 パワーエレクトロニクス

(英訳） (PowerElectronics）

担当教員 岡野繁雄

単 位数 ２単位 配当年期 ３年次後期

必 選別 専攻必修． 唾狗
【授業の目的】

パワーエレクトロニクスは、電力用半導体スイッチング
素子を用いて電力の変換・制御を行う技術である。1957年
GEによりサイリスタが発明されたことに端を発し、今日 、

この技術を応用した機器は電力事業,一般産業用のほか、
情報機器や家電製品などにも広く用いられている。この半
導体スイッチング素子について、基礎理論と応用について
解説する。講義は最新技術と知識にポイントを置き、電気
関係資格試験にも配慮して行う。

【成績評価の方法】

演習、レポート、中間および期末試験の結果により総合
評価する。

【教科書】

(大学講義）最新電気機器学（改訂増補）
(著）宮入庄太（出版社）丸善

【参考書】

電気機器藤田宏著森北出版
電気機器学基礎論多田隈石川常広著電気学会

【メッセージ】

中間と期末試験は持込みを認めており、教科書は必ず必
要０

区分 専門 科 目 群 一 専 門 応 用 科 目

授業科目 電気法規及び施設管理

(英訳） (LawandManagementofElectricFacility）

担当教員 松尾邦昭

単 位数 ２単位 配当年期 ４ 年 次 前期

必 選別 専攻必修． 種1℃
【授業の目的】

電気事業法、電気工事業法、電気工事士法、電気用品安

全法などを学ぶ。国家資格「電気主任技術者」の過去問が

解けるようになることを目的とする。また、電力施設の

合理的な運用のために力率改善、負荷率、需要率などを深

く理解することを目的とする。その他、水力発電施設、火

力発電施設、原子力発電施設の管理を学ぶ。

【成績評価の方法】

宿題、小テスト、中間試験、期末試験で評価する。

【教科書】

2010年度電気設備技術基準・解釈（オーム社）

【参考書】

なし。

【メッセージ】

法規は主として主任技術者の「過去問」を解く。施設管

理では計算問題に挑戦するので電卓を持参すること。宿題

Iま自分の力で解くこと。

【授業概要】

パワーエレクトロニクスの分野に用いられるダイオー

ド、サイリスタ、ＭＯＳFETとIGBTについて、これらの

構造､動作原理､応用と最新技術を解説する。小テスト 、

中間テストには資格試験問題も取入れて理解を深め、最

新技術と知識が身に付くよう下記のように講義を進める。

【授業計画】

第１回順変換装置の基礎、整流の必要性と整流機器の

進歩

第２回主な整流回路、インダクタンス（平滑用リアク

トル）の作用

第３回還流ダイオードの作用、

第４回電流の重なり、相間リアクトル

第５回サイリスタ、SCRの構造と基本的機能、SCRの

２トランジスタによる等価回路

第６回SCRの点弧特性、消弧特性

第７回ゲート回路、サイリスタとは

第８回中間まとめ

第９回サイリスタの応用、概説（パワーエレクトロニ

クス)、点弧角による直流電圧制御

第10回他励式インバータ

第１１回TRCによる直流電圧制御

第12回並列形方形波インバータ

第13回MOSFET構造、動作原理

第１４回MOSFETとIGBT

第15回近年のパワーデバイスの進歩について

【授業概要】

電気関係の法規から始め､国家試験「電気主任技術者」

に出題された問題に挑戦する。また、施設管理では、電

力設備の運用に必要とされる考え方とそれらの計算に集

中して講義する。

【授業計画】

第１回電気関係の法律について

第２回電気関係の法律の櫛成

第３回「法規」過去問への挑戦’

第４回「法規」過去問への挑戦２

第５回「法規」過去問への緒戦３

第５回負荷率、需要率、不等率

第６回水力発電施設の運用

第７回火力発電施設の運用

第８回原子力発電施設の運用

第９回電力系統の安定度

第１０回変圧器の並行運転

第１１回発電原価

第12回高調波対策

第13回力率の改善

第14回「電気主任技術者（計算問題)」への挑戦

第15回まとめ

－１７０－



区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 電力応用

(英訳） (ElectricPowerApｐlication）

担当教員 出木秀典

単位数 ２単位 配当年期 ４ 年 次前期

必 選別 専攻必修. 種；ゆ
【授業の目的】

生活の中で電気エネルギーは熱や光などにエネルギー変

換することにより利用されている。本講義ではこれらの応

用技術と利用の際の基礎知識について習得する事を目的と

する ０

【成績評価の方法】

授業中の受講態度、質疑応答、適宜授業の最後に出す課

題等と、期末テストの結果を総合的に評価する。

【教科書】

電力応用木村博司､粉川昌巳共著オーム社（予定）

【参考書】

【メッセージ】

本講義は電気主任技術者試験三種の試験科目の一つであ

る「機械」の一部に該当します。

区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 高電圧工学

(英訳） (HighVoltageEngineering）

担当教員 久保隆

単 位数 ２ 単 位 配当年期 ４ 年 次前期

必 選別 専攻必修． 唾”
【授業の目的】

電力システムでは高電圧を扱うことが多い。この高電圧

における絶縁破壊の問題について理解を深める。

【成績評価の方法】

レポート及び期末試験。

【教科書】

高電圧工学（電気学会）

【参考書】

【メッセージ】

電磁気及び回路計算の知識が必要。

【授業概要】

電気エネルギーが光、
用されている各種機器に

熱などへエネルギー変換され利
ついて原理等の説明を行ってゆ

く○

基本的にはテキストに沿って講義を進めてゆくが、 テ

キストに載っていない補足説明が必要な部分に関しては
適宜詳しく解説を行ってゆく。

【授業計画】

第１回電力応用とは

第２回照明（１）

第３回照明（２）

第４回照明（３）

第５回照明（４）

第６回電熱（１）

第７回電熱（２）

第８回電熱（３）

第９回電熱（４）

第10回電気化学とその応用（１）

第11回電気化学とその応用（２）

第12回その他の電力応用（１）

第13回その他の電力応用（２）

第14回電気鉄道

第15回まとめ

【授業概要】

教科書に沿った授業内容となる。はじめに電磁気学と

回路理論について復習を行う。その後絶縁破壊について

講義した後、高電圧を測定する技術と耐電圧試験法につ

いて講義する。

【授業計画】

第１回電磁気学

第２回電磁気学および回路理論

第３回気体中の粒子の衝突

第４回タウンゼントの理論とパツシエンの法則

第５回火花電圧

第６回液体の絶縁破壊

第７回固体の絶縁破壊

第８回沿面放電

第９回高電圧発生

第１０回高電圧測定Ｉ

第11回高電圧測定Ⅱ

第１２回大電流測定

第13回高電圧機器

第14回高電圧絶縁試験

第15回まとめ

－１７１－



区 分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 電気技術Ⅱ

(英訳） (ElectricalEngineeringSkillsⅡ）

担当教員 松尾邦昭

単 位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次後期

必 選別 専攻必修． 唾励
【授業の目的】

電気工学専攻に関する資格は、第二種・第一種電気工

事、電気管理士、第三種・第二種・第一種電気主任技術者

と多種類にわたる。本講義では、これら電気の資格の中で

も、特に「第一種電気工事士」の筆記試験に関係する主な

事項について実際的な視点から解説し、演習問題を解くこ

とにより実践的な知識を身につけることを目的とする。

【成績評価の方法】

宿題、小テスト、中間試験、期末試験で評価する。

【教科書】

2010年第一種電気工事士筆記試験オーム社

【参考書】

なし

【メッセージ】

授業には休まず出席すること。宿題は自分の力で解くこ

と。分からないところは、質問すること。国家試験の日ま

では集中して講義する。適宜、小テストを実施する。

区分

授業科目
(英訳）

担当教員

専門科目群一専門応用科目

ゼミナール

(Seminar）

西村 正 文 、 松 尾 邦 昭 、 酒 井 ・ 瞳

佐伯哲二、出木秀典、久保隆

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必 選別 噂瓦Ｚ彦・選択
【授業の目的】

４年生での卒業論文作成のための導入科目である。卒業

研究として興味と意欲をもって取り組める研究テーマを各

自が選択する。研究室ごとに少人数で教員と接しながら、

各自の研究テーマの基礎知識や実験機器の操作方法、研究

に取り組む心構えなどを学ぶ。

【成績評価の方法】

テーマに取り組む姿勢およびレポートを総合的に評価す

る○

【教科書】

各研究室で適宜指定する。

【参考書】

各研究室で適宜指定する。

【メッセージ】

４年生での卒業論文の基礎となる重要な授業である。各

研究室で少人数で行うので、積極的に教員と話したり質問

するとよい。

【授業概要】

講義は､｢第二種電気工事士｣筆記試験の復習から始め、

直流回路の基礎・交流回路の基礎を丁寧に説明する。国

家試験「第一種電気工事士」の筆記問題が解けるように

する ０

【授業計画】

第１回交流回路の基礎

第２回交流回路の計算練習

第３回交流回路の複雑な計算

第４回力率の計算

第５回電力の計算

第６回三相交流回路の計算

第７回配電線路の電圧降下’

第８回配電線路の電圧降下Ⅱ

第９回工具と器具

第１０回変流器と変圧器

第１１回屋内配線の見方’

第１２回屋内配線の見方Ⅱ

第13回国家試験「第一種電気工事士」過去問への挑戦’

第１４回国家試験「第一種電気工事士」過去問への挑戦２

第15回まとめ

【授業概要】

あらかじめ、全教員の示す研究テーマ群の中から興味

を持てるテーマを選択する機会を設ける。テーマを選択

することによって指導を受ける教員（所属する研究室）

が決まる。その教員の指導のもと、そのテーマについて

の基礎知識や研究の進め方などを学ぶ。

【授業計画】

以下は原則的な計画であり、各教員で相違がある。

第１回研究テーマの概略説明

第２回関連する基礎知識の学習①

第３回関連する基礎知識の学習②

第４回関連する基礎知識の学習③

第５回関連する基礎知識の学習④

第６回関連分野の研究論文などの解読①

第７回関連分野の研究論文などの解読②

第８回研究テーマの検討①

第９回研究テーマの検討②

第１０回研究テーマの検討③

第１１回実験の進め方の検討

第１２回実験①

第13回実験②

第14回結果の検討

第15回まとめ

－１７２－



区分

授業科目
(英駅）

担当教員

単位数

必選別

【授業の目的】

専門科目群一電気システム専攻科目

卒業論文

(GraduationThesis）

西村正文、

佐伯哲三、

５単 位

松尾邦昭、酒井‘恒

出木秀典、久保隆

配当年期 ４ 年 次通年

連ZEZ塵・選択

｢卒業論文」は、工学的なテーマについて研究し独自に

発展させて論文にまとめるものである。卒業論文はこれ

まで大学で学んできた学業の総決算である。他の授業と違

い、教員の適切な指導のもとに、工学の研究テーマについ

て学生自身で問題解決と検証の道を探ることが求められ

る。この道程を歩むことで、学問の奥深さ、先人の知恵、

創造・探求の楽しさを体験することになる。このことは学

生自身のチャレンジ精神と専門知識をより高める機会とも

なる ○

【成績評価の方法】

テーマに取り組む姿勢およびレポートを総合的に評価す

る○

【教科書】

各研究室で適宜指定する。

【参考書】

各研究室で適宜指定する。

【メッセージ】

【授業概要】

原則的に３年次の「ゼミナール」を受講した研究室で

論文作成を行う。ゼミナールで学んだ基礎知識の上に、

各自の研究テーマについての実験や文献調査を行いなが

ら卒業論文にまとめる。

【授業計画】

研究テーマは教員によって理論的な色彩の強いものか

ら実験に重点のあるものまで多様であり、研究の進め方

も違っているが、基本的には次のように進められる。

1．教員の指導のもとで研究テーマの具体化と１年間の

研究計画を立てる。

2．問題の解決方法の選定､文献調査､実験､結果の検証、

教員との討論などを行いながら、学生の独自性を発揮

してあらたな知見や成果を得る。

３．研究結果を論文にまとめ、卒業論文発表会で発表す

る０

－１７３－
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単位数欄の○は必修を表わす

－１７５－

(5)総合工学科基礎理工専攻科目

科
目
群

授業科目

単
位
数

毎週授業時間数

l年次 2年次 3年次 ４年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

備考
記載

ページ

学
部
基
礎
科
目

線形代数Ｉ

線形代数Ⅱ

基礎 数 学

基礎数学演習

微分・積分Ｉ

微分 ・積分演習Ｉ

微分・積分Ⅱ

微分．積分演習Ⅱ

科学技術の基礎

化学Ｉ

化学Ⅱ

物 理学Ｉ

物理学 Ⅱ

化学実 験

インターンシシプＩ

インターンシシプⅡ

キャリアデザインＩ

キャリアデザインⅡ

②

２

２

２

②

２

２

２

②

②

２

②

２

①

１

１

①

①

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

7６

7６

7７

7７

7８

7９

8０

8０

8１

8２

8２

8３

8３

8４

8５

8５

8６

8６

専
門
科
目

専
門
導
入
科
目

専
門
発
展
科
目

理工系導入

実験処理法

健康栄養化学

理工系数学Ｉ

理工系数学Ⅱ

技術者倫理

理工系数学Ⅲ

理工系数学Ⅳ

生物生理生態

理工系力学入門

量子力学入門

生産加工の原理

固 体の力学

固体電子論

エコマ フ→ リ アル

金属精錬技術

食品工学Ⅱ

②

②

２

②

②

②

２

２

②

②

２

②

②

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

□

□

□

177

177

１７８

179

179

１８０

181

181

182

182

183

183

184

184

185

185

186



卒業必要単位数は124単位以上とする。

教養科目28単位以上、学部基礎科目１３単位以上、専門科目70単位以上（ものづくり科目１０単位、阿

攻の科目から50単位以上、他の副専攻科目から１０単位)、卒業論文５単位を修得しなければならない。

所属する専

注） 単位数欄の○印は専攻必修科目

備考柵の口印は副専攻科目を表わす

－１７６－

科
目
群

授業科目
単
位
数

毎週授業時間数

l年次 2年次 ３年次 ４年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

備考
記載
ページ

専
門
科
目

専
門
応
用
科
目

も
の
づ
く
り

科
目

マテリアル・サイエンス

エネルギー変換工学

半導体デパイス

磁性体材料

修習技術者講座

寺子屋英語Ｉ

寺 子屋英語Ⅱ

寺子屋理工学Ｉ

寺子屋理工学Ⅱ

循環型社会と地域活動

ものづくり創成Ｉ

も のづくり創成Ⅱ

②

②

２

２

②

２

２

２

２

②

④

④

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

□

□

186

１８７

１８７

188

１８８

189

１８９

190

190

１２４

125

125

卒 業論文 ⑤ ａ ａ １９１



区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 理工系導入

(英訳） (IntroductiontoScience＆Technology）

担当教員 遠藤敏郎

単 位数 ２単 位 配当年期 ｌ年次前期

必 選別 連ZZZ膨・選択
【授業の目的】

理工系の授業では数式や図を用いることが多い。この授

業では先ず、図による表現、あるいは数式表現に馴れてい

ただく。また、最近の科学・技術の動向をお話しし理工学

に対するモチベーションを高める。

【成績評価の方法】

問題や課題を与える。これらの総合評価とする。期末試

験は行わない。

【教科書】

必要な資料を配付する。

【参考書】

【メッセージ】

区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 実験処理法

(英訳） (LaboratoryofScience＆Technology）

担当教員 遠藤敏郎

単位数 ２単 位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 唖3Z区彦・選択
【授業の目的】

実際の実験を通して、実験の仕方、計測器の使い方、計

算手法、更にはレポートの書き方について学習する。

【成績評価の方法】

レポートと実験結果のプレゼンテーションの総合評価と

する ○

【教科書】

実験内容、方法等を記載した資料を配付する。

【参考書】

【メッセージ】

【授業概要】

プレゼンテーション、図表現､数式表現等の解説を行っ

た後、与えられた課題についてグループ学習する。

また、この授業はチューター指導を兼ねる。このため

それぞれの授業時間の一部をこれに当てる。

【授業計画】

第１回プレゼンテーション法’

第２回プレゼンテーション法２

自己紹介を含め､与えられたテーマに沿って、

自分の考えを発表する。

第３回図による表現法ｌ：解説と実習

第４回図による表現法２：原理図の描き方

第５回図による表現法３：簡単な製図、図学

第６回最近の科学・技術の動向１

第７回数式表現ｌ：言葉としての数式

第８回数式表現２：単位と数値計算法

第９回自然現象と経験

第１０回現象の数式表現’

第１１回現象の数式表現２

第12回最近の科学・技術の動向２

第13回調査手法

第１４回課題調査

第15回プレゼンテーション

【授業概要】

先ず、密度の測定という簡単なテーマを与え、ノギス 、

マイクロメータ等の測定器具の使い方､数値計算の仕方、

レポートの書き方を指導する。その後、与えられた実験

テーマに沿ってグループ学習を行う。１つの実験テーマ

には２～３コマを当て、３つのテーマをこなす。

【授業計画】

第１回密度の測定と数値計算法（１）

第２回密度の測定と数値計算法（２）

第３回密度の測定と数値計算法（３）

第４回レポート指導、テーマ説明

第５回応用実験１（１）

第６回応用実験１（２）

第７回応用実験１（３）

第８回応用実験２（１）

第９回応用実験２（２）

第１０回応用実験２（３）

第11回応用実験３（１）

第12回応用実験３（２）

第13回応用実験３（３）

第１４回プレゼンテーションの仕方と準備

第１５回プレゼンテーション

－１７７－



区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 健康栄養化学

(英訳） (HealthandNutritionChemistry）

担当教員 佐々木健

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 専攻必修・鍾矛、
【授業の目的】

さまざまな栄養関連物質が知られている。医薬品と健康

との関連も近年重要となっている。教育と栄養の関連も問

われている。これら、さまざまな生体成分、薬用成分、医

薬品と化学の関連について、科学的理論に基づき、幅広く

学習することを目標とする。

【成績評価の方法】

演習やレポートの採点結果、ビデオ教材に対する討論を

採点する。これらの採点結果と期末試験の結果を総合的に

評価する。

【教科書】

プリントを配布する

【参考書】

【メッセージ】

化学Ｉ、Ⅱおよび化学実験を履修することが望ましい

【授業概要】

健康に関する生体成分、薬用成分、医薬品と化学の関

連を学習し、健康に関して、化学の視点から深く学習す

る。日常の健康に関する事項が深く理解でき、正しい健

康生活が送れるように学習する。

【授業計画】

第１回栄養化学と健康’

第２回栄養化学と健康２

第３回医薬品と健康

第４回生体機能と調節

第５回免疫

第６回ホルモンの役割

第７回ビタミンの機能

第８回健康食品の化学

第９回抗生物質の化学

第１０回免疫抑制剤の化学

第11回代謝調節剤の化学

第12回抗がん剤の化学

第13回生活習‘慣病（糖尿病）と化学

第14回生活習‘慣病（高血圧）と化学

第15回まとめ

－１７８－



区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 理工系数学Ｉ

(英訳） (AppliedAnalysisl）

担当教員 選考中

単位数 ２単 位 配当年期 ２年次前期

必選別 連記Z砂・選択
【授業の目的】

理工系数学の基礎の一つである常微分方程式の解法につ

いて学ぶ。それとともに、この常微分方程式が工学の諸問

題とどのように関わっているかを、例題を解く過程で明ら

かにする。

【成績評価の方法】

学習意欲、課題提出、試験結果で総合的に判断する。

【教科書】

基礎解析学改訂版

(著）矢野健太郎、石原繁（出版社）裳華房

【参考書】

力学と微分方程式

(著）山本義隆（出版社）数学叢書

【メッセージ】

l年次で微分積分ＩおよびⅡとそれらの演習、線形代数

IおよびⅡを受講していること。

区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 理工系数学Ⅱ

(英訳） (AppliedAnalysisⅡ）

担当教員 選考中

単位数 ２単位 配当年期 ２年次 後期

必選別 連ZEE砥・選択
【授業の目的】

理工系数学の基礎の一つであるフーリエ解析について学

ぶ。それとともに、フーリエ解析が工学の諸問題とどのよ

うに関わっているかを、例題を解く過程で明らかにする。

【成績評価の方法】

学習意欲、課題提出、試験結果で総合的に判断する。

【教科書】

基礎解析学改訂版

(著）矢野健太郎、石原繁（出版社）裳華房

【参考書】

理工系数学入門コース「フーリエ解析」

(著）大石進一（出版社）岩波書店

【メッセージ】

l年次で微分積分ＩおよびⅡとそれらの演習、線形代数

IおよびⅡを受講していること。

【授業概要】

力学への応用を念頭に置き、常微分方程式の解法を講

義する。その途中、必要に応じて微分積分の復習を行な
つｏ 一見無味乾燥な微分法、積分法の豊かな応用例を観

るであろう。

【授業計画】

第１回微分方程式と曲線群

第２回微分方程式の解

第３回変数分離形の微分方程式

第４回同次形の微分方程式

第５回１階線形微分方程式

第６回運動方程式

第７回種々の応用

第８回中間まとめ

第９回線形同次微分方程式

第10回定数係数線形同次微分方程式

第１１回同次方程式の解の構造

第１２回定数係数線形微分方程式

第１３回線形微分方程式の解の構造

第14回物理現象への応用

第15回まとめ

【授業概要】

弦の振動や熱伝導現象の解析への応用を念頭に置き、

フーリエ解析（フーリエ級数とフーリエ積分）を講義す

る。その途中、必要に応じて微分積分の復習を行なう､，

【授業計画】

第１回三角関数の基本性質

第２回三角関数を含む積分

第３回周期関数のフーリエ級数展開

第４回フーリエ級数の諸性質

第５回波動方程式に対する変数分離法による解

第６回微分方程式の固有値問題

第７回波動方程式の解

第８回中間まとめ

第９回ラプラス変換

第10回フーリエ変換

第１１回フーリエの逆変換

第12回フーリエ変換の諸性質

第13回熱伝導方程式に対する変数分離法による解

第14回熱伝導現象の解析

第15回まとめ

－１７９－



区分 専門科目群一専門導入科目

授業科目 技術者倫理

(英訳） (EngineeringEthics）

担当教員 選考中

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次 前期

必選別 運j3ZZ砺・選択
【授業の目的】

近年さまざまな事故や環境問題、製品のトラブルが問題

化して、改めて技術者の倫理が問われている。一方、技術

者の最高レベルの資格である技術士にも厳しい倫理規定が

課せられている。さらに修習技術者資格取得にも、技術者

倫理の学習は試験の適性科目受験にも必須となっている。

本講義は主として修習技術者、技術士になるための、技術

者倫理について講義する。

【成績評価の方法】

演習やレポートの採点結果、ビデオ教材に対する討論を

採点する。これらの採点結果と期末試験の結果を総合的に

評価する。

【教科書】

プリントを配布する

【参考書】

【メッセージ】

演習を行うので、出席は重視する。

技術者倫理はこれからの工業人にとって、就職にも重要

です。

【授業概要】

修習技術者や技術士になるため必須の技術者倫理の概

論を学習する。さらに、具体例を挙げながら技術者倫理

用語を解説する。事例研究も多くもりこみ、技術者とし

て適正な判断が出きるようになるよう、演習も行う。

【授業計画】

第１回修習技術者、技術者とは

第２回技術士法と技術者倫理

第３回技術者のモラルと人間関係

第４回技術者の説明責任、関連法

第５回技術者と警笛鳴らし

第６回技術者とトレードオフ

第７回技術士会の倫理要綱

第８回APECエンジニアと倫理教育

第９回技術士と環境倫理

第１０回技術者倫理事例研究’

第１１回技術者倫理事例研究２

第１２回技術者倫理事例研究３

第13回修習技術者資格取得へ準備’

第１４回修習技術者資格取得へ準備２

第15回まとめ

－１８０－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 理工系数学Ⅲ

(英訳） (ＡpｐliedAnalｙｓｌｓ Ⅲ）

担当教員 選考中

単 位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次前期

必 選別 専攻必修． 鍾狗
【授業の目的】

理工系数学の基礎の一つであるベクトル解析について学

ぶ ○

【成績評価の方法】

学習意欲、課題提出、試験結果で総合的に判断する。

【教科書】

基礎解析学改訂版

(著）矢野健太郎、石原繁（出版社）裳華房

【参考書】

理工系の数学入門コース３ベクトル解析

(著）戸田盛和（出版社）岩波書店

【メッセージ】

l年次で微分積分ＩおよびⅡとそれらの演習、線形代数

IおよびⅡを受講していること。

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 理工系数学Ⅳ

(英駅） (AppliedAnalysisⅣ）

担当教員 選考中

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 専攻必修． 唾狗
【授業の目的】

理工系数学の基礎の一つである複素関数論（複素変数の

関数に対する解析学）について学ぶ。

【成績評価の方法】

学習意欲、課題提出、試験結果で総合的に判断する。

【教科書】

基礎解析学改訂版

(著）矢野健太郎、石原繁（出版社）裳華房

【参考書】

理工系の数学入門コース５複素関数

(著）表実（出版社）岩波書店

【メッセージ】

l年次で微分積分ＩおよびⅡとそれらの演習，線形代数

IおよびⅡを受講していること。

【授業概要】

ベクトル解析の理解には，微分積分と線形代数の素養

が必要であり、この講義の途中で随時それらの復習を行

なう。またベクトル解析が工学の諸問題とどのように関

わっているかを、例題を解く過程で明らかにする。

【授業計画】

第１回ベクトルの基本性質

第２回ベクトルの内積と外積

第３回ベクトル関数の微分と積分

第４回スカラー場とベクトル場の基本性質

第５回スカラー場の勾配

第６回方向微分係数

第７回ベクトル場の回転と発散

第８回中間まとめ

第９回空間曲線と接ベクトル

第１０回ベクトル場の線積分

第１１回空間曲面と法線ベクトル

第12回ベクトル場の面積分

第１３回発散定理

第14回ストークスの定理

第15回まとめ

【授業概要】

複素関数論は２次元ベクトル解析と見なすことができ

る。この講義の途中で随時ベクトル解析の復習、更に微

分積分と線形代数の復習を行なう。また複素関数が工学

の諸問題とどのように関わっているかを、例題を解く過

程で明らかにする。

【授業計画】

第１回複素数の基本性質と基本演算

第２回複素平面と複素数の極形式

第３回、乗根

第４回複素数列と複素級数

第５回複素関数の微分

第６回正則関数

第７回基本的な正則関数

第８回中間まとめ

第９回複素関数の積分

第１０回コーシーの積分定理

第１１回コーシーの積分表示

第12回テイラー展開、ローラン展開

第１３回極と留数

第14回留数定理の応用

第１５回まとめ

－１８１－



－１８２－

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

専門科目群一専門発展科目

理工系力学入門

(IntroductiontoClassicalMechanics）

選考中

【授業概要】

主に質点系を扱い，力，運動量，エネルギー．保存則

などの基礎概念を，具体例に基づいて平易に解説する。

多くの例題に当たる。また量子力学を学ぶ前提となるハ

ミルトニアンや正準形式の初歩に触れる。

単位数 ２単位 配当年期 ２年次前期

必 選別 唖瓦Z修・選択
【授業の目的】

授業は講義方式で行う。物理学の諸概念を理解するため

の基礎となる古典力学の体系を学ぶ。必要となる数学的手

段(微分,積分,微分方程式等)も時間の許す限り説明する。

【成績評価の方法】

中間試験と期末試験とを行い，授業中の小テストや課題

問題の結果も考慮して成績を評価する。学習意欲も考慮す

る ０

【教科書】

【参考書】

量子力学を学ぶための解析力学入門(著)高橋康(出版社）

講談社

スタンダードカ学（著）河辺哲次（出版社）裳華房

力学と微分方程式（著）山本義隆（出版社）数学叢書

【メッセージ】

l年次で微分積分Ｉ，Ⅱとそれらの演習、線形代数Ｉ，

Ⅱおよび物理学Ｉを受講し、２年次で理工系数学Ｉと物理

学Ⅱを受講することが望ましい。

【授業計画】

第１回質点と座標系

第２回位置ベクトルと変位ベクトル

第３回運動の第１法則と第２法則

第４回簡単な運動

第５回運動エネルギー

第６回ポテンシャルと位置エネルギー

第７回力学的エネルギーの保存則

第８回中間まとめ

第９回単振動と単振り子

第１０回減衰振動と強制振動

第１１回中心力場における運動

第１２回ケプラーの法則

第１３回位置変数と運動量変数

第１４回ハミルトニアン

第１５回総まとめ

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

専門科目群一専門発展科目

生物生理生態

(BiologicalPhysiologyandEcology）

選考中

【授業概要】
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単 位数 ２ 単位 配当年期 ｌ年次後 期

必 選別 連攻必珍・選択
【授業の目的】

生物学全般を広く学習し、生命現象について理解を深め
る。生物が現す生命現象､すなわち自己複製､代謝､調節、

進化の４つの特徴を中心に講義を展開する。同時に、自然

科学の中で物理学や化学、あるいは天文学や地質学などが
扱う対象と、生物学が扱う対象との相違性、さらにその特
異性を明らかにする。

【成績評価の方法】

出席状況、リポートおよびノートの提出状況とその内
容、期末試験結果を総合的に評価する。

【教科書】

【参考書】

一般教育生物学（著）高岡実（出版社）培風館

基礎過程生物学（著）中村運（出版社）培風館

【メッセージ】

新聞、テレビなどのメディアで、遺伝子、臓器移植、イ
ンフルエンザなど生物学をベースとした研究や話題が毎日
のように報道される。本講座を通じて、「生きている」こ
との原理を知り、生物を知り、自己を知るきっかけとした
い ０

【授業計画】

第１回生命とは！

第２回生命の単位＝細胞

第３回生命の特徴－その’＝自己複製(生命の連続性）

第４回・生命の連続性＝遺伝

第５回・生命の連続性＝発生

第６回生命の特徴－その２＝代謝（同化と異化）

第７回・同化＝光合成：葉緑体

第８回・異化＝呼吸：ミトコンドリア

第９回生命の特徴－その３＝動物の反応と調節

第１０回生命の特徴－その３＝植物の反応と調節

第１１回生命の特徴－その４＝進化の証拠

第１２回生命の特徴－その４＝進化の機構

第13回生物の集団－その’＝環境と生物

第14回生物の集団－その２＝環境と生物

第15回まとめ



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 量子力学入門

(英訳） (IntroductiontoQuantumMechanics）

担当教員 選考中

単 位数 ２単 位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 専攻必修． 唾１面
【授業の目的】

授業は講義方式で行う。現代物理学を理解するための基

礎となる量子力学の体系を学ぶ｡必要となる数学的手段(偏

微分方程式，特殊関数等）も時間の許す限り説明する。

【成績評価の方法】

中間試験と期末試験とを行い，授業中の小テストや課題

問題の結果も考慮して成績を評価する。学習意欲も考慮す

る ○

【教科書】

プリント使用

【参考書】

基礎量子力学（著）鈴木星雄（出版社）共立出版

新版量子力学（著）シッフ（出版社）吉岡書店

【メッセージ】

l年次で微分積分Ｉ．Ⅱとそれらの演習，線形代数Ｉ，

Ⅱおよび物理学Ｉを受講し，２年次で理工系数学Ｉと物理

学Ⅱと理工系力学入門を受講していることが望ましい。

区分 専 門科目群一専門発展科目

授業科目 牛産加工の原理

(英訳） (ThePrinciplesofManufacturingProcesses）

担当教員 李木経孝

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 前期

必選別 噂瓦Ｚ鯵・選択
【授業の目的】

工学に共通する「ものづくり」に必要不可欠な生産加工

の基本概念を理解させることを目的とする。

【成績評価の方法】

中間に実施する５回の小レポート（20％)、期末に実施

する最終レポート（20％）および期末試験（60％）により

総合的に評価する。

【教科書】

講義に沿った概要および図版を編集したプリントを配布

する ○

【参考書】

【メッセージ】

配布するプリントに沿って、具体的な事例などを紹介す

るＯＨＰやビデオを併用し、わかり易く講述する。

【授業概要】

不確定性原理やエネルギー準位の離散性など量子論特

有の基礎概念を平易に解説する。多くの例題に当たる。

古典概念と量子概念との関連を明らかにし，また化学の

基礎をなす原子の構造を説明する。

【授業計画】

第１回波動と粒子

第２回波動関数

第３回シュレデインガ一方程式

第４回粒子の位置と運動量

第５回不確定性原理

第６回エネルギー準位

第７回簡単な運動

第８回中間まとめ

第９回調和振動子

第１０回生成・消滅演算子

第11回代数的解法

第１２回古典極限

第13回水素原子の変数分離による解法

第14回水素原子のエネルギー準位

第１５回総まとめ

【授業概要】

｢ものづくり」を支える生産加工技術に関して、設計

加工、材料、評価などを、総合的に学ぶ。

【授業計画】

第１回設計と加工

第２回材料と加工

第３回加工精度とその測定

第４回課題演習とまとめ（１）

第５回成形加工

第６回切削加工

第７回砥粒加工

第８回課題演習とまとめ（２）

第９回電気物理的加工

第１０回化学的加工

第11回バイオ的加工

第12回課題演習とまとめ（３）

第13回加工のシミュレーション

第14回加工と評価

第15回総括

、
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区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 固体の力学

(英訳） (SolidMechanics）

担当教員 中佐啓治郎

単位 数 ２単位 配当年期 ２年次前期

必選別 連記区惨・選択
【授業の目的】

固体に働く力と変形の関係を把握することは、安全で信

頼性のある製品を設計・製造する上で、不可欠である。こ

の講義では、固体の弾性および塑性変形領域における応力

とひずみの理論的関係について、基礎的な知識の修得を目

的とする。

【成績評価の方法】

試験(80点）とレポート（20点）の結果をもとに評価する。

【教科書】

｢固体力学」園田佳巨・島田英樹著共立出版

【参考書】

【メッセージ】

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 固体電子論

(英訳） (ElectronicStructureinSolids）

担当教員 遠藤敏郎

単位 数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 専攻必修． 種励
【授業の目的】

固体中の電子の振る舞い、或いはその結果として表れる

現象は抽象的な理論に基づいており難解である。この授業

ではこれら理論と電子の振る舞いのイメージ把握を通して

現象の理解に努める。

【成績評価の方法】

ほぼ毎回問題を解く時間を設定する。この点数と期末試

験の点数を合わせて評価する。

【教科書】

プリントを配布する。

【参考書】

電子物性（著）松津他（出版社）森北出版

電子物性（著）吉田明（出版社）オーム社

【メッセージ】

【授業概要】

単軸応力とひずみの関係、一般的な３軸応力状態にお

ける応力とひずみの関係を学んだのち、それを応用した

簡単な平面問題、軸対称問題を解く。さらに、固体の塑

性変形を取扱うための各種応力の定義と降伏条件につい

て学ぶ。

【授業計画】

第１回応力とひずみ

第２回フックの法則、ヤング率、ポアソン比

第３回応力-ひずみ線図と材料の機械的性質

第４回応力発生の原因

第５回弾性論の基礎（３次元応力）

第６回弾性論の基礎（応力のつりあい方程式）

第７回弾性論の基礎（変位-ひずみ関係式、応力-ひずみ

関係式、ひずみの適合条件式）

第８回主応力と主せん断応力、モールの応力円

第９回２次元問題（平面応力と平面ひずみ）

第１０回２次元問題（応力関数）

第11回２次元問題（極座標系における支配方程式）

第12回２次元問題（軸対称問題）

第13回材料の塑性変形（応力の不変量、静水圧応力、

偏差応力、相当応力）

第14回材料の塑性変形（降伏条件）

第15回まとめ

【授業概要】

原子榊造、電子の発見の歴史的な背景を説明し、光と
電子の特異な舞いと電子の運動方程式（波動方程式）に
ついて説明する。遜子の位迩エネルギー、特に結晶中 で
の位置エネルギーの概念は重要であり、多少難解な部分
が多いが、イメージ的に把握させることに努める。言 葉
だけでは説明できない部分が多く数式を用いるが、数式
の持つ意味を感覚的にでも理解いただきたい。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回原子構造と歴史的背景

第３回電子の発見と振る舞い

第４回ナノの世界の力学（背景）

第５回量子力学の概念

第６回電子と光

第７回結晶とポテンシャルエネルギー

第８回自由電子模型と電子のバンド構造

第９回伝導体と不導体を分けるもの

第１０回金属の電気伝導

第１１回金属の熱的、光的性質

第１２回半導体の電気伝導

第１３回不純物半導体とその応用

第１４回固体電子の最近のトピックス

第15回まとめ

－１８４－



区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 エコマテリアル

(英訳） (Eco-Material）

担当教員 渡遥真彦

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次前期

必 選別 専攻必修． 鍾海
【授業の目的】

エコマテリアルと呼ばれる環境負荷の小さい新素材につ

いての知識を深める事を目的とする。

【成績評価の方法】

講義の進捗に応じて適宜レポートを提出させる。期末試

験、レポートの結果を総合して１００点満点で、６０点以上を

合格とし、３段階評価を行う。

【教科書】

テキスト：プリント等を配布する。

【参考書】

テキスト：プリント等を配布する。

【メッセージ】

区分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 金属精錬技術

(英駅） (RefiningTechnologyofMetals）

担当教員 渡遥真彦

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 専攻必修． 唾1面
【授業の目的】

金属精錬技術は廃棄物から有用物を分離する方法の中で

も特に重要であるので特に鉄鋼とアルミニウムなど代表的

な金属について知識を深めることを目的とする。

【成績評価の方法】

講義の進捗に応じて適宜レポートを提出させる。期末試

験、レポート、プレゼンテーションの結果を総合して1００

点満点で、６０点以上を合格とし、３段階評価を行う。

【教科書】

プリント等を配布する。

【参考書】

プリント等を配布する。

【メッセージ】

【授業概要】

環境負荷を軽減するために様々な機能性材料が開発さ

れている。これらについての開発経緯､､物性、利用動向

などについて講義を行う。

【授業計画】

第１回エコロジーという概念について

第２回環境問題とエコマテリアルの発展

第３回樹脂系マテリアル

第４回樹脂系マテリアル

第５回金属系マテリアル

第６回金属系マテリアル

第７回紙、繊維系マテリアル

第８回紙、繊維系マテリアル

第９回オイル、溶媒系マテリアル

第１０回オイル、溶媒系マテリアル

第１１回触媒系マテリアル

第１２回触媒系マテリアル

第１３回ＬＣＡの基礎と運用事例

第14回ＬＣＡの基礎と運用事例

第15回まとめ

【授業概要】

金属精錬技術は鉱石から目的物の金属を分離する技術
といえる。現代の廃棄物にも有用な金属が多量に含まれ
ているため金属精錬技術は廃棄物のリサイクルには必須
の技術と言える。この講義では身近にある鉄鋼の精錬な
らびに非鉄金属のうちアルミニウムなど代表的なものに
付いて述べ、最近発展してきた湿式精錬等にも触れる。

【授業計画】

第１回金属はどこからきたか？

第２回原料の予備処理

第３回乾式精錬の概要

第４回湿式精錬の概要

第５回電解精錬の概要

第６回高炉法・転炉法による製鉄①

第７回高炉法・転炉法による製鉄②

第８回高炉法・転炉法による製鉄③

第９回高炉法・転炉法による製鉄④

第１０回アルミニウム等非鉄金属の精錬①

第１１回アルミニウム等非鉄金属の精錬②

第１２回アルミニウム等非鉄金属の精錬③

第13回超高純度金属の精錬・精製

第14回金属精錬における環境問題と技術課題

第１５回まとめ

－１８５－



区 分 専門科目群一専門発展科目

授業科目 食品工学Ⅱ

(英訳） (FoodTechnologyⅡ）

担当教員 竹野健次

単位数 ２ 単位 配当年期 ４ 年 次前期

必選別 専攻 必 修 . 唾狗
【授業の目的】

食品製造は様々な生体反応が関わっている。発酵食品の

製造において、微生物学を理解できていないと、発酵食品

の製造は容易ではない。本講義は食品微生物学を中心に、

食品に関する微生物の基礎知見を学習する。

【成績評価の方法】

レポートの採点と期末試験の結果の合計で、百点満点で

60点以上の得点を合格とし、得点により評価をする。

【教科書】

【参考書】

必要に応じ、プリントを配布する。

【メッセージ】

ノート、メモを取る習慣の育成に努め､各章の区切りで、

レポート提出を求める。

化学Ｉ、化学Ⅱ、食品工学Ｉの単位取得が望ましい。

区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 マテリアル・サイエンス

(英訳） (MaterialsScience）

担当教員 中佐啓治郎

単位数 ２単位 配当年期 ２年次 後期

必選別 噂記区惨・選択
【授業の目的】

工業製品は、金属、セラミックス、プラスチックなど、

多種多様な材料で構成されている。技術革新の基盤を支え

ていくためには､材料の構造と性質の関係を理解し､目的．

用途に合った新しい材料の設計・創成を行う必要がある。

本講義では、主として金属や無機材料の構造・欠陥と諸特

性の関係についての基本的な現象と理論を述べる。

【成績評価の方法】

試験(80点）とレポート（20点）の結果をもとに評価する。

【教科書】

｢金属材料概論」小原嗣朗著、朝倉轡店

【参考書】

｢材料科学の基礎」柳津平、吉田総仁著共立出版社

【メッセージ】

【授業概要】

発酵食品の製造には、麹や酵母、乳酸菌など様々の微

生物が関与する。また、原料から食品成分へ変化するた

めに、種々の酵素が働いている。本講義は、発酵食品を

中心に、食と微生物、関連酵素、食品製造業などを紹介

する ◎

【授業計画】

第１回食品と微生物

第２回食品と発酵生産

第３回清酒

第４回味噌

第５回醤油

第６回まとめ１

第７回ビール

第８回ワイン

第９回発酵乳

第１０回バイオ機能性食品

第１１回食品微生物管理

第１２回まとめ２

第13回食品の保存と腐敗

第14回食品と健康

第15回授業の総括

【授業概要】

材料の性質がどのような因子に支配されるかを説明す

るため、物質を構成する原子の結合方式、平衡状態にお

ける相の現れ方、変形を支配する転位の運動、組織変化

と強度を支配する原子の拡散、時効・析出、転位の運動

に対する抵抗などについて説明する。

【授業計画】

第１回原子の結合方式

第２回結晶構造と格子欠陥

第３回相律と平衡状態図

第４回変形の概要、弾性係数

第５回原子の結合力と弾性

第６回単結晶の塑性変形

第７回結晶のすべり変形と転位の運動

第８回転位の性質

第９回転位の分解と拡張

第１０回転位の増殖と堆積

第１１回加工硬化

第１２回拡散

第13回回復・再結晶

第１４回時効・析出

第15回まとめ

－１８６－
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区分

授業科目

(英訳）

担当教員

専門科目群一専門応用科目

半導体デバイス

(SemiconductorDevice）

選考中

【授業概要】

半導体デバイスの動作原理を紹介し、ブラツクボツク

ス化している電気装置の中身に興味がでるように、様々

の電気機器を例にとって解説する。

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 専攻必修． 唾１，
【授業の目的】

集積回路に代表される半導体デバイスは、工業やマルチ

メディア社会において重要な材料である。そこで、最小限

の半導体物理を学習し各種半導体デバイスの動作原理と活

用技術を理解し応用力をつける。

【成績評価の方法】

宿題30％、中間試験30％、期末試験40％で評価する

【教科書】

プリント配布

【参考書】

【メッセージ】

【授業計画】

第１回半導体と結晶

第２回真性半導体と不純物半導体’

第３回真性半導体と不純物半導体２

第４回ｐｎ接合
第５回ダイオード

第６回トランジスタｌ

第７回トランジスタ２

第８回トランジスタ３

第９回電荷伝送デバイス’

第１０回電荷伝送デバイス２

第１１回受光デバイス’

第１２回受光デバイス２

第１３回発光デバイス’

第14回発光デバイス２

第１５回まとめ

区分

授業科目
(英訳）

担当教員

専門科目群一専門応用科目

エネルギー変換工学

(EnergyConversionEngineering）

選考中

【授業概要】

身近にある電気の様々な発電原理と発電所から工場や

家庭までの送配電技術を学び、日々の取り扱いや保守点

検方法について学習する。また、携帯電気器具の電源や

近未来の電源について理解を深める。

単位数 ２単位｜配当年期 ２ 年 次前期

必選別 唖3面Z砺・選択
【授業の目的】

現代の社会基盤を支える電気エネルギーの発電、送配

電、消費及び蓄電技術について新技術を含めて解説し、理

解を深める。

【成績評価の方法】

宿題30％、中間試験30％、期末試験40％で評価する

【教科書】

プリント配布

【参考書】

【メッセージ】

【授業計画】

１
２
１
２

電
電
電
電

発
発
発
発

力
力
力
力

水
水
火
火

回
回
回
回

１
２
３
４

第
第
第
第
第５回原子力発電’

第６回原子力発電２

第７回１次電池

第８回２次電池

第９回太陽電池

第10回風力発電

第11回燃料電池

第12回送電技術

第13回配電技術

第１４回屋内配線

第15回まとめ



区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 磁性体材料

(英駅） (MagneticMaterials）

担当教員 選考中

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次 後期

必選別 専攻必修． 鯉狗
【授業の目的】

半導体材料とともに身の回りの多くの分野で利用されて

いる磁性体材料の特徴が電子スピンとその周囲との関わり

から出現することを理解し､この材料の応用について学ぶ。

【成績評価の方法】

中間試験、期末試験及び毎回講義について理解したこと

理解できなかったことをまとめて提出したレポートを総合

し、評価する。

【教科書】

プリントを配布する

【参考書】

磁気工学入門（著）高梨弘毅（出版社）共立出版

【メッセージ】

磁性体材料は半導体材料が電子の電荷に着目しているの

に対し、電子のスピンに着目しています。磁性体の応用に

視点をおいて、親しみが湧くような講義をしたいと思って

います。

区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 修習技術者講座

(英訳） (SeminarfbrTrainingEngineer）

担当教員 佐々木健

単位数 ２単位 配当年期 ４年次前 期

必選別 唖配Z鯵・選択
【授業の目的】

修習技術者資格は、技術者としての最高の資格である技

術士になるための必須の資格である。また、修習技術者資

格は、我が国で十分実力のある学士相当の能力を有する技

術者として認められる。本講義では、修習技術者になるた

めの基礎的知識、必要となる事項について習得することを

目的とする。

【成績評価の方法】

レポート及び試験で総合的に評価する。

【教科書】

プリントを配布する。

【参考書】

授業の中で適時指示する。

【メッセージ】

技術者倫理を受講することが望ましい。

【授業概要】

視覚資料を用いて現象をしっかり捉え、その現象の起

源に迫るという手法で，皆さんの興味を呼び起こそうと

考えています。

【授業計画】

第１回磁性体とは

第２回磁性のミクロな起源

第３回磁気異方性と磁歪

第４回磁性体と光

第５回磁気抵抗効果

第６回表面･界面の磁性

第７回中間まとめ

第８回磁気計測技術

第９回家電製品への磁気応用

第１０回情報処理分野への応用

第１１回エネルギー分野への応用

第１２回磁気による生体機能計測

第13回将来技術展望’

第１４回将来技術展望２

第１５回まとめ

【授業概要】

修習技術者とは何かの説明から、修習技術者、技術士

の役割と資格の意義などを説明する。さらに修習技術者

になるための技術士１次試験についての基礎的、具体的

内容を講義する。理解を深めるための演習も行う。

【授業計画】

第１回修習技術者、技術士とは

第２回技術士法’

第３回技術士法２

第４回修習技術士国家試験

第５回修習技術者への基礎科目’

第６回修習技術者への基礎科目２

第７回適正科目’

第８回適正科目２

第９回技術者倫理と修習技術者

第１０回修習技術者及び技術士の倫理

第１１回専門科目１

第１２回専門科目２

第13回特許及び知的所有権’

第14回特許及び知的所有権２

第１５回まとめ
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区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 寺子屋英語Ｉ

(英訳） (TERAKOYAEnglishl）

担当教員 選考中

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必 選別 専攻必修． 種７つ
【授業の目的】

科学技術英語の習得とＴＯＥＩＣ受験対策のための学習

を集中的に行う。大学院進学志望者を主体とするが、その

他の学生で英語能力の育成に積極的に取り組めるものも対

象とする。

【成績評価の方法】

出席状況や授業への取り組み、課題、小テスト、学期末

試験などを合わせて総合的に評価する。

【教科書】

担当教員が最初の授業で指示する。

【参考書】

担当教員が最初の授業で指示する。

【メッセージ】

課題提出、小テストの実施などで随時学習成果を確認し

ていきます。目的意思を持って自分の英語能力を積極的に

伸ばしていきましょう。

区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 寺子屋英語Ⅱ

(英訳） (TERAKOYAEnglishⅡ）

担当教員 選考中

単 位数 ２単位 配当年期 ４ 年 次前期

必 選別 専攻必修． 唾狗
【授業の目的】

寺子屋英語Ｉに引き続き、科学技術英語の習得とＴＯＥ

ＩＣ受験対策のための学習を集中的に行う。大学院進学志

望者を主体とするが、その他の学生で英語能力の育成に積

極的に取り組めるものも対象とする。

【成績評価の方法】

出席状況や授業への取り組み、課題、小テスト、学期末

試験などを合わせて総合的に評価する。

【教科書】

担当教員が最初の授業で指示する。

【参考書】

担当教員が最初の授業で指示する。

【メッセージ】

課題提出、小テストの実施などで随時学習成果を確認し

ていきます。目的意思を持って自分の英語能力を積極的に

伸ばしていきましょう。

【授業概要】

英語基礎力の充実と補充のための演習を行う。

【授業計画】

･大学院受験対策

試験問題から和訳、英訳を中心とした教材を準備し、

大学院受験対策を個別に行う。

･ＴＯＥＩＣ受験対策

リスニング、リーディングの総合的な演習を随時行う。

･科学技術英語の習得

単語力、表現力の育成を目指す。

【授業概要】

英語基礎力の充実と補充のための演習を行う。

【授業計画】

･大学院受験対策

試験問題から和訳、英訳を中心とした教材を準備し、

大学院受験対策を個別に行う。

･ＴＯＥＩＣ受験対策

リスニング、リーディングの総合的な演習を随時行う。

･科学技術英語の習得

単語力、表現力の育成を目指す。
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区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 寺子屋理工学Ｉ

(英訳） (TerakoyaScienceTechnologyl）

担当教員 問田泰弘

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次 後期

必 選別 専攻必修． 唾1画
【授業の目的】

履修した各専門科目を活かしつつ、与えられた課題に対

応できる表現力（レポート等の文章、口頭発表、実践的態

度等）を身につける。

【成績評価の方法】

レポートなどを総合的に評価する。

【教科書】

プリントを配布する。

【参考書】

知的な科学・技術文章の書き方（著）塚本真也

【メッセージ】

化学Ｉ、化学Ⅱ、化学実験を履修のこと

区分 専門科目群一専門応用科目

授業科目 寺子屋理工学Ⅱ

(英訳） (TERAKOYAScienceTechnologyⅡ）

担当教員 中佐啓治郎

単位数 ２単位 配当年期 ４ 年 次 前期

必選別 専攻必修・鍾可③
【授業の目的】

この講義では、主に金属系の大学院または修習技術者を

志望する学生を対象に受験用の理工学を教える。結晶構

造、平衡状態図などを復習した後、各種機械材料について

説明するとともに、材料・金属専門分野の問題集を中心と

して解説しながら個別指導を進める。

【成績評価の方法】

試験(20点）とレポート（20点）の結果をもとに評価する。

【教科書】

｢機械材料学」武井英雄・中佐啓治郎・篠崎賢二編著、

理工学社（出版予定）

【参考書】

材料科学と機械材料学に関する教科書や、志望に応じ

て、大学院試験問題集、技術士第１次試験問題集等を使用
する ◎

【メッセージ】

｢マテリアル･サイエンス」を履修しておくことが望まし
い ０

【授業概要】

工学に関わって履修した各専門の知識と技術を総合的

に理解し、体系的にまとめる思考の進め方を修得する。

あわせて、修得した知識、理解、考察力を与えられた

課題に対応させて表現・回答・解答する力を身につける。

【授業計画】

第１回科学と技術と工業に関する基本的理解’

第２回科学と技術と工業に関する基本的理解２

第３回課題に対応した表現一表現と言語

第４回課題に対応した表現一面接・態度

第５回課題に対応した表現一各種文章

第６回課題に対応した表現一技術的文章ｌ

第７回課題に対応した表現一技術的文章２

第８回機械系専門分野のレポート

第９回機械系専門分野のレポート実践’

第１０回機械系専門分野のレポート実践２

第１１回機械系専門分野のレポート実践３

第１２回機械系専門分野のレポート実践４

第13回機械系専門分野のレポート実践５

第14回機械系専門分野のレポート実践６

第15回まとめ

【授業概要】

マテリアル･サイエンスの主要部を復習したのち、実用

材料として、炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼・工具鋼な

どの特殊用途鋼、銅・アルミ・チタン合金などの非鉄金

属材料などについて､組織・性質・用途などを説明する。

【授業計画】

第１回材料の構造

第２回相律および平衡状態図

第３回金属の塑性変形、強度と破壊

第４回純鉄および炭素鋼

第５回鋼の熱処理

第６回構造用合金鋼

第７回鋼の表面硬化

第８回特殊用途鋼（ステンレス鋼、耐熱鋼）

第９回特殊用途鋼（工具鋼、軸受鋼、ばね鋼）

第10回鋳鉄

第11回銅および銅合金

第１２回アルミニウム合金とマグネシウム合金

第13回チタン合金、ニッケルおよびコバルト合金

第14回セラミックス、機能性合金

第15回まとめ
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区分 卒業論文

授業科目 卒業論文

(英訳） (GraduationThesis）

担当教員
遠藤（敏)、佐々木、李木 、

瀬藤、竹野、問田、渡過

単位数 ５単位 配当年期 ４年次通年

必選別 噂瓦区膨・選択
【授業の目的】

基礎理工専攻で学習した内容の総仕上げとして、各教員

の下に配属し、専門分野の研究を行う。研究結果を学内で

発表すると同時に論文としてまとめる。

【成績評価の方法】

研究はもちろん、関連セミナー、講演会等への参加、更

には文献調査、文章能力、自主性など実社会で必要な基礎

能力、等々を総合的に評価する。

【教科書】

必要に応じて文献を指定、あるいは配布する。

【参考書】

【メッセージ】

自主性、積極性をもっとも重視します。担当教員との打

ち合わせを積極的に行ってください。

【授業概要】

研究テーマの設定については学生の希望を重視する。
そのためにも自分のやりたいこと、将来進路を早めに決
めておくことが必要である。実社会で役立つ工学・技術
能力を育成する方向でテーマ設定を行う。大学院進学を
希望する学生には特別のテーマを設定することになるの
で、早めにその旨を伝えていただきたい。

【授業計画】

研究を始めるに当たって…

研究目的を明確に設定した上で、研究計画、スケ

ジュールを立てる。また、研究遂行上必要な機器、あ

るいはその設計、組み立ては担当教員と打ち合わせな

がら行う。

研究は…

担当教員との打ち合わせ、セミナーは少なくとも週

に一回は行い、指示を実行するとともに結果報告を行

つ○

実験ノートには打ち合わせ事項、作業内容、進捗状

況等々を記載し研究発表（中間発表と最終発表）の資

料とする。各自の調査内容、作業内容も記戦し、例え

失敗と思えることも記載する。実験ノートは定期的に

担当教員がチェックする。

このほか、データ、写真等をコンピュータ処理する

必要が出てくるので各自がメモリーカードを準備し収

めておくことが必要である。

発表…

パワーポイント、パネルを準備する。最終論文は担

当教員の指導を仰ぎながら修正を経て期日までに提出

する ○
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専門教育科目

く情報デザイン学部〉

'情報デザイン学科



単位数欄の○は必修を表わす
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(6)情報デザイン学部情報デザイン学科科目

科
目
群

授業科目

単
位
数

毎週授業時間数

l年次 2年次 ３年次 ４年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

備考
記載
ページ

学
部
基
礎
科
目

線形代数Ｉ

線形代数Ⅱ

基礎 数 学

基礎数学演習

微分・積分Ｉ

微分 ・積分演習Ｉ

微分・積分Ⅱ

微分 ・積分演習Ⅱ

科学技術の基礎

化学Ｉ

化学Ⅱ

物理学Ｉ

物理学 Ⅱ

化学実験

インタ ーンシシプＩ

インタ－ンシシプⅡ

キャリアデザインＩ

キャリアデザインⅡ

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

１

１

１

①

①

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

7６

7６

7７

7７

7８

7９

8０

8０

8１

8２

8２

8３

8３

8４

8５

8５

8６

8６

専
門
科
目

創
成
科
目

情
報
社
会

メ
デ
ィ
ア
・
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト

情報 デ ザ イ ン 概 論

情報デザイン特論

起業 実 習

インター ネッ ト概 論

使いやすさの体験

情報基礎実習

課題探求１

課題探求２

卒業研究または卒業制作

くらしと情報

情報ビジ 不 ス概論

情 報 社 会 論

情報社会と倫理

ケム論

ゲームデザイン

ケーム制作１

ケーム制作２

ＣＧ入門

ＣＧ表現

アニメーション作成一基礎

アニメーション作成一応用

アニメーション作成一発展

サウンドデザイン

デジダル音楽

映像作品研究

フォトグ フ ブ イ

映像メディア表現１

映像メディア表現２

②

①

1～４

②

②

②

②

②

⑤

②

２

２

２

２

２

４

４

２

２

２

２

４

２

２

２

２

２

４

２

２

２

２

２

２

２

４

２

２

２

２

l5h

l20h

２

２

２

２

２

２

４

４

４

ー

２

２

４

星

ａ

２

ａ

195

195

196

196

197

197

198

１９８

199

200

200

201

201

202

202

203

203

204

204

205

205

206

206

207

207

208

209

209



卒業必要単位数は124単位以上とする。

教養科目28単位以上、学部基礎科目２単位以上、専門科目60単位以上を修得しなければならない。

注）単位数欄の○印は必修科目
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■

科
目
群

授業科目

単
位
数

毎週授業時間数

l年次 2年次 ３年次 ４年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

備考
記載
ページ

専
門
科

目

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン

コ
ン
ビ
１
－
タ
、
不
ッ
ト
ワ

ク

資
格
支
援

情
報
数
理

デザイ ン論

色彩論

コミュニケーションデザイン

プレゼンテーション論

デザイン評価法

視覚環境デザイン

デッサン１

デッサン２

イドラストレーション

ヴイジュアルコミュニケーション

インタラクションデザイン表現

Ｗｅｂデザイン表現

広告デザイン

ユニバーサルデザイン

ユーザインタフェース

Ｗｅｂサイトデザイン

ネットワ－ク入門

ネットワーク構成論

ネットワークセキュリティ入門

ネットワークセキュリティ応用

データベ－ス，

Ｗｅｂシステム入門

Ｗｅｂシステム応用

プログラミング入門

データ構造とアルゴリズム

オ ブジェクト指向入門

:プログラム設一計論

情報概論

i計算機入門

計 算機アーキテクチャ

オ ペレーティングシステム

コンピュータシステム

情報理 論

符号 理 論

データ伝送

情報処理１

情報処理２

ＣＧ理論１

‘ ＣＩ〕理論２

インテリアコーディネーター

インターネット基礎（CCNＡｌ）

ネットワーク管理実務（CCNA2）

ＬＡＮ設計（ＣＣＮＡ３）

ＷＡＮ設計（ＣＣＮＡ４）

情 報 数 学

データ分析・処理概論

代 数学

シス フー ムエ学

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

４

４

２

２

２

２

２

２

２

１２

２

４

４

２

２

２

②
２

２

２

４

２

２

２

２

２

２

：２

２

４

４

４

４

２

２

２

２

２

Ｉ
Ｉ

２

２

２

２

２

４

’２

２

２

２

２

２

２

２

４

２

２

２

２

２

１２

２

２

４

２

２

、４

２

２

Ｉ４

Ｉ２

２

２

４

２

４

４

２

２

４

２

２

２

２

２

ｉ２

２

Ｉ
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区分 専門科目群一創成科目

授業科目 情報デザイン概論

(英訳） (IntroductiontoInfbrmationDesig､）

担当教員 大塚厚二、伏見清香

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前 期

必選別 α:Ｗ勇選択必修･選択
【授業の目的】

情報化社会が現実のものとなってきた今日、生活の中に

あふれる情報と人間との関係を見つめる情報デザインが必

要となってきた。マルチメディア情報とその利用について

実例を交えながら紹介し、インターネット技術やマルチメ

ディア環境の進展について述べる。デザイン領域における

情報デザインの位置付けを理解し、デザイン思考の構築と

視点の確立の契機とする。

【成績評価の方法】

レポートと試験で評価する。

【教科書】

プリントを配布する。

【参考書】

ＣＧ－ＡＲＴＳ協会入門マルチメディア

【メッセージ】

区分 専門科目群一創成科目

授業科目 情報デザイン特論

(英訳） (SpecialLectureonlnfbrmationDesign）

担当教員 学部長

単位数 ｌ単位 配当年期 l～3年次通年

必 選別 QZm彦選択必修・選択
【授業の目的】

講演会や見学などを行うことにより、情報デザインに関

する知見を広げ、豊かで活力ある学びの形成を目指す。

【成績評価の方法】

レポートおよび授業態度により評価する。

計１５回を総合的に評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

実際に活躍されている講師の話を聞いたり、いろいろな

ものを見たり、感じることで、新しい発見をみつけ、自分

の視野を広げましょう。

【授業概要】

前半（第７回まで）は大塚、後半（第８～１４回まで）

Iま伏見が担当する。情報デザインを実例で学ぶ。また 、

課題等についてインターネット検索やレポート提出をし

てもらう 。

【授業計画】

第１回：情報のデジタル化

第２回：画像のデジタル化

第３回：静止画によるコンテンツ作成のための基礎技術

第４回：音声や動画のデジタル化

第５回：コンピュータグラフィックス

第６回：メディアの歴史とデジタル化

第７回：インターネットを通した情報発信

第８回：デザイン領域における情報デザイン

第９回：情報の収集と整理

第10回：わかりやすく使いやすいデザイン

第１１回：情報の構造化

第１２回：情報の具現化

第13回：情報の伝達

第14回：情報デザインの今後とユニバーサルデザイン

第15回：まとめ

【授業概要】

講演会や見学会では、実社会での取り組み状況、最新

の技術動向及び今後の展望などについて学び、情報デザ

インの重要性や社会生活への関わりなどを理解する。

【授業計画】

本講義では、通常の講義とは異なり、ｌ年次から３年

次の間に情報デザインに関連する講演会、特別講演会、

見学会などを行う。

－１９５－



－１９６－

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

専門科目群一創成科目

インターネット概論

(Introductiontothelntemet）

大塚厚

【授業概要】

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期

必選別 ⑫;腸選択必修･選択
【授業の目的】

インターネットの一般家庭への普及で拡大の一途をた

どる情報化社会。インターネットとその窓口となるコン

ピュータを活用する上で知っておかなければならない知識

と対処法を学んで、情報化社会の恩恵をこうむり、降りか

かる危険を回避する能力を身につける。

【成績評価の方法】

課題、テスト、授業態度を総合的に評価する。

【教科書】

｢パソコンとインターネットの基礎知識」ＦＯＭ出版

【参考書】

【メッセージ】

インターネットとその入り口となるコンピュータについ

て学び、ネット社会で遭遇する危険から身を守れるように

なりましょう ○

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回コンピュータという道具

第３回コンピュータのできること

第４回インターネットという道具

第５回インターネットのできること

第６回電子メールと携帯メール

第７回データの取り扱い

第８回コンピュータトラブルとその解決

第９回前半のまとめ

第１０回インターネットは情報の宝箱

第１１回著作権、肖像権、知的所有権

第１２回

第１３回
ツ
ツ

不
、
不

トワーク社会の危険その１

トワーク社会の危険その２

第14回生活とコンピュータ

第15回まとめ

区 分

授業科目
(英訳）

担当教員

専門科目群一創成科目

起業実習

(EntrepreneurialPractice）

大塚厚二、高桑誠明

【授業概要】

起業実習計画書は、学期初め１ヶ月以内に提出するこ
と。提出後、起業実習事前指導を受け、担当教員に認定
された時間数で単位を認定する。実習中または終了後に
業務報告を提出し、業務報告の内容が認められたとき、
原則として実習時間30時間で１単位計算とした最大４単
位までを認定する。

単 位数 l～４単位 配当年期 随時

必 選別 必修,選択必修Ｇ踊り
【授業の目的】

起業実習は，学生が情報デザイン学部で学んだことをも

とに，学内企業または社会の現場において起業することの

意味や内容を学ぶことをねらいとしている。現場での実習

は，情報デザインで学んだ技術等を活かすときの諸問題を

見つけ出し．追求できる体験の場である。

I成績評価の方法】

行動計画響を提出し、週単位の行動内容により時間数を

認定する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

研修の場が起業実習の対象となるには、担当教員の認定

を得る必要がある。

【授業計画】

（１）行動計画書の提出

起業について研修予定の会社名、会社での研修予

定の内容等について自由形式でＡ４用紙に記載して提

出する。

（２）報告書提出

勤務時間数及び仕事の内容がわかる書類を勤務先

の確認を取って提出する。書式は勤務先のものを使

用する。

（３）単位認定

情報デザイン学科の会議で認定する。

起業実習の場は原則として、学内企業、または起業に

関する指導が可能で、情報デザインの学習に役立つ業務

を行っている企業に限る。

l～４単位



区分

授業科目

(英訳）

担当教員

単位数

必選別

専門科目群一創成科目

使いやすさの体験

(ExperiencingofUsefUlDesign）

歌谷昌弘、鵜根弘行、遠藤潤一、兼田貴子、神垣太持
高石武史、中村学、伏見澗香、南憲明、横深肇

２単位 配当年期 ｌ年次 前期

α;､夢選択必修･選択
【授業の目的】

情報デザインを学ぶ上で､モノの使いやすさ(使いにくさ）
を体験することは重要となります。ソフトとハードの両面

について、使いやすさ(使いにくさ)を専攻ごとに体験する

内容を用意しています。これから情報のデザインを学ぶ導

入です。

【成績評価の方法】

課題・レポートで評価します。

【教科書】

プリントを配布します。

【参考書】

なし

【メッセージ】

いろいろ体験することで自分にあった専攻をしっかり見

定めましょう。

区分 専門科目群一創成科目

授業科目 情報基礎実習

(英訳） (ExperimentsfOrlnfOrmationTechnology）

担当教員 神垣太持・池坊繁屋

単位数 ２単 位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 ⑯選択必修･選択
【授業の目的】

情報技術を身に付けるためには、その原理をもふまえた

ハードウエアを含めた総合的な学習が欠かせない。そこ

で、１つのプロジェクトを通じて情報技術の基礎を習得

し、１つのモノを作り上げるための手法、１つ１つ問題を

解決してゆくことで得られる達成感を体験することを目的

とする。

【成績評価の方法】

レポート、期末試験により評価する。

【教科書】

小冊子を配布する

【参考書】

小冊子を配布する

【メッセージ】

【授業概要】

この授業では最初と最後に履修指導を行い、その他は

３つの班に分かれて、メディア・エンターテインメント 、

コミュニケーションデザイン、コンピュータネットワー

クの各専攻が用意した内容を４週間ごとに体験していた

だきます。

【授業計画】

最初の授業で､班分けと授業場所を教えます。ただし、

最初の授業では１年生全教科での単位取得方法、履修登

録方法などを個別指導します。

第１回：オリエンテーション

第２回：履修届の指導、次回からの授業指導等

第３回：第１巡目（班に分かれ、専攻ごとの授業）

第４回：第１巡目

第５回：第１巡目

第６回：第１巡目

第７回：第２巡目（次の専攻の授業へ移動）

第８回：第２巡目

第９回：第２巡目

第１０回：第２巡目

第１１回：第３巡目（次の専攻の授業へ移動）

第１２回：第３巡目

第13回：第３巡目

第14回：第３巡目

第１５回：前期のまとめ

【授業概要】

ロボットの感情表現ユニットの設計、製作という１つのプロジェ

クトを通じて、はんだ付けや測定技術、デジタル信号とアナログ信

号の違いからプログラミングによる制御やプロジェクトの公開まで

の愉綴技術の基礎を習得する。また、少人数のグループに分かれて

自主的に進めながら１つのモノを作り上げるためことや、１つ１つ

問題を解決してゆくことで得られる達成感を体験する。

【授業計画】

1．実験の準備（第１～３回）
･口ジックチェッカの製作

与えられた回路図から実体配線図を作成し、実際にはんだ付け
によって製作する。デジタル信号は０とｌしか無いことを実感
する。このチェッカは後半の回路製作において使用する。

2．グループ毎の作品製作プロジェクト（第４～13回）

ここで製作するロボットの感情表現ユニットは、アナログ信号
によって喜怒哀楽をさまざまな方法で表現する。

･音声部の製作

入力偏号によって喜怒哀楽を表現するメロディを演奏する回路
製作と制御プログラミングを行う。ここでは、回路の動作を確
認することで、アナログ信号とデジタル侭号の違い、相互に変
換できること、音（周波数）と電気信号との関連について学ぶ。

･パターン表示部の製作

感怖表現ユニットのメインである表示部を製作する。入力信号
によってLEDマトリックスに喜怒哀楽のパターンを表示させる
ためのデータ設計と表示制御プログラミングを行う。ここでは、

表示パターン設計を通じて２進数と１０進数の関連、コンピュー
タ内部での数の扱いについて学ぶ。

・カラー表示部の製作

フルカラーＬＥＤによるカラー表示部を製作する｡入力信号によっ

て喜怒哀楽を色で表現する回路製作と制御プログラミングを行

う。ここでは、光の３原色について学ぶひ

､プロジェクトのWeb公開

グループ毎にグループ内のプロジェクト報告をWeb上に展開す

る。ここでの報告書が各グループの評価となる。
３．作品発表コンペ（第14～15回）

製作した作品について、そのプロジェクトの経過や作品のコン

セプトなどのプレゼンテーションを行い、内容を相互評価するこ

とでプレゼンテーション能力を向上させる。

－１９７－



区分 専門科目群一創成科目

授業科目 課題探求１

(英訳） (TopicsStudyl）

担当教員 全教員

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次 前期

必選別 ⑫W易選択必修‘選択
【授業の目的】

卒業研究の前準備として、具体的な課題について資料調
査、情報整理の方法、プレゼンテーションなどの技術を研

究室単位で学びます。少人数できめ細かい指導を行う授業

で、チュータのオフイスアワーも兼ねます。

【成績評価の方法】

各クラスの担当教員が決めます。

【教科書】

開講する前に各クラスの担当教員が決めます。

【参考書】

【メッセージ】

後期末には就職活動の準備が本格化するので、分からな

いときは授業で相談してください。

区分 専門科目群一創成科目

授業科目 課題探求２

(英訳） (ＴOplCSStudｙ 2）

担当教員 全教員

単位数 ２ 単位 配当年期 ３ 年 次 後期

必選別 CZml選択必修･選択
【授業の目的】

課題探求プレゼミナールで決めた進路に基づき課題を設

定し、その課題を解決できる能力を育成するため、少人数

で授業を行う。チュータのオフィスアワーも兼ねます。

【成績評価の方法】

各クラスの担当教員が決めます。

【教科書】

開講する前に各クラスの担当教員が決めます。

【参考書】

【メッセージ】

企業の多くは、知識でなく、自ら課題を設定して解決で
①■'ず■I

きる基礎的な能力を求めています。

【授業概要】

前期末に研究室の特徴について説明があり、その内容
を見て皆さんが卒業(研究・制作)の指導教員(研究室配属）
を決めます。指導教員は、研究室の特徴を生かした教育
内容を教えます。
詳しい授業概要を知りたい人は研究室を訪問すると良

いでしょう ◎

【授業計画】

研究室によって違います。

【授業概要】

課題探求プレゼミナールと同じクラスで授業を受けま
す｡研究室の特徴に応じた内容が続いて指導されますが、
学期末には就職活動も始まり、社会人となる準備にもな
ります。そのため、この授業を通じて社会人基礎力「前
に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」を養う
ように意識して授業を受けることが大切です。

【授業計画】

研究室によって違います。

－１９８－



区分 専門科目群一創成科目

授業科目 卒業研究または卒業制作

(英駅） (GraduationThesisorGraduatio、Work）

担当教員 全教員

単 位数 ５単位 配当年期 ４ 年 次通年

‘必選別 α:陽選択必修･選択
【授業の目的】

情報デザイン学科で学んだ様々なことを基本にして、選

定した課題やテーマについて、発展的、創造的な研究・制

作を１年間に渡って行います。教員や学生同士との交流を

通して相互の能力を啓発しあい、最終的には努力した成果

に自信を持って卒業してください。

【成績評価の方法】

一般に得られた結果よりも、論文や制作の過程・努力を

評価します。実験や制作で失敗したからと言っても、評価

が悪くなりません。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

卒業研究を通して学んだり、制作したものが４年間の集

大成となり、入社試験での面接や入社後のプレゼンで話す

可能性もあります。大学院進学にも影響します。頑張って

ください。

【授業概要】

指導教員のアドバイス、指導の下に、課題についての

研究、制作活動を進め、論文または作品の形にまとめま

す。教わるだけの授業と違い、研究や制作での目標を達

成する自主的な努力を通して個別の講義では身に着けに

くい能力を養います。

【授業計画】

1．研究室への配属、指導教員は原則として、課題探求

と同じです。

2．個別またはグループなどでのテーマが決まるまでは、

勉強会やゼミが中心となったり、自主的な調査研究が

必要となる場合があります。

3．授業のように授業回数は決まっていません。指導教

員からの直接指導がなくても自主的に大学に来て研究

や制作をしてください。

4．研究や制‘作の進行状況を中間発表することがありま

す。学外の作品展に応募したり、学会で発表するなど

も考えてください。

最終的な論文や作品は、別に定められた期限や方法に

従って指導教員に提出し、評価を受けます。

また最後には、成果をプレゼンテーション（展示）す

る発表会などがあります。

－１９９－



区分 専門科目群一情報社会科目

授業科目 くらしと情報

(英訳） (ICTandlife）

担当教員 高桑誠明

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 QZi易選択必修･選択
【授業の目的】

身近な暮らしの中には様々な情報があります。その伝達

には、古くは口述伝承から、一般的には紙媒体、テレビ、

ラジオにより、現在ではインターネットによる方法が急速

に普及しています。このような情報について考え、これら

をどのように利用して行くかを考えます。

【成績評価の方法】

授業への積極的参加度と課題研究の姿勢、レポートを総

合して評価します。

【教科書】

印刷物使用

【参考書】

白石義郎編「メディアと情報が変える現代社会一メデイ

アと情報化の過去、現在、未来」九州大学出版会

【メッセージ】

学内メールアドレスで電子メールが利用できること。

日常生活でのICT活用について積極的に研究して下さい。

区分 専門科目群一情報社会科目

授業科目 情報ビジネス概論
(英訳） (IntroductiontolnfOrmationBusiness）

担当教員 大塚厚二

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 必修･選択必修･唾WＤ
【授業の目的】

この講義では、インターネットに接続できる事業環境と

社会とのかかわりについての基本的な知識の習得と、情報

への興味や関心を高めるとともに、新しいビジネスの仕組

みを理解することを目的とする。

【成績評価の方法】

レポート40％、期末試験50％、授業態度１０％で評価する。

【教科書】

｢改訂版ｅビジネスの教科書」幡鎌博{著]創成社{出版］

【参考書】

Webサイト

http://sites・google､com/a/edu､id､hkg､acjp/ebusiness／

に掲載する。

【メッセージ】

【授業概要】

授業に基づき、インターネットの活用などによる情報
収集・研究、要点のまとめを行っていただきます。授業
では資料、トピックスを多用します。トピックスの重要
度によっては、一部の授業内容を修正することがありま
す。いくつかの研究課題についてレポートを提出してい
ただきます。

【授業計画】

第１回講義の進め方と学習目標の提示

第２回メディアと男女像

第３回研究：インターネットの男女像

第４回メディアと「物語」の世界

第５回研究：時代とメディア

第６回メディアが伝える「真実」①

第７回メディアが伝える「真実」②

第８回研究：メディアの光と陰

第９回情報源としてのインターネット

第１０回研究：情報検索

第１１回情報ベンチャー

第12回研究：ベンチャービジネス

第１３回情報化と現代社会

第１４回研究：情報化社会の未来と自分の未来

第１５回まとめ

【授業概要】

インターネット上に展開されている情報ビジネスにつ

いて事例を中心に教える。

【授業計画】

第１回オリエンテーションと導入

第２回インターネットの進展

第３回情報ビジネスの現状

第４回ＢｔｏＣビジネス

第５回ポータルサイト・ネットショップ

第６回インターネットモール・ネットオークション

第７回プログ・ＳＮＳ・コミュニティ機能

第８回経営理論から見たBtoC

第９回経営手法

第１０回ＢｔｏＣビジネスの事例

第１１回ｅマーケティングと購買行動のモデル

第１２回ＳＥＭ/検索連動型広告/コンテンツ連動型広告

第１３回Web2.0によるイノベーション

第14回ビジネスモデルを作る

第15回まとめ
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区分 専門科目群一情報社会科目

授業科目 情報社会論

(英訳） (InfOrmationSocietyTheory）

担当教員 高木尚光

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必 選別 必修･選択必修硬可り
【授業の目的】

情報化社会とは何かについて、情報通信ネットワーク、

メディア等を基に理解し、認識を深めることを目的としま

す。更に、現実の情報社会システムから生じている課題・

問題点を考えることにより、どのような情報社会が作られ

るべきか等を検討します。

【成績評価の方法】

課題および中間・期末試験の成績で総合的に評価しま

す◎

【教科書】

開講前に指示します。

【参考書】

【メッセージ】

情報化社会について自分でも体験し考えてみましょう。

情報化社会について正しい知識を学びましょう。

区分 専門科目群一情報社会科目

授業科目 情報社会と倫理

(英訳） (InfbrmationSocietyandEthics）

担当教員 高桑誠明

単位数 ２単位 配当年期 ４ 年 次後期

必 選別 必修･選択必修C翻り
【授業の目的】

豊かな情報社会を育て上げるために．情報社会の持つ問

題点を明確にさせ，良く認識する必要があります。特に，

情報社会に積極的に関わる者の倫理が情報化の質を向上さ

せるために不可欠です。本科目を通してそれらを学ぶこと

を目的とします。

【成績評価の方法】

授業への積極的参加度とレポートで総合的に判断します。

【教科書】

｢インターネットの光と影」情報教育学研究会編，北大路

書房

【参考書】

【メッセージ】

学内メールアドレスで電子メールが利用できること。

情報倫理について認識を深め、周りの人にもアドバイス

が出来るように学習しましょう。

【授業概要】

多くの実例を授業で説明し、情報社会について考えて

もらいます。

【授業計画】

第１回情報化社会の歴史米国の場合

第２回情報化社会の歴史日本の場合

第３回情報化とネットワークｌ

（情報化とネットワーク成り立ち）

第４回情報化とネットワーク２

(情報化におけるネットワークの役割）

第５回コンピュータの役割

第６回情報とメディア

第７回インターネット

第８回中間まとめ

第９回知的財産権

第10回情報社会における知的財産権

第11回情報化社会の犯罪と法１

(情報化・ネットワーク社会における犯罪とそ

の特徴）

第12回情報化社会の犯罪と法２

(情報化・ネットワーク社会における犯罪とそ

の解決法）

第13回産業とICＴｌ（産業におけるICTの役割）

第14回産業とICT２

(これからの産業とICT，工業社会とICT）

第15回まとめ

【授業概要】

講義をベースにして、いくつかの課題について、個々
に学習、調査などで内容を深め，レポートにまとめて提
出して頂きます。授業では関連分野のトピックス、情報
教育学研究会などの資料を参考にします。トピックスの
重要度によって授業内容の一部を修正することがありま
す。

【授業計画】

第１回講義の進め方の説明（特にレポート提出法）

第２回情報社会とインターネット①

第３回情報社会とインターネット②

第４回個人情報①

第５回個人情報②

第６回知的財産権①

第７回知的財産権②

第８回インターネットと生活

第９回インターネットとビジネス

第１０回インターネットと教育

第１１回インターネットとコミュニケーション

第１２回情報社会とセキュリティ

第１３回情報社会と犯罪

第１４回情報社会の目標

第15回まとめ

－２０１－



区分 専門科目群一メデイア・エンターテインメント科目

授業科目 ゲーム論

(英訳） (IntroductiontoGameSystems）

担当教員 鵜根弘行

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 前期

必選別 必修・選択必修．G函③
【授業の目的】

現在市場に流通しているゲームについて体系的に分類

し、特徴を理解することを目的とする。

【成績評価の方法】

小テストの点数の合計と期末試験の点数を元に評価する。

【教科書】

必要に応じて資料を配布する。

【参考書】

必要に応じて資料を配布する。

【メッセージ】

テーマはケームですけど、制作者の立場に立った勉強で

す。気分を引き締めていきましょう。

区分 専門科目群一メディア・エンターテインメント科目

授業科目

(英駅）

担当教員

単位数

必選別

【授業の目的】

ゲームデザイン

(ＧａｍｅDesign）

鵜根弘行

２単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必修･選択必修．G翻り

テキストアドベンチャーゲームを題材に、ゲームをデザ

インする上で必要な技法について学習する。

【成績評価の方法】

講義ごとに出題する課題と最終課題によって評価する。

【教科書】

必要に応じて資料を配布する。

【参考書】

必要に応じて資料を配布する。

【メッセージ】

使用するソフトウェアは｢吉里吉里｣を予定しているが、

流行の変化に応じて変更することがある。

【授業概要】

市場に出回っているケームは、システムの違いIこよっ

て分類される。この授業ではそれぞれのケームシステム

がプレイヤーのニーズに合わせてどのように発展してき

たのかに焦点を合わせた講義を行う。

【授業計画】

第１回ケーム関する概説

第２回シューテイングケーム概説（１）

第３回シューテイングケーム概説（２）

第４回シューテイングケーム概説（３）

第５回ロールプレイングケーム概説（１）

第６回ロールプレイングケーム概説（２）

第７回ロールプレイングケーム概説（３）

第８回アドベンチヤーケーム概説（１）

第９回アドベンチヤーケーム概説（２）

第１０回アドベンチャーケーム概説（３）

第１１回その他のケームに関する概説（パズル）

第12回その他のケームに関する概説（体感ケーム）

第１３回その他のゲームに関する概説（補足）

第14回ネットワークケームに関する概説

第１５回まとめ

【授業概要】

この講義では「吉里吉里」などのスクリプトエンジン

を用いたテキストアドベンチャーの作成を行う。作成を

通じて、ケームを作る上で必要な作業・技法について解

説する。

【授業計画】

第１回講義概要の説明

第２回プログラミング環境の説明（基本操作）

第３回プログラミング環境の説明（システム構造）

第４回表示命令の説明（テキスト）

第５回表示命令の説明（画像）

第６回表示命令の説明（画面切り替え）

第７回進行制御命令の説明

第８回選択肢作成方法の説明

第９回フラグの作成方法の説明

第10回テキストアドベンチャーの作成(あらすじ作成）

第１１回テキストアドベンチャーの作成（場面作成）

第１２回テキストアドベンチャーの作成(選択肢の作成）

第１３回テキストアドベンチャーの作成（流れの検証）

第１４回テキストアドベンチャーの作成（スクリプト作

成）

第１５回ケームの発表会およびまとめ
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区分 専門科目群一メディア・エンターテインメント科目

授業科目 ゲーム制作１

(英訳） (GameCreationl）

担当教員 鵜根弘行

単位数 ４単位 配当年期 ３ 年 次 前期

必選別 必修･選択必修極１つ
【授業の目的】

ゲームの開発について、企画からデバッグを通した一連

の作業について学習する。

【成績評価の方法】

講義ごとに出題する課題と最終課題によって評価する。

【教科書】

必要に応じて資料を配布する。

【参考書】

必要に応じて資料を配布する。

【メッセージ】

ケームデザイン（２年後期）を受講することを強く希望

する ◎

使用するソフトウェアは「吉里吉里」を予定している。

区分 専門科目群一メディア・エンターテインメント科目

授業科目 ゲーム制作２

(英駅） (GameCreation2）

担当教員 鵜根弘行

単位数 ４単位 配当年期 ３ 年 次後期

必 選別 必修･選択必修α翻り
【授業の目的】

二人以上からなるプロジェクトチームによるゲーム開発

について学習する。

【成績評価の方法】

講義ごとに出題する課題と最終課題によって評価する。

【教科書】

必要に応じて資料を配布する。

【参考書】

必要に応じて資料を配布する。

【メッセージ】

ケーム制作１（３年前期）の単位を取得していることを

履修条件とする。

【授業概要】

この講義はゲームデザイン（２年後期）の内容を元に、

実際に自分でケームの企画・制作を体験してもらうこと

を目的としている。

【授業計画】

第１回ケーム開発の全体像の説明

第２回企画書の作成方法の説明

第３回企画書の作成

第４回企画の発表

第５回シナリオの栂造化に関する説明

第６回あらすじの作成と状態遷移表の作成（１）

第７回あらすじの作成と状態遷移表の作成（２）

第８回状態遷移表の検証方法の説明

第９回状態遷移表の検証（１）

第１０回状態遷移表の検証（２）

第１１回スクリプトの作成（１）

第１２回スクリプトの作成（２）

第１３回デバッグ（１）

第14回デバッグ（２）

第15回ケーム発表会およびまとめ

【授業概要】

この授業ではプロジェクトチームを組み、ゲーム制作

ｌよりも規模の大きいケーム制作を体験してもらうこと

を目的とする。一般性を持たせるため、制作環境は特に

限定しない。もちろん「吉里吉里」を使用してもかまわ
ない。

【授業計画】

第１回プロジェクトチームに関する説明

第２回プロジェクトチームの決定

第３回チームごとのケームのテーマ決定

第４回企画書の作成

第５回ケームシステムの設計（ストーリー作成）

第６回ケームシステムの設計（コンテ作成）

第７回ケームシステムの設計（状態遷移表作成）

第８回企画発表会

第９回制作環境の選定

第１０回ケームの実装（１）

第１１回ケームの実装（２）

第12回ケームの実装（３）

第１３回デバッグ（１）

第１４回デバッグ（２）

第15回ケーム発表会およびまとめ
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区分

授業科目

(英訳）

担当教員

専門科目群一メデイア・エンターテインメント科目

CG表現

(ComputerGraphicsExpression）

穴迫隆宏

【授業概要】

デザインの現場でよく使用されている、２Ｄ３Ｄソフト

を用い、見たものや考えたものを表現するための効果的

な表現手段を身につけると共に、感性豊かなCG表現の向

上を目的とする。

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必選別 必修･選択必修ｑ翻り
【授業の目的】

同じ大きさと形でもテクスチャ表現の違いにより、石け

んや豆腐など見え方は異なる。ＣＧによるデザイン制作を

通して、金属やガラスなど物体表面の質感や素材感を表現

する技術を習得する。

【成績評価の方法】

る

出席状況、提出物、課題に取り組む姿勢を総合に評価す

○

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

【授業計画】

第１回オリエンテーション

第２回テクスチヤ１（艶の表現）

第３回テクスチヤ２（堅さの表現）

第４回講評１

第５回デザイン制作１（２次元ＣＧ）

鉛筆によるアイデアの蓄積と表現

第６回２次元CGによる質感を活かした制作’

第７回２次元CGによる質感を活かした制作２

第８回２次元CGによる質感を活かした制作３

第９回講評２

第１０回デザイン制作２（３次元ＣＧ）

鉛筆によるアイデアの蓄積と表現

第１１回３次元ＣＧによる質感を活かした制作’

第１２回３次元ＣＧによる質感を活かした制作２

第13回３次元ＣＧによる質感を活かした制作３

第14回３次元CGによる質感を活かした制作４

第15回講評３

区分

授業科目
(英訳）

担当教員

専門科目群一メディア・エンターテインメント科目

ＣＧ入門

(IntroductionComputerGraphics）

穴迫隆宏

【授業概要】

る
ス
シ
グ
る

デザインの現場で広く世界水準として使用されてい
、

ソ

PhotoshopとIllustratorという２種類のグラフィック
フトを用い、実際の課題制作を通してそのオペレー

ヨン方法の習得を目指すと共に、コンピュータによる
ラフイックデザインの基本的プロセスについて理解す
○

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 必修･選択必修｡Q翻り
【授業の目的】

作品制作を通して、企画力、構成力、表現力など、マル

チメデイアを効果的に活用することができる基礎的な知識

と技術を習得させる。アプリケーションソフトウェアを利

用した静止画の取り組みや編集及び作品の作成技法につい

て教える。

【成績評価の方法】

グループ学習態度、最終授業の際に作成するレポートを

総合的に評価します。なお、このレポートを試験の代わり

とします。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

【授業計画】

第１回PhotoshopとIllustrator

第２回Photoshopの機能

第３回Photoshopの基本的操作１（ツール・メニュー）

第４回Photoshopの基本的操作２（画像合成ｌ）

第５回Photoshopの基本的操作３（画像合成２）

第６回Photoshopによるデザインワークｌ

第７回Photoshopによるデザインワーク２

第８回Photoshopによるデザインワーク３
第９回Illustratorの機能

第１０回Illustratorの基本的操作ｌ

（ツール・メニュー）

第１１回Illustratorの基本的操作２

（ペジェ曲線による描画ｌ）

第１２回Illustratorの基本的操作３

（ペジエ曲線による描画２）

第13回Illustratorによるデザインワーク’

第14回Illustratorによるデザインワーク２

第15回講評



区分 専門科目群一メディア・エンターテインメント科目

授業科目 アニメーション作成一基礎
(英訳） (BasicComputerAnimation）

担当教員 高木尚光

単位数 ２単 位 配当年期 ２年次前期

必選別 必修･選択必修．G翻り
【授業の目的】

３次元アニメーション制作の概要を把握することを目的

とし、ソフトウェア「DOGＡ」を用いてアニメーションの

できるまでの作成過程を説明します。さらに、各自の簡単

な作品を制作するまでを指導します。

【成績評価の方法】

課題提出などを基に評価します。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

講義内容は順次進行しますので、欠席すると次の内容が

できなくなるため、欠席しないでください。

区分 専門科目群一メデイア・エンターテインメント科目

授業科目 アニメーション作成一応用

(英訳） (ApplicationComputerAnimation）

担当教員 兼田貴子

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 必修・選択必修Ｑ翻り
【授業の目的】

Autodesk3dsMaxを使い、３ＤＣＧアニメーションを作

成します。アニメーション作成lでは3dsMaxの基本的な

操作を習得します。

【成績評価の方法】

｢作品の仕上がりとプレゼンテーション｣、「出席と取り

組みの姿勢」で総合的に評価する。

【教科書】

【参考書】

必要に応じて指示する。また、参考になる書籍や映像、

サイトなどは随時紹介していく。

【メッセージ】

「アニメーション作成基礎」「アニメーション作成l」「ア

ニメーション作成２」の３科目履修を希望します。

講義内容は順次進行しますので、欠席すると次の内容が

理解できなくなるので、欠席しないでください。

【授業概要】

実際にアニメーション制作ソフトウェアを操作し作品

を制作してもらいます。

【授業計画】

第１回ソフトウェアの操作方法’

第２回ソフトウェアの操作方法２

第３回通常物体の作成

第４回テクスチャー・背景・カメラ設定’

第５回テクスチャー・背景・カメラ設定２

第６回通常物体のモーション設定

第７回通常物体のアニメーション

第８回多関節物体の作成’

第９回多関節物体の作成２

第１０回多関節物体の作成３

第１１回多関節物体のアクシヨン設定

第12回多関節物体のモーション・アニメーション

第13回自由作品制作’

第１４回自由作品制作２

第15回自由作品制作３

【授業概要】

Autodesk3dsMaxの概念と基本操作を習得する。習

得した技術をアニメーション作成２や自分の表現に使え

るようにつなげる。

I授業計画】

第１回アニメーションのできるまで

第２回アニメーション作品鑑賞

第３回３ｄｓＭＡＸの概要説明と基本操作’

第４回３ｄｓＭＡＸの概要説明と基本操作２

第５回直線・長方形・円・球・曲線の作成

第６回飛行機のモデリング’

第７回飛行機のモデリング２

第８回飛行機のマテリアル

第９回飛行機のアニメーション

第１０回動物キャラクタのモデリング’

第11回動物キャラクタのモデリング２

第12回動物キャラクタのマテリアル設定

第13回動物キャラクタのライト・カメラ設定

第14回動物キャラクタのモーション設定１

第１５回レンダリングとアニメーション画像作成

－２０５－



区分 専門科目群一メディア・エンターテインメント科目

授業科目 アニメーション作成一発展

(英訳） (DevelopmentComputerAnimation）

担当教員 兼田貴子

単 位数 ４単位 配当年期 ３ 年 次 前期

必 選別 必修･選択必修鍾狗
【授業の目的】

アニメーション作成２で習得した3ｄｓＭＡＸの基本操作

をもとに、より深く3ｄｓＭＡＸを学び，自らの表現へとつ

なげていく。

【成績評価の方法】

｢作品の仕上がりとプレゼンテーション｣、「出席と取り

組みの姿勢」で総合的に評価する。

【教科書】

なし

【参考書】

必要に応じて指示。また、参考になる書籍や映像、サイ

卜などは随時紹介していく。

【メッセージ】

｢アニメーション作成ｌ」を履修していること。

講義内容は順次進行しますので、欠席すると次の内容が

理解できなくなるので、欠席しないでください。

課題制作は授業時間内だけでは終わらないので，授業時

間外での制作時間が必要です。

区分 専門科目群一メディア・エンターテインメント科目

授業科目 サウンドデザイン

(英訳） (SoundDesign）

担当教員 高桑誠明

単位数 ２単位 配当年期 ２年次前期

必選別 必修･選択必修極め
【授業の目的】

人は音の中に生活し、コミュニケーションの手段として

‘感動を生み出す手段としても音を活用してきました。

本講義では、音の発生、伝搬の仕組みについての理解を深

め、サウンドデザインの成り立ちを中心に学びます。作曲

等はデジタル音楽に関する授業で学びます。

【成績評価の方法】

授業への積極的参加度と課題討論の姿勢、レポートを総

合して評価します。

【教科書】

印刷物使用

【参考書】

日本音響学会「音のなんでも小辞典｣、

中村健太郎「音の仕組み」ナツメ社

【メッセージ】

学内メールアドレスで電子メールが利用できること。

【授業概要】

モデリング、ライティングとカメラ、アニメーション

と大きく３つにわけ､それぞれの課題を提出してもらう。

3DＣＧを自分の表現に活用できるようにしていく。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回モデリングおよび演習’

第３回モデリングおよび演習２

第４回モデリングおよび演習３

第５回マテリアルおよび演習’

第６回マテリアルおよび演習２

第７回モデリングとマテリアル課題の講評会

第８回カメラワークおよび演習’

第９回カメラワークおよび演習２

第１０回ライティングおよび演習’

第11回ライティングおよび演習２

第12回レンダリングおよび演習

第13回総合演習’

第14回総合演習２

第１５回最終課題のプレゼンテーションと講評

【授業概要】

サウンドデザインの幅広い背景となる音響工学の基礎
を学び､関連するトピックス､音響データの聴取も交え 、

音のデータ処理の基礎を学びます。トピックスの重要度
によっては、時間の都合上、授業計画を一部修正するこ
とがあります。いくつかの課題についてレポートを提出
していただきます。

【授業計画】

第１回講義の進め方の説明と目標提示

サウンドデザインの入門

第２回音の現象

第３回音の分析①

第４回音の分析②

第５回音と耳と心（耳の科学、音響心理学）

第６回音の記録と再現①

第７回音の記録と再現②

第８回音響学の基礎①

第９回音響学の基礎②

第１０回建築音響の基礎①

第１１回建築音響の基礎②

第１２回音響福祉工学の入門

第１３回音のリアリズム

第１４回映像と音の効果

第１５回まとめ

－２０６－



区分 専門科目群一メディア・エンターテインメント科目

授業科目 デジタル音楽

(英訳） (DigitalMusic）

担当教員 神垣太持

単位数 ２単位 配当年期 ２年次 後期

必 選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

ＩＴ時代に必要となる情報コンテンツの作成に不可欠な

音楽の作成、利用に必要な技術について習得し、情報コン

テンツとして公開する際に発生する著作権などの種々の法

的、倫理的な問題についても学び、情報発信者の総合的な

育成を目的とする。

【成績評価の方法】

レポートにより評価する

【教科書】

小冊子を配布する

【参考書】

小冊子を配布する

【メッセージ】

音楽コンテンツの制作は綴密な作業を要するため、根気

強く取り組むこと

区分 専門科目群一メディア・エンターテインメント科目

授業科目 映像作品研究

(英訳） (StudyofFilmandVideo）

担当教員 兼田貴子

単 位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

映像メディアの歴史に即して、映画・ビデオ・ＣＧなど

様々な映像作品の鑑賞を行い、それらの制作技法や表現方

法について学ぶ

【成績評価の方法】

｢作品の仕上がりとプレゼンテーション｣、「出席と取り

組みの姿勢」で総合的に評価する。

【教科書】

なし

【参考書】

必要に応じて指示。また、参考になる書籍や映像、サイ

卜などは随時紹介していく

【メッセージ】

【授業概要】

情報コンテンツの作成に不n｢欠な音楽の作成、利用に必要な技術

について、まず音楽を情報コンテンツに載せる際に必要な理論、技

術について学び、その後、実習を中心とした実際のデータ作成につ

いて学ぶ。さらに、情報コンテンツとして公開する際に発生する著

作権などの樋々の法的、倫理的な問題についても学ぶ。

講義で習ったことを実習で確認するといった形態ですすめる。

【授業計画】

●音におけるアナログとデジタル（第１～２１'1）

音のしくみ、アナログ信号である音のデジタル化、コンピュータ

を利用した合成について学ぶ。（音、音程，Ｉ 色、サンプリング

シンセサイザ）

●楽典とＭＩＤＩ（第３～５回）

音符情報をデジタル的に扱うための種々の技術について実習を交

えながら学ぶ。音楽をデータとして表現するために使われる諸記

号と、それらを使用するための基礎的な音楽理蓋について、デジ

タル的にこれらを扱うことと対比しながら学ぶ。（譜表、リズムと

拍子、調号と音階、シーケンサ、MIDI規格、ＧＭ規格）

●デジタル音楽の編曲（第６～９回）

課題曲を縄IMIする実習を通じて、デジタル断楽特有の編曲法や楽

典、デジタル音源の制御、打楽器の表現について学ぶ（和音、

ＭＩＤＩメッセージ、ＭＩＤＩエクスクルーシブメッセージ）

●情報コンテンツの作成（第１０～12回）

課題曲を完成させるためのミキシングなどの録音、調整作業につ

いて学び、コンテンツとして完成させる。（ミキシング、ＨＴＭＬ）

●情報コンテンツとしての配侭と著作権（第13～14回）

完成した課題曲をどのように情報コンテンツとして発信するか、

音声圧縮など技術的な面のみならず、著作術など倫理的な面から

についても学ぶ。（音声圧縮技術、著作権）

●作品発表会（１５回）

完成した情報コンテンヅを公開し、受講生全貝で評論する。

【授業概要】

いろいろなジャンルの映像を鑑賞し、映像の構造や技

法、表現方法について理解をする。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回映画前史

第３回初期の無声映画

第４回映画の父／，.Ｗ・グリフイスの表現世界

第５回ロシア・アヴァンギャルドの映画

第６回映像の実験／純粋映画と絶対映画

第７回ヌーベルヴァーグの映画

第８回ＳＦ映画①／S､キユーブリツクの表現世界’

第９回ＳＦ映画①／S､キユーブリツクの表現世界２

第１０回アートアニメーション

第１１回コンピュータ・グラフィックス

第12回ミュージックビデオ

第１３回Webアニメーション

第14回アートと映像

第15回まとめ

－２０７－



区 分 専門科目群一メディア・エンターテインメント科目

授業科目

(英訳）

フォトグラフィ

(Photography）

担当教員 兼田貴子

単位数 ２ 単位 配当年期 ２ 年 次 前期

必 選別 必修･選択必修．G翻り
【授業の目的】

デザイン、映像、アニメーションで使われる写真表現や

画像処理の基礎的な知識と技術を学ぶ。

【成績評価の方法】

｢作品の仕上がりとプレゼンテーション｣、「出席と取り

組みの姿勢」で総合的に評価する。

【教科書】

なし

【参考書】

必要に応じて指示。また、参考になる書籍や映像、サイ

トなどは随時紹介していく

【メッセージ】

デジタルカメラを所有していることが望ましい。（携帯

電話等についているカメラは不可）

USBフラッシュメモリを用意すること。

課題制作は授業時間内だけでは終わらないので，授業時

間外での制作時間が必要です。

【授業概要】

グラフィックデザイン、webデザイン、映像制作、ア

ニメーション制作に必要な写真表現の基礎的な知識と技

術を身につける。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回撮影の基本/’

第３回撮影の基本/２

第４回レタッチ/ｌ

第５回レタッチ/２

第６回グラフィックデザインと写真／’

第７回グラフィックデザインと写真／２

第８回講評会

第９回webデザインと写真／’

第１０回webデザインと写真／２

第１１回講評会

第12回映像制作と写真／’

第１３回映像制作と写真／２

第14回映像制作と写真／３

第１５回講評会

－２０８－



区 分 専門科目群一メディア・エンターテインメント科目

授業科目 映像メディア表現１
(英訳） (ExpressionoflmagesbyVisualMediａｌ）

担当教員 兼田貴子

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 必修･選択必修･詞、
【授業の目的】

ビデオカメラとコンピュータを用いて映像作品を作りま

す。映像制作を通して撮影から編集までの基礎を身につけ

ていきます。

【成績評価の方法】

｢作品の仕上がりとプレゼンテーション｣、「出席と取り

組みの姿勢」で総合的に評価する。

【教科書】

なし

【参考書】

必要に応じて指示する。また、講義中にも参考になる書

籍や映像、サイトなどは随時紹介していく。

【メッセージ】

映像作品研究・フォトグラフイを履修していること。

課題制作は授業時間内だけでは終わらないので，授業時

間外での制作時間が必要です。

制作にかかる費用は各自で負担してください。（例えば

撮影にかかる費用，ビデオテープなど各種記録メディアの

費用など）

区分 専門科目群一メディア・エンターテインメント科目

授業科目 映像メディア表現２

(英訳） (ExpressionoflmagesbyVisualMedia2）

担当教員 兼田貴子

単位数 ４単位 配当年期 ３年次前期

必選別 必修･選択必修α翻り
【授業の目的】

映像メディア表現ｌで身につけた基礎的な技術をさらに

向上させる。

構図や編集の研究をとおして、自分の表現がより面白く

なるか，より良くなるかを考えて、作品を制作していく。

【成績評価の方法】

｢作品の仕上がりとプレゼンテーション」「出席と取り組

みの姿勢」で総合的に評価する。試験は行わない。

【教科書】

なし

【参考書】

必要に応じて指示する。また、講義中にも参考になる書

籍や映像、サイトなどは随時紹介していく。

【メッセージ】

映像メディア表現１．映像作品研究・フォトグラフィを

履修していることが望ましい。

課題制作は授業時間内だけでは終わらないので．授業時

間外での制作時間が必要です。

制作にかかる費用は各自で負担してください。（例えば

撮影にかかる費用，ビデオテープなど各種記録メディアの

費用など）

【授業概要】

ビデオカメラとコンピュータを用いて映像作品を制作

する。

映像の原理．ビデオカメラの使い方，コンピュータへ

の接続，ノンリニア編集ソフトの基本的な操作を課題に

そって習得していく。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回コマ撮りアニメーション制作’

第３回コマ撮りアニメーション制作２

第４回コマ撮りアニメーション制作３

第５回講評会

第６回カメラと三脚の使い方

第７回ノンリニア編集基礎ｌ

第８回ノンリニア編集基礎ｌ

第９回ノンリニア編集基礎２

第１０回ノンリニア編集基礎４

第11回映像作品制作’

第12回映像作品制作２

第13回映像作品制作３

第14回映像作品制作４

第15回講評会

【授業概要】

映像メディア表現ｌで培った基本的な技術を元に、高

機能なノンリニア編集ソフトを使用し、さらに質の高い

映像作品制作をおこなう。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回映像の構造分析’

第３回映像の構造分析２

第４回ノンリニア編集ソフト演習ｌ

第５回ノンリニア編集ソフト演習２

第６回ノンリニア編集ソフト演習３

第７回映像作品制作１－１

第８回映像作品制作１－２

第９回映像作品制作１－３

第１０回映像作品制作１－４

第11回講評会

第12回映像作品制作２－１

第１３回映像作品制作２－２

第14回映像作品制作２－３

第15回講評会

－２０９－



区分 専門科目群一コミュニケーションデザイン科目

授業科目 デザイン論

(英訳） (DesignTheory）

担当教員 伏見清香

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必選別 必修･選択必修毎罰う
【授業の目的】

情報デザインを含めたデザインの諸分野における基礎知

識と現状を、多くの事例を見ながら理解する。

【成績評価の方法】

出席状況,提出物.課題に取り組む姿勢を総合に評価する。

【教科書】

現代デザイン事典（出版社）平凡社

【参考書】

【メッセージ】

区 分 専門科目群一コミュニケーションデザイン科目

授業科目 色彩論

(英訳） (ColorTheory）

担当教員 伏見清香

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 必修･選択必修Ｇ詞も
【授業の目的】

生活の中には無数の色彩があり，我々はその利用者とし

て色彩と関わっている。色彩の基礎知識を修得することに

よって，デザインの発信者としてデザイン表現に応用する

ことを目標とする。

【成績評価の方法】

出席状況，提出物，課題に取り組む姿勢を総合に評価す

る◎

【教科書】

テキスト：「デザインの色彩」著者：中田満雄北畠曜
細野尚志

日本色研事業（株）

【参考書】

【メッセージ】

【授業概要】

デザインは生活と密着している。日常生活におけるデ

ザインについて、事例を見ながら考え、デザインの諸分

野における現状を理解し、基礎を学ぶ。

【授業計画】

第１回デザインとはなんだろう？

第２回デザインの歴史

第３回情報とデザイン

第４回デザインにおけるコミュニケーション

第５回グラフィックデザイン

第６回Webデザイン

第７回広告とタイポグラフィ

第８回プロダクトデザイン

第９回パッケージデザイン

第１０回新素材とデザイン

第11回環境デザイン

第１２回建築とインテリアデザイン

第１３回ユニバーサルデザイン

第14回デザインの企画’

第15回デザインの企画２

【授業概要】

デザイン表現に必要な色彩の基礎知識を中心に、演習

を組合わせながら知識を習得する。

【授業計画】

第１回導入

第２回色が見える仕組み

第３回色の三属性

第４回色の分類と体系

第５回加法混色と減法混色

第６回演習１（ＰＣＣＳ－ｌ）

第７回演習１（ＰＣＣＳ－２）

第８回演習１（ＰＣＣＳ－３）

第９回色彩心理

第10回色の対比現象

第11回配色効果

第１２回配色調和

第13回演習２（色彩計画－１）

第１４回演習２（色彩計画－２）

第15回まとめ

－２１０－



区分 専門科目群一コミュニケーションデザイン科目

授業科目 コミュニケーションデザイン

(英訳） (CommunicationDesign）

担当教員 遠藤潤一

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

人とのコミュニケーションをとることを目的とした一連

のデザイン制作を行うことで、コミュニケーションデザイ

ンの基礎知識を学ぶ。

【成績評価の方法】

提出物の内容、発表の内容、授業態度を総合的に評価す

る○

【教科書】

第1回目の講義で指示する。

【参考書】

【メッセージ】

デザイン系科目を受講していることが望ましい。また 、

グループでの制作では積極的に参加すること。

区分 専門科目群一コミュニケーションデザイン科目

授業科目 プレゼンテーション論

(英訳） (Presentation）

担当教員 横漂肇

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次前期

必 選別 必修・選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

自己の思考を相手にわかるように説明するには、思考の

内容（情報）を論理的に表現することが必要である。この

講義では、内容を論理的に文章表現すること、内容を伝え

るコミュニケーションの方法として視聴覚を利用する効果

的なプレゼンテーションを考える。

【成績評価の方法】

講義への参加態度、提出物、試験結果を総合的に評価す

る０

【教科書】

開講前に指示する。

【参考書】

自己表現の技法：文章表現・コミュニケーション・プレゼ

ンテーション（著）畑山浩昭・他６名（出版社）実教出

版

【メッセージ】

ヴイジュアル・コミュニケーション１，２を受講してい

ることが望ましい。

【授業概要】
コミュニケーションデザインの基礎知識を、実際の観察や制作を

通して学ぶ。現状の観察調査、問題への着目とアイデア、コンセプ

ﾄの立案とプロトタイプの制作、デザイン制作と評価という一連の

デザインプロセスを行うことで、デザイン制作の知識と技術を習得

する。また、グループでの制作を通してプロジェクト遂行の基礎知

識を得る。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回コミュニケーシヨンデザインの基本

第３回デザインプロセスと観察

第４回観察とデザイン

第５回観察からのアイデア発想

第６回課題の抽出とコンセプトの立案

第７回プロトタイプの制作

第８回プロトタイプの評価

第９回デザイン課題の説明

第10回デザイン課題の制作’

第11回デザイン課題の制作２

第１２回デザイン課題の制作３

第13回デザインの修正

第14回プレゼンテーション資料の作成

第15回プレゼンテーシヨンと講評

【授業概要】

思考内容を論理的に記述表現することを学習する。次

にそれを場面に応じて、相手にわかりやすく正確に伝え

るプレゼンテーションの計画から実施までを、実習を含

めて学習する。

【授業計画】

第１回講義の概要と進め方の説明

第２回「わかる」とスキーマ

第３回思考の文章化：書き言葉と話し言葉

第４回思考の文章化：文法

第５回思考の文章化：論理

第６回バーバル・コミュニケーション

第７回ヴイジユアル・コミュニケーション

第８回図表、図解の利用

第９回プレゼンテーション：計画と構成

第１０回プレゼンテーション：視覚資料

第11回プレゼンテーション：聴衆

第１２回プレゼンテーション実習①：発表準備

第13回プレゼンテーション実習②：発表

第14回プレゼンテーション実習③：発表

第１５回まとめ

－２１１－



区 分 専門科目群一コミュニケーションデザイン科目

授業科目 デザイン評価法

(英訳） (EvaluationMethodsofDesign）

担当教員 横漂肇

単位数 ２ 単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 必修･選択必修笹W、
【授業の目的】

モノは目的をもってデザインされ作られる。みかけによ

らず使いやすいモノがある反面、見栄えがよくても使いに

くいモノ、わかりにくいモノもある。この講義ではモノを

作る意図の具現化であるデザインを評価する観点や計測方

法などを考える。

【成績評価の方法】

講義への参加態度、提出物、試験結果を総合的に評価す
る０

【教科書】

開講前に指示する。

【参考書】

誰のためのデザイン？

(著）ドナルド・ローマン（出版社）新陽社

【メッセージ】

通学時に目にしたり、利用したりするモノのデザインを

どのように評価したらよいか、を考えてみよう。

区分 専門科目群一コミュニケーションデザイン科目

授業科目 視覚環境デザイン

(英訳） (VisualEnvironmentalDesign）

担当教員 伏見清香・横津肇

単 位数 ２単位 配当年期 ４ 年 次前期

必 選別 必修･選択必修笹W、
【授業の目的】

急速に進展するデジタル情報環境の中ではスケール感や

方位，距離感などはない。この環境において人間の身体性

や感性を回復させ、デジタルメディアをツールとした情報

デザインの実践に応用することを目標とする。

【成績評価の方法】

出席状況，提出物．課題に取り組む姿勢を総合に評価す
る○

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

ヴイジュアルコミュニケーション、インタラクションデ

ザイン表現等を受講していることが望ましい。

【授業概要】

モノを作るにあたって、そのモノに要求される内容を

どのようにデザイナーが具現化していくか、をまず考え

る。その後、でき上がったモノを評価するのに適切な項

目の設定、評価手法、結果の分析、などについて考える。

【授業計画】

第１回講義の概要と進め方の説明

第２回モノを作る①道具・機械

第３回モノを作る②視覚掲示物

第４回ものを作る③ユーザの知覚と認知

第５回モノのデザインとその評価①使いやすさ

第６回モノのデザインとその評価②わかりやすさ

第７回デザイン評価①主観的評価

第８回デザイン評価②ユーザ行動の観察

第９回評価結果の分析

第１０回デザイン評価研究紹介①

第１１回デザイン評価研究紹介②

第１２回デザイン評価演習①

第13回デザイン評価演習②

第14回デザイン評価プレゼンテーション

第15回まとめ

【授業概要】

平面と視覚、身体と知覚、空間と環境、見えないデザ

インの順に事例を紹介しながら，人間と情報を繋ぐコミュ

ニケーション手段における情報デザインの方法を探る。

得た知識をデザインに活かし、プレゼンテーションとし
てまとめる。

【授業計画】

第１回コミュニケーション手段としてのデザイン

第２回平面とビジュアルデザインー(1)

第３回平面とビジュアルデザインー(2)

第４回身体と知覚のデザインー（１）

第５回身体と知覚のデザインー(2)

第６回身体と知覚のデザインー(3)

第７回空間と環境のデザインー(1)

第８回空間と環境のデザインー(2)

第９回視覚化されないデザイン

第１０回フィールドワーク

第11回分析と整理

第12回デザインと制作-(1)

第１３回デザインと制作-(2)

第14回デザインと制作-(3)

第15回プレゼンテーションと講評

－２１２－



区分 専門科目群一コミュニケーションデザイン科目

授業科目 デッサン１

(英訳） (Dessinl）

担当教員 穴迫隆宏

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 必修・選択必修．G蚕W、
【授業の目的】

鉛筆デッサンを中心に、デザイン、ＣＧ、アニメーショ

ン等において、表現をおこなうための基礎的なデッサンカ

を修得する。

【成績評価の方法】

課題作品、出席状況、授業態度を総合評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

鉛筆、のり、はさみなどの画材は購入を要する。

区分 専門科目群一コミュニケーションデザイン科目

授業科目 デッサン２

(英訳） (Dessin2）

担当教員 穴迫隆宏

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 後期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

鉛筆デッサンを中心に、デザイン、ＣＧ、アニメーショ

ン等において、表現をおこなうための基礎的なデッサンカ

を修得する。

【成績評価の方法】

課題作品、出席状況、授業態度を総合評価する。

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

鉛筆、のり、はさみなどの画材は購入を要する。

【授業概要】

幾何形態や身近に存在するものを描くことによって、

構図、形の捉え方、明暗表現、空間表現などの基本的デッ

サンカを身につけると共に、ものを見る目「観察力」を

向上させることを目的とする。

【授業計画】

第１回オリエンテーション

第２回「静物デッサン」観察と構造のとらえかた’

第３回「静物デッサン」観察と構造のとらえかた２

第４回グレースケールの制作

１０段階のグラデーションによる表現

第５回基礎デッサンｌ

立体を表現するための階調表現

第６回基礎デッサン２

第７回「透視図法」遠近法の理解と応用

第８回「幾何学形態」鉛兼デッサン

第９回「幾何学形態」デジタルデッサン’

第１０回「幾何学形態」デジタルデッサン２

第11回講評１

第12回石膏デッサン’

第13回石膏デッサン２

第14回石膏デッサン３

第15回講評２

【授業概要】

身近に存在する人工物の観察、分析、整理を行い、質

感表現や空間表現、構成力の習得を目指すと共に、鉛筆

デッサンで描いた作品を３ＤＣＧソフト「Shade」により

CGデッサンすることで基礎的なデッサンカを修得する。

【授業計画】

第１回静物デッサン１

人工物の観察、分析、整理

第２回静物デッサン２

第３回静物デッサン３

第４回講評１

第５回風景デッサン１

遠近法の応用

第６回風景デッサン２

第７回風景デッサン３

第８回講評２

第９回デジタルデッサン’

第１０回デジタルデッサン２

第11回デジタルデッサン３

第12回講評３

第13回構成デッサンｌ

情報収集と構成力の習得

第14回構成デッサン２

第15回講評４

－２１３－



区分 専門科目群一コミュニケーションデザイン科目

授業科目 イラストレーション

(英訳） (Illustration）

担当教員 及川久男

単 位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後 期

必 選別 必修･選択必修瞳⑰
【授業の目的】

使用言語が違っても絵文字（トイレのマーク等）を描く

ことでもコミュニケーションは成立する。ピクトグラムや

キャラクターデザインの基本となる視覚表現行為に対する

恐怖心を排除し、臆することなく楽しく表現することを目

的とする。

【成績評価の方法】

出席状況，提出物，課題に取り組む姿勢を総合に評価す

る０

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

はさみやのりなど個人で準備する画材を、課題ごとに伝

達する。

区分 専門科目群一コミュニケーションデザイン科目

授業科目 ヴィジュアル・コミュニケーション
(英訳） (VisualCommunication）

担当教員 伏見清香

単位数 ２単位 配当年期 ２年次前期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

トイレのマークに代表されるピクトグラムやサイン、棒

グラフのようなデータグラムは、国や文化を越えた世界の

共通言語である。ここではこれらのデザイン制作を通して

デザインプロセスを体験し、画面構成と直感的な情報伝達

について習得する。

【成績評価の方法】

出席状況，提出物，課題に取り組む姿勢を総合に評価す

る○

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

【授業概要】

絵を描くことに対する恐怖心を取り除き、コミュニケー

ションの手段となり得るイラストレーションの基本を、

６課題を通して体験する。

【授業計画】

第１回導入：イラストレーシヨンとは

第２回キーワードからの発想・表現’

第３回キーワードからの発想・表現２

第４回点描、ハツチング１（鉛筆表現）

第５回点描、ハツチング２（鉛筆表現）

第６回植物の観察・細密描写１（鉛筆表現）

第７回植物の観察・細密描写２（ペン表現）

第８回自画像１（形を線で捉える：写真のトレース）

第９回自画像２（形を面で捉える：ｌを面に分割）

第10回自画像３（感情を色で捉える：カラーシート）

第１１回細密画の着彩１（第４回作品への色彩表現）

第１２回細密画の着彩２（第４回作品への色彩表現）

第13回コミュニケーションとしての視覚表現ｌ

（人体行為の視覚化）

第14回コミュニケーションとしての視覚表現２

(言葉→イメージ→イラストレーション）

第15回まとめ

【授業概要】

前半では「もの」と「行為」をテーマとしたピクトグ

ラム、後半は「直感性」をテーマとしたデータグラムを

デザインする。

【授業計画】

第１回課題説明とデザインプロセスの理解

第２回情報収集とプランニング

第３回アイデアスケッチとグリッドの作成

第４回デザイン制作１（コンテンツの制作）

第５回デザイン制作２（構成）

第６回デザイン制作３（まとめ）

第７回プレゼンテーションと講評

第８回課題説明と情報収集

第９回情報の整理とプランニング

第１０回アイデアスケッチとグリッドの作成

第１１回デザイン制作１（コンテンツの制作）

第12回デザイン制作２（コンテンツの制作）

第13回デザイン制作３（イメージの統一と構成）

第14回デザイン制作４（まとめ）

第１５回プレゼンテーションと講評ンと講評

(実施デザインの選択）

－２１４－



区分 専門科目群一コミュニケーションデザイン科目

授業科目 インタラクションデザイン表現

(英訳） (Expressionoflnteractiondesign）

担当教員 伏見清香

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次後期

必 選別 必修・選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

インタラクティブな動きや音によって、情報の強調をIま

かり、Webサイトデザイン等への応用を目標とする。

【成績評価の方法】

出席状況，提出物，課題に取り組む姿勢を総合に評価す

る０

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

ヴィジュアル・コミュニケーションを受講していること

が望ましい。

区分 専門科目群一コミュニケーションデザイン科目

授業科目 Webデザイン表現

(英訳） (WebDesignExpression）

担当教員 遠藤潤一

単位数 ４単位 配当年期 ３ 年 次前期

必 選別 必修・選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

ウェブサイトのデザインプロセスやユーザビリテイに関

する知識と技術を習得する。ウェブデザインに関係するデ

ザイン理論や制作プロセス、評価方法を学ぶ。

【成績評価の方法】

提出物の内容、発表の内容、授業態度を総合的に評価す

る○

【教科書】

第1回目の講義で指示する。

【参考書】

【メッセージ】

情報応用やデザイン系科目を受講していることが望まし
い ◎

【授業概要】

前半は、「時間」と「空間」をテーマ、後半は、「動き」

や「音」をテーマとし、インタラクティブなデザインを

試みる。

【授業計画】

第１回課題説明と情報収集

第２回プランニングとアイデアスケッチ

第３回デザイン制作（コンテンツの制作l）

第４回デザイン制作（コンテンツの制作2）

第５回デザイン制作（構成）

第６回デザイン制作（まとめ）

第７回プレゼンテーションと講評

第８回課題説明と情報収集

第９回情報の整理とプランニング

第１０回アイデアスケッチ

第１１回デザイン制作（コンテンツの制作l）

第12回デザイン制作（コンテンツの制作2）

第13回デザイン制作（構成）

第14回デザイン制作（まとめ）

第15回プレゼンテーションと講評

【授業概要】

ウェブは多様な表現が可能なメディアであるが、使い

やすく分かりやすいデザインであることが非常に重要で

ある。本授業では、デザイン関連分野の講義、実際のデ

ザイン制作と評価を通じて、ウェブデザインへの理解を

深める。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回ウェブデザインの基礎

第３回ウェブユーザビリテイ

第４回ユーザビリテイ調査１（調査実施）

第５回ユーザビリテイ調査２（まとめ）

第６回調査結果のまとめ

第７回コンセプトの立案

第８回プロトタイプの制作と評価

第９回デザイン制作’

第１０回デザイン制作２

第11回デザイン制作３

第12回デザインの評価

第13回デザインの修正

第14回プレゼンテーション資料の作成

第１５回プレゼンテーションと講評

－２１５－



区分 専門科目群一コミュニケーションデザイン科目

授業科目 広告デザイン
(英訳） (Advertisingdesign）

担当教員 伏見清香

単位数 ４ 単 位 配当年期 ３ 年 次 後期

必選別 必修･選択必修霞5，
【授業の目的】

デザインには、デザインを依頼するクライアントと、そ

のデザインを利用するユーザが必ず存在する。ここでは、

施主の要望分析と、ターゲットとなるユーザを調査により

理解した上で、一連のデザインプロセスをおこない、広告

デザインについて理解を深める。

【成績評価の方法】

出席状況，提出物，課題に取り組む姿勢を総合に評価す
る○

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

ヴイジュアルコミュニケーション、インタラクションデ

ザイン表現等を受講していることが望ましい。

区分 専門科目群一コミュニケーションデザイン科目

授業科目 ユニバーサルデザイン

(英訳） (Universaldesign）

担当教員 伏見清香

単位数 ２単位 配当年期 ４年次前 期

必選別 必修･選択必修頓画
【授業の目的】

年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが無理なく使用で

きる、ユニバーサルデザインに対する理解を深めることを

目標とする。

【成績評価の方法】

出席状況提出物，課題に取り組む姿勢を総合に評価す
る ○

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

ヴイジュアルコミュニケーション、インタラクションデ

ザイン表現等を受講していることが望ましい。

【授業概要】

クライアント、及びユーザの要望を理解し、ポスター

とWeb広告の２つの課題をおこなう。

【授業計画】

第１回広告の種類と目的

第２回ユーザリサーチとユーザ分析

クライアントとの会議１

第３回プランニング

第４回デザイン制作

第５回クライアントとの会議２

第６回デザイン修正

第７回クライアントに提出

（プレゼンテーションと講評）
0

第８回クライアントの要望説明と情報収集

第９回ユーザ調査と分析

第１０回プランニングとアイデアスケッチ

第11回デザイン制作１（コンテンツの制作）

第１２回デザイン制作２（コンテンツの制作）

第13回デザイン制作３（構成）

第１４回デザイン制作４（まとめ）

第15回プレゼンテーションと講評

(実施デザインの選択）

【授業概要】

ユニバーサルデザインの現状を調査し、得た知識をデ

ザインに活かしたデザインを立案、プレゼンテーション

としてまとめる。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回ユニバーサルデザインについて

第３回現状の調査１（調査方法の説明）

第４回現状の調査２（調査実施）

第５回現状の調査３（まとめ）

第６回課題の抽出とコンセプトの立案

第７回プロトタイプの制作

第８回プロトタイプの評価（ディスカッション）

第９回デザイン制作’

第１０回デザイン制作２

第１１回デザイン制作３

第12回デザインの評価

第13回デザインの修正

第14回プレゼンテーション資料の作成

第15回プレゼンテーションと講評

－２１６－



区分 専門科目群一コミュニケーションデザイン科目

授業科目 ユーザインタフェース

(英訳） (Userlnterface）

担当教員 神垣太持

単位数 ２単位 配当年期 ４ 年 次前期

必選別 必修･選択必修極WＤ
【授業の目的】

人間と機械との関係について、コンピュータとの関係だ

けでなく、システムー般における人にやさしい機械とは何

かについて、人間と機械の役割分担、相互作用（インタラ

クション）のあり方について修得する。

【成績評価の方法】

試験、レポートにより評価する

【教科書】

開講時にその時点で最新のテキストを指定する

【参考書】

開講時にその時点で最新の参考晋を提示する

【メッセージ】

プログラミング関連授業の履修を前提に進めてゆくの

で、単位を取得しておくことが望ましい

区分 専門科目群一コミュニケーションデザイン科目

授業科目 Webサイトデザイン

(英訳） (WebSiteDesign）

担当教員 大 塚 厚

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次前期

必選別 必修･選択必修極W、
【授業の目的】

インターネットで情報を多数に提供する方法としてＷｅｂ

(WorldWideWeb）がある。このWebで情報を提供する

ため，整理し，加工する方法（デザイン）を教える。ＣＳＳ

の歴史と簡単な説明、文書構造と表現の切り離し、Ｃｓsビ

ジュアルデザインの解説などについて実践を中心に解説す
る○

【成績評価の方法】

サンプルの書き換えや、実際にサイトを設計・作成して

もらい、その内容を見て評価します。

【教科書】

プリントを配布する。http://www､hkgacjp/~ohtsuka／

【参考書】

ＨＴＭＬクイックリフアレンスhttp://www､htmqcom／

【メッセージ】

実習を含んでいるため，授業を休むと分からなくなりま
す○

【授業概要】

人間と機械との関係について、コンピュータとの関係
だけでなく、システムー般における人にやさしい機械と
は何かについて、具体的な例を示しながら、特に人間と
機械の役割分担、相互作用（インタラクション）のあり
方などの観点から講義する。講義を中心とし､内容Iこよっ
て実習で確認するといった形態ですすめる。

【授業計画】

●インタラクションとは何か（第１～３回）

世の中には様々なシステムがある。一昔前まではただ動けばよい
というものも多く見受けられたが、これからは、人間と機械の相
互作用（インタラクション）を考えながらシステムをデザインし
てゆかねばならないだろう。そこで、マンマシンインタフェース

の歴史、種類、砿要性について学ぶ。（CUIとＧＵＩ、ウィンドウシ

ステム､対話システム､音声認識・合成､自然言語インタフェース）
●Toerrishuman・toibrgivedivine（第４～６回）

人は誰しも間違えることがある。インタラクションシステムは、
そのことをふまえてデザインされるべきである｡間違えにくいイ
ンタフェース、間違えても致命傷にならないシステムのデザイン

について学ぶ。（人間の感覚と知覚､生理特性、認知と理解、ヒュー
マンエラー、フェールセーフ）

●インタラクションシステムのデザイン（第７～９１脚|）

簡単なソフトウエアの開発を通じて、ソフトウエア開発における

インタラクションのデザインの技法について、実判しながら学ぶ。
(オブジェクト指向､ヴイジュアルプログラミング､ＲＡＤツール）

●マンマシンインタラクシヨン（第１０～12回）

システムデザインにおける人間と機械との関係について、その柔
軟性、能力の観点からみた役割分担、相互作用のj､要性について

学ぶ。（メンタルモデル、ヴイジュアルインタラクション、知的作
業支援、協調作業、エージェント）

●インタラクシヨンシステムの評価（第13～14同）

インタラクシヨンシステムの評価の重要性とその評価方法につい

て学ぶ。（チェックリスト、主観と客観、ＳＤ法）

●まとめ（第15回）

本授業で習ったことを確認する。

【授業概要】

Webページの集合となるWebサイトを構築デザイン

するための授業のため、Webデザインのプロが使用する

Adobe社(旧Macromedia社)のDreamweaverとFireworks

を組合わせてWebサイトを作成する方法について実習を

中心に授業します。

【授業計画】

第１回オリエンテーションと導入

第２回レイアウトサンプル

第３回グリッドデザインとボックス

第４回Fireworksの基本

第５回Fireworksによるイメージデザイン作成（１）

第６回Fireworksによるイメージデザイン作成（２）

第７回Dreamweaverの基本

第８回イメージデザインとの結合

第９回メニュー部のデザイン

第１０回背景（色・画像）とフォント

第１１回写真を使うデザイン

第12回ボーダーによるテクニック

第13回ボックスの位置調整

第14回グリッドデザインを破る方法

第15回サイトの企画と作成

－２１７－



区分 ､専門科目群一コンピュータネットワーク科目

授業科目 ネットワーク入門

(英訳） (IntroductiontoNetworking）

担当教員 池坊繁屋

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 後期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

・インターネットとはどのような仕組みによって提供され

ている情報インフラストラクチャであるのかを学ぶ。

．主に階層モデルを用いてネットワークの基礎を学習す
る○

【成績評価の方法】

レポートと試験の結果より､講義内容の理解度を評価する。

【教科書】

教科書は開講する前に指定する

【参考書】

【メッセージ】

･教免・「情報」対応科目

・２年生から始まるCCNＡ資格関連科目を受講予定の学生
Iま、本講義を必ず受講すること。

区 分 専門科目群一コンピュータネットワーク科目

授業科目 ネットワーク構成論
(英訳） (TopicsofNetworkArchitecture）

担当教員 朱紅兵

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 必修･選択必修．G翻り
【授業の目的】

OSI参照モデルとTCP／ＩＰの基礎的な知識を学ぶ。

ネットワークの基本的な設計に対する知識を得る。

ルータの基本的な設定ができる。

【成績評価の方法】

レポート・小テストで評価する。

【教科書】

開講する前に指定する。

【参考書】

開講する前に指定する。

【メッセージ】

【授業概要】

ネットワークの基礎知識について、OSI基本参照モデ

ルやTCP/IPモデルを中心に解説していく。

【授業計画】

第１回講義概要

第２回 ネットワークプロトコル

第３回パケット通信、ネットワークデバイス

第４回物理層

第５回データリンク層

第６回ネットワーク層’

第７回サブネットマスクの計算

第８回ネットワーク層Ⅱ

第９回中間まとめ

第１０回トランスポート層

第11回ルーティングプロトコル

第12回ドメインとＤＮＳ

第13回アプリケーション層

第１４回設定・管理、将来展望

第１５回まとめ

【授業概要】

OSI参照モデルおよびTCP／ＩＰのネットワークの基礎

的な事柄について説明し、ネットワークの基本的な設計
を行う。

【授業計画】

第１回インターネットシステムの基本概念

第２回ＩPアドレスとIPネットワーク

第３回OSI参照モデルおよびTCP/IＰ

第４回ネットワーク機器

第５回メディア、トポロジ、パッチパネル

第６回ネットワークプロトコル

第７回経路制御プロトコル

第８回ネットワークアドレスとネットマスク

第９回フロアプラン等，電源ネットワーク管理

第１０回コンテンツ配信バックボーン技術

第11回ルータ設定の基礎

第12回ルータの設定とネットワークの構成

第１３回ネットワークの品質制御（QoS/COS）
第14回課題研究

第１５回講評

－２１８－



－２１９－

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

専門科目群一コンピュータネットワーク科目

ネットワークセキュリティ応用

(ApplicationsofNetworkSecurity）

朱紅兵

【授業概要】

ネットワークセキュリティの応用知識について概説す

る。実例を通して、ネットワークセキュリティの応用技

術を教える。

単位数 ２単位 配当年期 ４年次前期

必 選別 必修･選択必修･α罰、
【授業の目的】

セキュリティの重要性を理解する

ツ
ツ

不
、
不

トワークセキュリティの応用を学ぶ

トワークセキュリティ関連の知識と技術を把握する

【成績評価の方法】

レポート・小テストで評価する。

【教科書】

開講する前に指定する。

【参考書】

開講する前に指定する。

【メッセージ】

【授業計画】

第１回セキュリティに関する動向

第２回フアイアウオールとＤＭＺ

第３回個人情報の漏洩に対するセキュリティ

第４回電子メールとセキュリティ

第５回Web通信とセキュリティ

第６回無線ＬＡＮとセキュリティ

第７回課題研究

第８回不正アクセスの手口・監査ツール

第９回SSL/TLS

第１０回インターネットアプリケーション

第１１回UUCPのセキュリティ

第12回Webサーバのリスクへの対策

第13回FTPサーバのセキュリティ

第14回課題研究

第15回講評

区分

授業科目
(英訳）

担当教員

専門科目群一コンピュータネットワーク科目

ネットワークセキュリティ入門

(IntroductiontoNetworkSecurity）

朱紅兵

【授業概要】

ネットワークセキュリティの基本知識と技術について

学ぶ。

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次後期

必 選別 必修･選択必修Ｃ罰も
【授業の目的】

インターネットシステムの構造を学ぶ。

情報セキュリティに関する知識を増やす。

情報通信ネットワークの要素技術を把握する。

【成績評価の方法】

レポート・小テストで評価する。

【教科書】

開講する前に指定する

【参考書】

開講する前に指定する

【メッセージ】

【授業計画】

第１回セキュリティの基本概念

第２回TCP/IPの仕組み

第３回アクセス制御の種類（DAC，ＭＡＣ，RBAC）

第４回PPPで使われるＰＡＰとＣＨＡＰ

第５回共通鍵暗号方式

第６回公開鍵暗号方式（１）

第７回公開鍵暗号方式（２）

第８回インターネットセキュリティ管理

第９回検疫ネットワーク

第１０回IPsecとVPN技術（１）

第１１回IPsecとVPN技術（２）

第12回脅威と攻撃手法

第13回セキュリティ・マネジメント

第14回課題研究

第15回講評



区分 専門科目群一コンピュータネットワーク科目

授業科目 データベース

(英訳） (IntroductiontoDatabaseSystems）

担当教員 趨 悦

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 必修・選択必修Ｇ詞､
【授業の目的】

データベースの基礎知識と実務での応用を教えるための
授業である。

【成績評価の方法】

出席、平常点、レポート、期末試験によって、総合的に
評価する。

【教科書】

開講する前に指定する。

【参考書】

開講する前に指定する。

【メッセージ】

教免・「情報」対応科目であるので、対象者は必ず修得
してください。

区分 専門科目群一コンピュータネットワーク科目

授業科目 Webシステム入門
(英訳） (PrimerofWebSystem）

担当教員 歌谷昌弘

単 位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次後期

必 選別 必修・選択必修Ｃ霞③
【授業の目的】

Webシステムの基礎をJavaによって学習する。

【成績評価の方法】

レポート、期末試験で評価する。

【教科書】

開講する前に指定する。

【参考書】

開講する前に指定する。

【メッセージ】

Webシステムの基礎を学んでみよう○

【授業概要】

データベースの基礎知識として、データベースシステ
ムの基本目標、機能、モデル、要素と構成方法について
習得する。また関係データベースを
データアクセル、システム管理、イン

中心に、
ターネッ

ＳＱＬによる
トでのデー

タベースサービスシステムの概要を、実例を織り込んで
理論と技術を教える。

【授業計画】

第１回データベースの基本的特性
第２回データモデル

第３回データの正規化とＥＲダイアグラム

第４回データ構造（１）

第５回データ構造（２）

第６回外部編成と概念的編成（１）

第７回外部編成と概念的編成（２）

第８回関係データベースの基本概念

第９回SQL言語の基礎（１）

第１０回SQL言語の基礎（２）

第１１回データベースサービスシステムの構築方法（１）
第12回データベースサービスシステムの構築方法（２）
第１３回ＤＢＭＳについて

第14回まとめ

第15回総合演習

【授業概要】

現在、Webブラウザを通してインターネットショッピ
ングなどの様々なサービスを利用できる。こうしたサー
ビスは、Webアプリケーションを利用したWebシステ
ムで実現されている。本講義ではWebシステムの基礎を
Javaによって学んでゆく 。

り返しながら進めてゆく。
授業は説明と実習を交互に繰

【授業計画】

第１回webアプリケーションが動作する仕組み①
第２回webアプリケーションが動作する仕組み②
第３回課題実習①

第４回課題実習②

第５回サーブレットプログラミング①
第６回サーブレットプログラミング②
第７回課題実習①

第８回課題実習②

第９回JSPプログラミング①
第１０回JSPプログラミング②

第１１回課題実習①

第１２回課題実習②

第１３回JavaBeansプログラミング①

第14回JavaBeansプログラミング②
第15回課題実習

－２２０－



区分 専門科目群一コンピュータネットワーク科目

授業科目 Webシステム応用

(英訳） (WebApplication）

担当教員 大塚厚

単位数 ４単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 必修・選択必修．q翻り
【授業の目的】

2004年頃から登場し始めた新しい発想に基づくWeb関
連の技術や、Webサイト・サービスなどの総称として

「Web2.0」という表現が使われている。その特徴の１つ
が、コンピュータにおけるＯＳのようにWebが一種のプラッ

トフォーム（基盤）として振舞うことで、Webサイトの持

つ情報や機能を外部のサイトやソフトウェアなどから参照
したり呼び出したりすることができる。ここではWeb2.0
での技術を使ったサイト作成する。

【成績評価の方法】

渡した見本と基本的な素材への追加修正を評価する。

【教科書】

プリントを配布する。http://www､hkgaCjp/~ohtsuka／

【参考書】

ＡＪＡＸＷｅｂアプリケーションアイデアブック

【メッセージ】

実習を含んでいるため,授業を休むと分からなくなります。

区分 専門科目群一コンピュータネットワーク科目

授業科目 プログラミング入門
(英訳） (IntroductiontoProgramming）

担当教員 中村学

単位数 ４単位 配当年期 ｌ年次 後期

必選別 必修･選択必修･唾W、
【授業の目的】

プログラミングの基礎について学習する。

【成績評価の方法】

平常点、レポート、期末試験によって、総合的に評価する。

【教科書】

開講前に指定する。

【参考書】

開講前に指定する。

【メッセージ】

【授業概要】

Web2.0での中心的な技術となっているAjaxについ

て、JavaScript・ＤＯＭ（DocumentObjectModel)、ＸＭＬ

について説明し、簡単なサンプルを提供します。提供し

たサンプルに機能追加や修正をしてもらいます。

作成にはDreamweaverを使います。

【授業計画】

第１回オリエンテーションと導入

第２回JavaScriptの復習

第３回ＤＯＭ+JavaScriptでページに動きを

第４回getElementld・getElementByTagName
第５回getAttributasetAttribute

第６回イメージギヤラリーの作成

第７回ＸＭＬの概要と利用

第８回データベース設計

第９回ＸＭＬによるデータベースの実現

第１０回MS-AccessによるＸＭＬ作成

第１１回イベントによるページの動き

第12回イベントによる動きのあるページ

第13回Webアプリケーションによるサイト作成

第14回サイトの改良

第15回最終評価

【授業概要】

プログラミングの基礎（プログラムを作成、コンパイ

ル、実行する方法）について学習する。

【授業計画】

第１回導入

第２回プログラムとは①

第３回プログラムとは②

第４回型と定数と変数①

第５回型と定数と変数②

第６回演算子①

第７回演算子②

第８回条件分岐とループ①

第９回条件分岐とループ②

第１０回クラス①

第１１回クラス②

第１２回メソッド①

第13回メソッド②

第14回インスタンス

第15回まとめ

－２２１－



区分 専門科目群一コンピュータネットワーク科目

授業科目 データ構造とアルゴリズム

(英訳） (DataStructuresandAlgorithms）

担当教員 中村学

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 前期

必選別 必修･選択必修極1７，
【授業の目的】

データ構造とアルゴリズムの基礎について学習する。

【成績評価の方法】

平常点、レポート、期末試験によって､総合的に評価する。

【教科書】

開講前に指定する。

【参考書】

開講前に指定する。

【メッセージ】

区分 専門科目群一コンピュータネットワーク科目

授業科目 オブジェクト指向入門
(英訳） (PrimerofObject-orientedProgramming）

担当教員 神垣太持

単位数 ２単位 配当年期 ２年次後期

必選別 必修･選択必修⑥翻り
【授業の目的】

プログラミングに関する技法としてのオブジェクト指向

について､その必要性､有効性を理解しながら学ぶ。また 、

プログラミングだけではなく、様々なシステムのデザイン

にもオブジェクト指向的考え方が適用できることを学ぶこ
とを目的とする。

【成績評価の方法】

試験、レポートにより評価する。

【教科書】

開講時にその時点で最新のテキストを指定する

【参考書】

開講時にその時点で最新の参考書を提示する

【メッセージ】

｢プログラミング入門｣の内容を前提に進めてゆくので、

単位を取得しておく必要がある。

【授業概要】

データ構造とアルゴリズムの基礎（計算量､スタック、

キュー、連結リスト、２分木、整列）について学習する。

【授業計画】

第１回導入

第２回計算量の概念

第３回配列によるスタックとキューの概念①

第４回配列によるスタックとキューの概念②

第５回連結リスト①

第６回連結リスト②

第７回連結リストを用いたスタックとキュー①

第８回連結リストを用いたスタックとキュー②

第９回２分木①

第１０回２分木②

第１１回２分木の巡回①

第１２回２分木の巡回②

第13回整列①

第14回整列②

第15回まとめ

【授業概要】

プログラミングに関する技法としてのオブジェクト指

向について、クラス化・継承・カプセル化・ポリモーフイ

ズムの各要素について、講義で習ったことを実習で確認
するといった形態ですすめる。

【授業計画】

●プログラムにおけるオブジェクトとは何か（第１～２回）
プログラムはただ動けばよいというものではない。人にやさしい
プログラムはプログラムをつくる人にとってもやさしい。プログ
ラムを櫛成するもの、とりわけユーザインタフェースの重要性に
ついて学びながら、オブジェクトとは何かについて学ぶ。

●プログラム櫛成要素の擬人化（クラスとは）（第３～５回）
プログラムの構成要素をオブジェクトとするためにはクラスをデ
ザインする必要がある。ここでは、プログラム櫛成要素を擬人化
するといった例を示すことで、クラスとは何かについて理解を深
める 。

●プログラムのリサイクル（クラスの継承とは）（第６～８回）
一度つくったプログラムを別のプログラムで再利用するための技
法は、プログラミングを楽にしてくれる。「プログラムが完成すれ
ばそれでよい」
ことについて、

という考えを捨て、プログラムをリサイクルする

クラスの継承の考え方を取り入れながら学ぶ。

●バグを減らすための秘密（カプセル化とは）（第９～１１回）
プログラムに秘密をつくることはバグを減らすことにl役買ってい
る｡カプセル化について､そのメリットを示しながら理解を深める。

●多様なプログラムへの対応(ポリモーフイズムとは）（第１２～１４回）
コンピュータの発達にしたがってプログラムも多様な形態を持つ
ようになり複雑化している。そういったプログラムをデザインす
るためには、プログラムに多様性（ポリモーフイズム）をもたせ
ることが有効である。ここでは、ポリモーフイズムとは何か、実
例を示しながらその技法について学ぶ。

●まとめ（第15回）

本授業で習ったことを確認する。

－２２２－



区分 専門科目群一コンピュータネットワーク科目

授業科目
(英訳）

担当教員

プログラム設計論

(ProgramDesign）

中村学

単位数 ２単位 配当年期： ３ 年 次前期

Ｉ必選別 必修･選択必修Ｇ罰も
【授業の目的】

プログラムの設計の基礎について学習する ○

賊績評価の方法】

平常点、レポート魁期末試験によって、総合的に評価する。

【教科書】

開講前に指定する。

【参考書】

I開講前に指定する。

【メッセージ】

区分 専門科目群一コンピュータネットワーク科目

目 情報概論授業科

（英服） (IntroductiontolnfbrmationTechnology）

担当教員 池坊繁屋

単位数 ２単位 配当年期 】'年次 前期

必選別 QZ陽選択必修･選択
【授業の目的】

･情報通信技術等の基礎的事項について、原理やイメージ

をつかむ。

・コンピュータの仕組みについて概要を学ぶ。

･コンピュータ内部のデータ形式についての知識を得る。

【成績評価の方法】

レポートと試験の結果より、講義内容の理解度を評価す

る ○

【教科書】

教科書は開講する前に指定する

【参考書】

【メッセージ】

･教免・「数学」対応科目

、すべての情報科目につながる授業です。基礎知識をしっ

かり学びましょう

【授業概要】

プログラムの‘設計の基礎（オブジェクト・クラスの抽

出、クラスの分析、ユースケースの作成、シーケンス図

による分析）について学習する。

【授業計画】

第１回導入

第２回オブジェクト･クラスの抽出①

第３回オブジェクト･クラスの抽出②

第４回オブジェクト・クラスの抽出③

第５回オブジェクト・クラスの抽出④

第６回クラスの分析①

第７回クラスの分析②

第８回クラスの分析③

第９回ユースケースの,作成①

第１０回ユースケースの作成②

第１１回ユースケースの作成③

第１２回シーケンス図による分析①

第１３回シーケンス図による分析②

第14回シーケンス図による分析③

第15回まとめ

【授業概要】

情報科目に関連する広い分野で使用されている言葉な

どの定義やその原理を学ぶ。また、情報技術に関する概

要やその知識を得る。

【授業計画】

第１回情報とは

第２回情報の表現

第３回エントロピー

第４回情報通信

第５回コンピュータシステムの仕組み

第６回データの形式と応用

第７回基数、補数’

第８回基数、補数Ⅱ

第９回文字コード、データ圧縮、暗号

第１０回ソフトウェア’

第１１回ソフトウェアⅡ

第１２回ネットワークの仕組みＩ

第１３回ネットワークの仕組みⅡ

第１４回情報技術と社会、将来展望

第15回まとめ

－２２３－



区分 専門科目群一コンピュータネットワーク科目

授業科目 計算機入門
(英訳） (IntroductiontoComputerSystems）

担当教員 池坊繁屋

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 必修･選択必修｡G悪③
【授業の目的】

･計算機（コンピュータ）を構築している構成要素および
それらの機能について学ぶ◎

･論理回路の基礎概念を学び、その結果をどのように利用
するかを知る ○

【成績評価の方法】

レポートと試験の結果より、講義内容の理解度を評価す
る○

【教科書】

教科書は開講する前に指定する

【参考書】

【メッセージ】

･教免・「数学」対応科目

・コンピュータを構成する基礎知識をしっかり学びましょ
う

・２年後期の計算機アーキテクチャを受講予定の学生は、
本講義を受講することが望ましい○

区分 専門科目群一コンピュータネットワーク科目

授業科目 計算機アーキテクチャ
(英訳） (ComputerArchitecture）

担当教員 池坊繁屋

単位数 ２単位 配当年期 ２年次前期

必選別 必修･選択必修観③
【授業の目的】

･情報システムの基礎としてコンピュータシステムの設計
思想について学ぶ。

･計算機アーキテクチャの基礎として、まずノイマン型計
算機の処理方法を中心に学び、その応用としての並列
性、スケーラビリテイなどの知識も学ぶ。

【成績評価の方法】

レポートと試験の結果より、講義内容の理解度を評価す
る ○

【教科書】

教科書は開講する前に指定する

【参考書】

【メッセージ】

･教免・「数学」対応科目

．ｌ年後期の計算機入門を受講していることが望ましい。

【授業概要】

コンピュータはどのような部品から構成され、どのよ

うな機能で動作しているのかを学ぶ。

【授業計画】

第１回電子計算機とは

第２回アナログとデジタル

第３回情報の表現と符号

第４回論理回路’

第５回論理回路Ⅱ

第６回組合せ論理回路と順序回路

第７回中間まとめ

第８回演算装置

第９回中央処理装置

第１０回主記憶装置

第１１回外部記憶装置

第12回入出力装置とインタフェース

第１３回割り込みとシステム制御

第14回計算機アーキテクチャの展開

第15回まとめ

【授業概要】

計算機内部で、アドレス、命令コード、データがどの

ように処理され動作しているのかを学ぶ。また、その効

率化や高速化がどのように行われているのかも学ぶ。

【授業計画】

第１回計算機モデル

第２回コンピュータの基本構造

第３回ノイマン型計算機アーキテクチャ

第４回命令セットの設計

第５回メモリシステム’

第６回メモリシステムⅡ

第７回入出力制御

第８回中間まとめ

第９回パイプライン処理Ｉ

第１０回パイプライン処理Ⅱ

第11回並列処理システム：概要

第１２回並列処理システム：マルチプロセッサ

第13回並列処理システム：メモリ

第14回将来展望など

第15回まとめ

－２２４－



－２２５－

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

専門科目群一コンピュータネットワーク科目

コンピュータシステム

(ComputerSystems）

歌谷昌弘

【授業概要】

コンピュータの組み立てから、ＯＳのインストール、ア
プリケーシヨンのインストールは実際に作業を行った 経
験がないといざというときに困ってしまうものです。本

講義では、コンピュータの組み立てからＯＳ、アプリケ ー
ションのインストールまでを少人数のグループに分かれ

て進め、コンピュータシステム管理技術の基礎を習得し
てゆく 《〕

単 位数 ４単位 配当年期 ３年次前期

必選別 必修･選択必修鍾励
【授業の目的】

OSのインストール、アプリケーションインストール

サーバー設定・管理方法の習得を目指す。
●

、

【成績評価の方法】

レポートと期末試験で評価する。

【教科書】

プリントを配布する。

【参考書】

プリントを配布する。

【メッセージ】

コンピュータの設定を自在にできるようになろう。

【授業計画】

第１回コンピュータの組み立て①

第２回コンピュータの組み立て②
第３回WindowsＯＳのインストール①

第４回WindowsＯＳのインストール②

第５向WindowsＯＳの環境設定①
第６回WindowsＯＳの環境設定②
第７ Windows用アプリケーションのインストール①
第８回Windows用アプリケーションのインストール②
第９回Windows用サーバーソフトの設定

第１０回Windows用サーバーソフトの運用

第１１回中間まとめ

第12回LinuxOSのインストール（ubuntu）①

第13回LinuxOSのインストール（ubuntu）②

第14回LinuxOSの環境設定（ubuntu）①

第15回LinuxOSの環境設定（ubuntu）②

第16回LinuxOSのインストール（debian）①
第１７回LinuxOSのインストール（debian）②
第１８回LinuxOSの環境設定（debian）①

第１９回LinuxOSの環境設定（debian）②
第20回ＬｉｎｕｘＯＳのインストール（fEdora）①

第211口ＩＬｉｎｕｘＯＳのインストール（fedora）②

第22回ＬｉｎｕｘＯＳの環境設定（fedora）

第23回LinuxOSの環境設定（fedora）

（１）

(⑳

第24回Linux剛アプリケーションのインストール①
第25回Linux剛アプリケーションのインストール②

第26回Linuxmサーバーソフ

第27回Linux用サーバーソフ

第28回Linux用サーバーソフ

第29回Linux用サーバーソフ

第30回まとめ

ト
ト
ト
ト

の設定①
の設定②

の運用①

の連用②

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

専門科目群一コンピュータネットワーク科目

オペレーティングシステム

(OperatingSystems）

朱紅兵

【授業概要】

オペレーティングシステムの概念と基本的原理を具体

的な適用例で平易に説明。基本的アルゴリズム・記憶管

理・プロセス管理と処理装置管理・入出力の制御と管

理・ファイルの管理・情報と記憶管理を学習する。

単 位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

オペレーティングシステムの諸機能が必要とされた理

由、その機能を実現するための技術として「なぜそれが選

ばれたのか」を考えて行く。一部の技術については、実際

に操作を通して学習する。

【成績評価の方法】

出席、平常点、レポート、期末試験によって、総合的に

評価する。

【教科書】

開講前に指定する。

【参考書】

開講前に指定する。

【メッセージ】

【授業計画】

第１回計算機の基礎

第２回システム制御

第３回例外制御

第４回割り込み制御

第５回プログラム管理

第６回プロセス管理

第７回メモリ管理（１）

第８回メモリ管理（２）

第９回プロセス間通信制御、共通処理

第１０回入出力制御

第１１回ファイル管理（１）

第12回ファイル管理（２）

第13回情報処理試験関連の補足

第14回復習

第15回まとめ



区分 専門科目群一コンピュータネットワーク科目

授業科目 情報理論

(英訳） (InfOrmationTheory）

担当教員 南憲明

単位 数 ２単位 配当年期 ３ 年 次 前期

必選別 必修･選択必修．⑥罰う
【授業の目的】

コンピュータネットワークにおける情報理論，符号理論

と暗号理論の役割の概要を知る。

確率に基づく情報量の定量化とエントロピーについて，

その概要を知る。確率に基づく情報源符号化の考え方の概

要を知る。

情報理論の実際の応用について概要を知る。

【成績評価の方法】

数回のレポートと試験の結果より、講義内容の理解度を

評価する

【教科書】

授業において指示する。

【参考書】

各回における参考書は授業において提示する。

【メッセージ】

教免「数学」対応科目

区分 専門科目群一コンピュータネットワーク科目

授業科目 符号理論

(英訳） (CodingTheory）

担当教員 南懸明

単位数 ２ 単 位 配当年期 ３年次後期

必選別 必修･選択必修錘1③
【授業の目的】

符号理論について，誤り訂正の原理，符号の構成および

符号化・復号の理論を理解する。符号理論と代数学の関連

を理解する。

符号理論に使用される技術用語とその意味を理解し，そ

の実際の応用について知る。

【成績評価の方法】

数回のレポートと試験の結果より、講義内容の理解度を

評価する。

【教科書】

授業において指示する。

【参考書】

各回における参考書は授業において提示する。

【メッセージ】

教免「数学」対応科目

【授業概要】

まず，情報理論の基礎となる確率論について学ぶ。次

に，情報理論がコンピュータネットワークにおける情報

通信において，情報を高能率に伝送するために不可欠で

あることを学ぶ。

【授業計画】

第１回情報理論，符号理論，暗号理論

第２回確率論の基礎（１）

第３回確率論の基礎（２）

第４回確率モデル

第５回確率モデルによる情報の定量化

第６回エントロピーとその確率に基づく定義

第７回いろいろなエントロピー

第８回まとめ１

第９回確率に基づく情報源のモデル化

第１０回マルコフ情報源

第１１回確率に基づく通信路のモデル化

第１２回歪を伴わない情報源符号化

第１３回歪を伴う情報源符号化

第14回情報理論の応用と最近の話題

第15回まとめ２

【授業概要】

符号理論の基礎である代数学のうちガロア体について

学ぶ。コンピュータネットワークにおける情報通信にお

いて，情報の信頼性を確保するために不可欠な理論であ

る符号理論について，誤り訂正の原理，符号の構成およ

ぴ符号化・復号の理論を学ぶ。

【授業計画】

第１回情報理論，符号理論，暗号理論

第２回なぜ誤り訂正ができるのか

第３回線形符号と生成行列．検査行列

第４回ハミング符号１（符号化）

第５回ハミング符号２（復号）

第６回巡回符号１（符号化）

第７回巡回符号２（復号）

第８回まとめ１

第９回ガロア体と体の上の多項式

第１０回ガロア体と符号理論

第１１回ＧＦ（２）上の生成多項式とBCH符号

第12回拡大体とＲＳ符号

第１３回畳み込み符号とビタビ復号法

第１４回符号理論の応用例と最近の話題

第15回まとめ２

－２２６－



区分 専門科目群一コンピュータネットワーク科目

授業科目 データ伝送

(英訳） (DataTransmission）

担当教員 南憲明

単位数 ２単位 配当年期 ４ 年 次 前期

必選別 必修･選択必修唾1③
【授業の目的】

データ伝送の基礎となるネットワークにおけるトラ

フィック理論の概要を知る。

マルチメディア伝送について．最も情報量が大きい画像

伝送の際の画像符号化の概要を知る。

ネットワークでのデータ伝送の際セキュリティ上問題とな

る認証技術の概要とその基礎となる暗号技術の概要を知

る０

【成績評価の方法】

数回のレポートと試験の結果より、講義内容の理解度を

評価する。

【教科書】

授業において指示する。

【参考書】

各回における参考書は授業において提示する。

【メッセージ】

教免「数学」対応科目

【授業概要】

コンピュータネットワークにおける情報通信におい

て，データ伝送の基礎となるネットワークにおけるトラ

フィックの理論，画像伝送のための画像符号化技術およ

び認証のための暗号技術の概要を学ぶ。

【授業計画】

第１回コンピュータネットワークとデータ伝送

第２回 ネットワークにおけるトラフィックの理論

第３回統計的性質とシステム

第４回画像情報圧縮の考え方

第５回画像符号化アルゴリズム（１）；予測符号化

第６回画像符号化アルゴリズム（２）；ＤＣＴ

第７回画像符号化アルゴリズム（３）；エントロピー符

号化

第８回まとめ１

第９回暗号通信の基本

第１０回暗号とは何か

第１１回暗号技術の中身

第12回認証の原理

第13回認証の実際

第14回今後の展望

第15回まとめ２

－２２７－



区分 専門科目群一資格支援科目

授業科目 情報処理１

(英訳） (InfOrmationLiteracyl）

担当教員 高木尚光

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次前期

必選別 必修･選択必修鯉可う
【授業の目的】

MicrosoftCertifiedApplicationSpecialistの取得に必要
なWordの操作能力を身につけてもらいます。

【成績評価の方法】

課題・授業態度を基に総合的に評価します。

【教科書】

開講前に指定します。

【参考書】

【メッセージ】

MicrosoftCertifiedApplicationSpecialist(Word)を受験
し、合格を目指してください。

区分 専門科目群一資格支援科目

授業科目 情報処理２
(英訳） (InfbrmationLiteracy2）

担当教員 高桑誠明

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 必修・選択必修Ｃ翻り
【授業の目的】

計算機を利用したデータの管理、編集の基本について、

｢表計算ソフト」が多用されます。これについて学び、自

習できるようにします。標準的な資格を取得することを目

標にします。

【成績評価の方法】

授業への参加態度と、レポート、テストを総合的に評価
します。

また、資格取得を評価します。

【教科書】

開講前に指示します。

【参考書】

【メッセージ】

初歩から上級まで、資格取得を目指して自学自習にも力

を入れて下さい。

【授業概要】

実践的な問題・課題を授業で行います。

【授業計画】

第１回定型句・あいさつ文・日付と時刻の挿入、文字
列・記号・特殊文字の挿入

第２回編集記号、隠し文字の表示/非表示、文字列の編
集、文章のチェック機能

第３回特定コンテンツの選択、関連する情報の検索．
選択・挿入

第４回箇条書きと段落番号の書式、段落書式の設定、
インデントの設定、タブの設定・削除・変更

第５回表の挿入、表の変更
第６回グラフィックの挿入、図形の挿入、図表とグラ

フの作成と変更
第７回文字書式の設定１，文字書式の設定２
第８回段組みの設定と変更、ヘッダーとフッターの挿

入と変更
第９回改ページの挿入・削除、ページ設定の変更
第１０回文書の比較と変更箇所の反映､コメントの挿入・

表示・編集
第１１回ハイパーリンクの挿入と変更､変更履歴の記録・

変更の反映
第12回変更履歴の記録・変更の反映、校閲のための文

書の回覧
第13回適切な形式で文書を保存する操作、フォルダを

使用した文書の整理
第１４回テンプレートの利用、ＸＭＬの利用、文書のプロ

パテイの表示と変更
第15回文書・封筒・ラベルの印刷､文書の表示の変更．

整理、ウインドウ表示の変更・整理

【授業概要】

ソフトに関する事項、作業のポイントを説明します。

意味を良く理解し、自習が出来、応用が出来るようにし

て下さい｡授業内容､練習､自習結果を提出して頂きます。

【授業計画】

第１回講座の進め方の説明、目標、ソフトの説明

第２回セルへの入力と編集、行と列の書式の変更、七

ルの書式、編集

第３回数式の挿入と変更、関数

第４回ワークシートの整理、醤式設定

ワークシート、ブック

第５回レイアウト、作業環境

第６回グラフの作成

第７回ページ設定、データの印刷

第８回セルの挿入、編集、コンテンツの選択

第９回データベース、ブックの整理、データ保存

第１０回統計関数、日付・時刻関数

第１１回財務関数、論理関数の使用

第１２回セルの操作（発展）

第１３回画像の挿入及び配置とサイズの指定

コメントの挿入・表示．および編集

第１４回ハイパーリンクの作成と変更

ＸＭＬ，テンプレート

第15回まとめ

－２２８－



区分 専門科目群一資格支援科目

授業科目 ＣＧ理論１（画像処理エンジニア部門）

(英訳） (ComputerGraphics-Theoryl）

担当教員 南憲明

単位数 ２単位 配当年期 ２年次 前期

必選別 必修･選択必修極W、
【授業の目的】

画像処理技術に関する周辺を含めた技術的な知識を得

る○

【成績評価の方法】

原則として画像処理エンジニア検定３級または２級を受

験，または同等の試験を行い．その結果や講義内容の理解

度で評価する。

【教科書】

ビジュアル情報処理一ＣＧ・画像処理入門（CG-ARTS協会

編）

【参考書】

各回における参考書は授業において提示する。

【メッセージ】

区分 専門科目群一資格支援科目

授業科目 ＣＧ理論１（ディジタル映像部門）

(英訳） (ComputerGraphics-Theoryl）

担当教員 高木尚光

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 必修･選択必修極WＤ
【授業の目的】

ディジタル映像制作を行うために必要なCGデザインに

関する基礎的知識を学び、「ＣＧクリエイター検定デイジタ

ル映像部門３級」の合格を目指します。なお、本学はCG‐

ARTS協会の教育認定校です。

【成績評価の方法】

原則として検定試験3級を受験してもらい、検定試験結

果および講義中の小テストなどで総合的に評価します。

【教科書】

入門ＣＧデザイン

(出版社）CG-ARTS協会

【参考書】

【メッセージ】

検定試験に合格するように頑張りましょう。

【授業概要】

画像処理技術に関する基礎的な技術と．ハードウェア

やソフトウェア，システム開発などの関連技術に関する

概要について例題を用いて学ぶ。

【授業計画】

第１回ディジタルカメラモデル

第２回ディジタル画像

第３回画像処理の分類と役割

第４回画像の濃淡変換

第５回フィルタリング処理

第６回画像からの情報抽出

第７回領域処理とパターンマッチング

第 ８ 回 パ タ ー ン 認 識

第９回動画像処理

第１０回入出力と伝送蓄積処理

第11回画像符号化

第12回システムと規格

第13回知的財産権と情報セキュリティ

第14回画像処理の歴史

第15回まとめ

【授業概要】

過去の検定試験問題などの説明を含めた授業を行いま

す○

【授業計画】

第１回コンピュータグラフィックスの基礎

第２回表現の基礎（観察と表現）

第３回表現の基礎（形と色）

第４回表現の基礎（グラフィックス）

第５回表現の基礎（タイポグラフイ）

第６回表現の基礎（レイアウト）

第７回表現の基礎（ピクトグラムとダイヤグラム）

第８回３次元CGの制作

(３次元CGの制作フロー、モデリング）

第９回３次元CGの制作（マテリアル）

第10回３次元CGの制作（カメラワーク）

第１１回３次元CGの制作（ライティング）

第１２回３次元CGの制作（レンダリング）

第13回技術の基礎

第14回知的財産権’

第１５回知的財産権２

－２２９－



区 分 専門科目群一資格支援科目

授業科目 ＣＧ理論２（ＣＧエンジニア部門）

(英訳） (ComputerGraphics-Theory2）

担当教員 大塚厚

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 必修･選択必修錘1画
【授業の目的】

CGの技術に関する基本的な技術の理解と、ソフトウェ

アやハードウェア、システムの開発に知識について教えま

す○

【成績評価の方法】

原則として３級を受験してもらい、その結果で評価しま

す０

【教科書】

ビジュアル情報処理一ＣＧ・画像処理入門一（CG-ARTS

協会編）

【参考書】

【メッセージ】

CGの基礎理論を身につけて、より多くの人が合格して

もらいたいです。

区分 専門科目群一資格支援科目

授業科目 ＣＧ理論２（Webデザイナー部門）
(英訳） (ComputerGraphics-Theory2）

担当教員 趨領逸

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 必修･選択必修Ｃ翻り
【授業の目的】

CG-ARTS協会がおこなうwebデザイナー検定３級に対

応しています。３級の合格を目標とします。

【成績評価の方法】

原則として検定試験３級を受験すること。受験結果と課

題等を総合的に判断、評価する。

【教科書】

Webデザイナー検定３級に対応している書籍。

【参考書】

必要に応じて指示する。また、講義中にも参考になる書

籍や映像、サイトなどは随時紹介していく。

【メッセージ】

検定試験３級は、webデザインに関する基礎になりま

す。幅広い知識が必要になってきますが、きちんと押さえ

て合格できるようにがんばりましょう。

【授業概要】

コンピュータグラフィックスでの基礎理論をCG-ARTS

協会のCGエンジニア検定に出題された問題を演習問題と

して授業を行います。

【授業計画】

第１回ディジタルカメラモデル

第２回画像の濃淡変換

第３回フィルタリング

第４回モデリング

第５回レンダリングの基礎

第６回シェーデイング

第７回照明モデル

第８回マッピング

第９回ＣＧアニメーションの構成

第１０回カメラコントロールによるアニメーション

第１１回キーフレームアニメーション

第12回ディジタル画像とその表現

第１３回２次元画像の生成と描画

第１４回画素ごとの濃淡変換と色変換

第１５回まとめ

【授業概要】

Webデザイナー検定３級に対応している書籍をベース

に、資格試験に対応できるよう授業を進めていく。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回webデザイン制作基礎ｌ

第３回webデザイン制作基礎２

第４回表現の基礎ｌ／観察と表現.色と形

第５回表現の基礎２／グラフィックとタイポグラフイ

第６回表現の基礎３／レイアウト

第７回表現の基礎４／ピクトグラム

第８回Webデザインｌ／

第９回Webデザイン２／

第10回Webデザイン３／

第１１回Webデザイン４／

第12回技術の基礎ｌ／

第13回技術の基礎２／

第１４回知的財産権

第15回ファイル形式／まとめ

－２３０－



区分 専門科目群一資格支援科目

授業科目 インテリアコーディネーター

(英駅） (InteriorCoordinator）

担当教員 桧高靖治

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次前期

必 選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

住む人にとって'快適な住空間を作るために適切な提案．

助言を行なうインテリアコーディネーターに必要となる、

インテリア（家具、ファブリックス、照明器具、住宅設備

等）に関する幅広い商品知識を教えます。また、インテリ

ア計画や商品選択のアドバイスなどを行なう場合の注意点

などを教えます。

【成績評価の方法】

小テストおよび、試験で評価する。

【教科書】

インテリアコーディネーターハンドブック〈技術編・販売

編〉

【参考書】

未定

【メッセージ】

インテリアコーディネーター資格試験の合格を支援する

ための科目です。

【授業概要】

私たちの住まいをより美しく暮らしやすい生活の場に

するインテリアコーディネーターの仕事を、インテリア

産業協会が行うインテリアコーディネーター試験で必要

とされる基礎知識に沿って講義方式の授業を行う。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回インテリア商品・部材

第３回インテリア販売

第４回インテリア情報

第５回コンサルティング

第６回積算・見積

第７回住環境

第８回住宅構造

第９回インテリア構成材

第１０回室内環境

第１１回インテリア基礎

第１２回インテリア計画

第13回表現技法

第14回関連法規

第15回まとめ

－２３１－



区分 専門科目群一資格支援科目

授業科目 インターネット基礎（CCNA1）
(英訳） (BasiclntemetNetworking）

担当教員 趨悦・歌谷昌弘、

単位数 ４単位 配当年期 ２ 年 次 前期

必選別 必修･選択必修唾翻り
【授業の目的】

ネットワークの知識を習得し、CCNＡ資格を取得する授

業シリーズの一つ目である。

【成績評価の方法】

レポート・小テストで評価する。

【教科書】

教科書開講する前に指定する。

【参考書】

開講時に指定する。

【メッセージ】

ネットワークに関する自分の技術的なスキルを高め，

ネットワーク関係の技術資格に挑戦しよう。

区分 専門科目群一資格支援科目

授業科目 ネットワーク管理実務
(英訳） (TopicsofNetworkAdministrations）

担当教員 歌谷昌弘、趨悦

単位数 ４ 単位 配当年期 ２年次後 期

必選別 必修･選択必修ｅ翻り
【授業の目的】

ローカルエリアネットワークの管理方法を学習する。

【成績評価の方法】

レポート・テストで評価する。

【教科書】

開講する前に指定する。

【参考書】

開講する前に指定する。

【メッセージ】

ネットワークに関する自分の技術的なスキルを高め，

ネットワーク関係の技術資格に挑戦しよう。

【授業概要】

インターネットで使用されている技術を基礎から系統

的に解説する。データを間違いなく効率的に送受信する

ためにどのような工夫がなされているか、基本的な仕組

みや国際的な取り決めを勉強する。

【授業計画】

第１回OSI参照モデルの機能の確認と説明

第２回データリンクとネットワークアドレスの説明

第３回ＭＡＣアドレスの機能の定義と説明

第４回OSIネットワーク層の重要機能について

第５回

第６回

ネットワーク産業がレイヤーモデル

使用する理由について

ネットワークアドレスの説明と関連する

プロトコルの説明

第７回OSI参照モデルの各層の機能

第８回データカプセル化する変換ステップの説明

第９回ＩPアドレスとサプネット

第１０回TCP/ネットワーク層プロトコルの機能の確認

第１１回ツイストペアケーブルの作成

第１２回ＥＩＡ/TIA568ケーブリングについて

第１３回LAN,ＷＡＮの物理ケーブル仕様について

第14回まとめ

第１５回総合演習

【授業概要】

ネットワークの階層モデルを理解し，ローカルエリア

ネットワークの栂築技術とネットワークルーティング理

論を勉強する。ネットワーク技術者にとっての基本を身

に付ける。

【授業計画】

第１回 ネットワークの階層化モデルとデータのカプセ

ル化

第２回ローカルエリアネットワークとそのデバイス

第３回イーサネットの動作とＭＡＣアドレス

第４回OSI参照モデル・アプリケーション層とプレゼ

ンテーシヨン層

第５回OSI参照モデル・セッション層とネットワーク

層

第６回OSI参照モデル・トランスポート層

第７回OSI参照モデル・データリンク層と物理層

第８回ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）とそのデバ
イス

第９回 ネットワークとホストのアドレシング

第１０回ルーティングによるネットワークアドレスの使

用

第11回静的ルーティングと動的ルーティング

第12回ルーティングプロトコル

第13回メトリック距離とコンバージェンスタイム

第14回構内ＬＡＮ設計の事例研究

第15回プロジェクト研究

－２３２－



区分 専門科目群一資格支援科目

授業科目 LAN設計

(英訳） (TopicsofNetworkDesign）

担当教員 歌谷昌弘、超’悦

単位数 ４単位 配当年期 ３年次前期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

ローカルエリアネットワークの設計手法を学習する。

【成績評価の方法】

レポート・テストで評価する。

【教科書】

開講する前に指定する。

【参考書】

開講する前に指定する。

【メッセージ】

ネットワークに関する自分の技術的なスキルを高め，

ネットワーク関係の技術資格に挑戦しよう。

区分 専門科目群一資格支援科目

授業科目 WAN設計（CCNA4）

(英訳） (WANDesignTopics）

担当教員 趨悦、歌谷昌弘

単位数 ４単位 配当年期 ３年次後期

必選別 必修･選択必修･種WＤ
【授業の目的】

ネットワークの知識を習得し、CCNＡ資格を取得する授

業シリーズの四つ目である。

【成績評価の方法】

レポート・小テストで評価する。

【教科書】

教科書開講する前に指定する。

【参考書】

開講時に指定する。

【メッセージ】

ネットワークに関する自分の技術的なスキルを高め．

ネットワーク関係の技術資格に挑戦しよう。

【授業概要】

ローカルエリアネットワークの基本技術を紹介し、

ＬＡＮ論理設計．物理設計，テスト管理に関する基本手法

と実際の設計事例を勉強する。具体的にはIPネットワー

クとIＰＸネットワークの設定、管理手法を実験などを通

じて習得する。

【授業計画】

第１回OSI参照モデルとルーティング

第２回ＬＡＮスイッチング（１）

第３回ＬＡＮスイッチング（２）

第４回ＶＬＡＮ（１）

第５回ＶＬＡＮ（２）

第６回ＬＡＮの設計（１）

第７回ＬＡＮの設計（２）

第８回ＩPルーティング・ＲＩＰ

第９回ＩPルーティング・IGRP

第１０回 ネットワークセキュリティ設計

第11回アクセスリスト

第１２回ＩＰＸネットワーク（１）

第13回ＩＰＸネットワーク（２）

第14回管理プロセスと管理アーキテクチャ

第15回ＬＡＮ設計の事例報告

【授業概要】

上級ネットワークの設定・管理を学び、ネットワーク

構築が出来ることを目指す。また、CCNＡ資格試験のた

めの対策を行う。

【授業計画】

第１回ＷＡＮサービスの特徴と機能

第２回ＷＡＮのデバイス､標準規格、プロトコル

第３回ルータのＷＡＮ機能について

第４回ＷＡＮの構築手法（１）

第５回ＷＡＮの構築手法（２）

第６回ＷＡＮの構築手法（３）

第７回ＩＳＤＮの利用形態、機能、基本インターフェース

第８回ＩＳＤＮのデバイス、チャネル､スイツチタイプ

第９回ＩＳＤＮを利用したダイヤルアツプ接続

第10回ルータでISDNの動作確認

第１１回フレームリレーについて（１）

第12回フレームリレーについて（２）

第13回ルータでフレームリレーの動作確認

第14回まとめ

第15回総合演習

－２３３－



区分 専門科目群一情報数理科目

授業科目 情報数学

(英訳） (InfbrmationMathematics）

担当教員 高石武史

単位数 ２単位 配当年期 ２年次前期

必 選別 必修･選択必修Ｇ罰、
【授業の目的】

情報通信技術等の基礎となる数学理論とその利用方法を

学び、問題を整理し、抽象化する手法を学ぶ◎フーリエ

解析の基礎を学び、その結果をどのように利用するかを知

る。また、離散数学の中からコンピュータ技術の基礎とな

る部分について学ぶ。

【成績評価の方法】

数回のレポートと試験の結果より、講義内容の理解度を

評価する。

【教科書】

なし

【参考書】

授業において指示する。

Iメッセージ】

これらの基礎概念が、実際に情報分野においてどのよう

に使われているかを知ってほしい。

関連科目：微分積分Ｉ、線形代数Ｉ．Ⅱ、データ伝送なと

{教職免許高一種(数学）対応科目１

区分 専門科目群一情報数理科目

授業科目 データ分析・処理概論

(英訳） (IntroductiontoProbabilityandStatistics）

担当教員 高木尚光

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 必修･選択必修僅狗
【授業の目的】

現代社会において存在している様々なデータを分析・処

理する方法論として、文科系・理科系を問わず理解する

ことが必要となっている確率論と統計学を学びます。確率

論と統計学の考え方および基礎的内容の理解を目標としま

す０

【成績評価の方法】

課題および中間・期末試験の成績で評価します。

【教科書】

開講前に指示します。

【参考書】

【メッセージ】

教免「数学」対応科目

【授業概要】

情報技術の基礎となる数学的な基礎を学ぶ。フーリエ

変換、ラプラス変換といったデータ処理法の基礎と、．

ンピュータの基礎となる離散数学の基礎概念を学ぶ。

【授業計画】

第１回フーリエ変換とは

第２回『フーリエ級数

第３回．フーリエ級数と微分方程式

第４回フーリエ級数の性質

第５回フーリエ変換

第６回フーリエ変換と逆変換

第７回フーリエ変換と微分方程式

第８回まとめ１

第９回離散フーリエ変換

第10回ラプラス変換

第１１回ラプラス変換と常微分方程式

第１２回離散数学１－組み合わせ

第13回離散数学２－グラフＩ

第１４回離散数学３－グラフⅡ

第１５回まとめ２

【授業概要】

例題の説明に時間をかけた授業を行います。

【授業計画】

第１回データの整理（度数分布）

第２回データの整理（代表値と散布度）

第３回データの整理（相関と回帰）

第４回確率と確率分布（確率）

第５回確率と確率分布（確率変数）

第６回確率と確率分布（確率分布）

第７回標本分布（母集団と標本）

第８回標本分布（標本分布）

第９回推定（推定の考え方）

第１０回推定（母平均の推定）

第１１回推定（母分散の推定）

第１２回検定（検定の考え方）

第13回検定（母平均の検定）

第１４回検定（母分散の検定）

第15回まとめ

－２３４－



区分 専門科目群一情報数理科目

授業科目 代数学

(英訳） (Algebra）

担当教員 南憲明

単 位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必 選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

情報通信技術等の基礎となる数学理論とその利用方法を

学び、問題を整理し、抽象化する手法を学ぶ。

代数学と情報の信頼性を確保するために不可欠な理論で

ある符号理論との関係を知る。

代数学とセキュリティを保証するために不可欠な理論で

ある現代暗号理論との関係について知る。

【成績評価の方法】

数回のレポートと試験の結果より、講義内容の理解度を

評価する。

【教科書】

授業において指示する。

【参考書】

各回における参考書は授業において提示する。

【メッセージ】

教免「数学」対応科目

区分 専門科目群一情報数理科目

授業科目 システム工学

(英訳） (SystemsEngineering）

担当教員 朱紅兵

単位数 ２ 単位 配当年期 ４ 年 次前期

必選別 必修･選択必修笹WＤ
【授業の目的】

システムエ学の基礎一数理計画法（線形計画法、整数計

画法、非線形計画法）の理論と手法をわかりやすく解説す

る。また、数理計画とシステムエ学の関わりを加え、さら

に人工知能やモダンヒューリステイクスといった最近の話

題を付加して、数理計画とシステムエ学の基礎の学習を行

なう ○

【成績評価の方法】

レポート、テストで評価する。

【教科書】

数理計画法入門

(著）馬場則夫、坂和正敏（出版社）共立出版

【参考書】

システムエ学の数理手法

(著）奈良宏一、佐藤泰司（出版社）コロナ社

【メッセージ】

【授業概要】

代数学の基礎を学ぶ。情報通信への応用についても概

要を学ぶ。．

【授業計画】

第１回代数学とその応用

第２回集合と写像

第３回整数の基本性質

第４回約数と倍数

第５回合同式

第６回まとめ１

第７回群

第８回対称群と行列群

第９回環

第１０回剰余環

第11回有限体

第１２回有限体上の原始多項式

第13回ガロア体と符号理論

第14回整数論と暗号理論

第15回まとめ２

【授業概要】

与えられた制約条件のもとで、ある一つの目的関数を

最大あるいは最小にするという最適化手法としての数理

計画法は、システムエ学、情報工学、経営科学等の分野

において、最も基本的な数理的意思決定手法として、広

<用いられてきている。

【授業計画】

第１回システムエ学とは

第２回数学的基礎

第３回数理計画の問題

第４回線形計画法Ｉ：シンプレックス法

第５回線形計画法Ⅱ：２段階法

第６回整数計画法Ｉ：切除平面法

第７回整数計画法Ⅱ：分枝限定法

第８回非線形計画法Ｉ：降下法＆最急降下法

第９回非線形計画法Ⅱ：ニュートン法＆共役勾配法

第１０回非線形計画法Ⅲ：一次元探索＆直接探索法

第11回非線形計画法Ⅳ：最適化法

第12回人工知能とモダンヒューリステイクスＩ

第13回人工知能とモダンヒューリステイクスⅡ

第14回課題・演習

第15回まとめ

－２３５－



専門教育科目

く現代社会学部〉

現代社会学科



現代社会学部
２０１０年度入学生に関する規定

１開講科目と卒業要件一覧表

２履修科目表
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１開講科目と卒業要件一覧表
開講科目

科目数
単 位 数

必 修 選択 合計

卒業要件

単位数

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
科
目

教
養
科
目

人文・社会科目

スポーツ科目

体験学習科目

外国語科目
英語

英語以外の外国語

‘情報科目

日本事情科目

教養科目から選択

小 計

学
部
基
礎
科
目

プレゼミナール

基礎ゼミナール

コミュニケーション

外国語

情報基礎

導入教育

小計

コミュニケーションＩ～Ⅳ

2９

８

５

1１

４

３

４

6４

２

２

２

１６

２

３

2７

５

５

４

４

5８

1６

９

６

４

６

８

107

４

４

1６

４

６

3４

5８

1６

９

1１

４

６

８

1１２

４

４

４

１６

４

６

3８

４

７

２

1５

2８

４

４

８

２

専
門
科
目

専門基礎

専門共通

卒業論文

専
門
講
義

産業社会コース

国際社会コース

福祉社会コース

専門科目から選択

小 計

９

3８

１

１７

１６

2０

１０１

８

４

1２

１６

7８

3６

3２

6７

229

2４

7８

４

3６

3２

6７

241

1６

４

4０

6０

全科目から選択 2６

合 計 192 2１ 370 391 124



単位数欄の○は必修を表わす

－２３８－

２履修科目表（専門科目）

科
目
群

授業科目

単
位
数

毎週授業時間数

l年次 2年次 3年次 ４年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

備考
記載
ページ

専
門
教
育
科
目

専
門
基
礎

専
門
共
通

社会学

社 会学理論Ａ

社会学理論Ｂ

社会学史Ａ

社会学史Ｂ

社会調査論Ａ

社会調査論Ｂ

社 会学演習Ｉ

社会学演習Ⅱ

家族関係論Ａ

家族関係論Ｂ

コミュニケーション文化論Ａ

コミュニケーション文化論Ｂ

人文地理学Ａ

人文地理学Ｂ

都市社会学Ａ

都市社会学Ｂ

地域社会学Ａ

地域社会学Ｂ

環境社会学Ａ

環境社会学Ｂ

数理社会学Ａ

数 理社会学Ｂ

歴史社会学Ａ

歴 史社会学Ｂ

地域連携論Ａ

地域連携論Ｂ

地域環境論Ａ

地域環境論Ｂ

社会心理学Ａ

社会，し、理学Ｂ
も

人 権と社会Ａ

人権と社会Ｂ

ボランティアとＮＰＯの社会学

社会学文献講読

地誌学 Ａ

地誌 学Ｂ

４

２

２

２

２

２

２

④

④

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２ ２

241

242

242

243

243

244

244

245

245

246

246

247

247

248

248

249

249

250

250

251

251

252

252

253

253

254

254

255

255

256

256

257

257

258

258

259

259
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科
目
群

授業科目

単
位
数

毎週授業時間数

l年次 2年次 3年次 4年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

備考
記載
ページ

専
門
教
育
科
目

専
門
共
通

自 然 地理学

日本史

外国史

海外研修

キャ リ ア デ ザ イ ン Ａ

キャリアデザインＢ

社会学特論Ａ

社会学特論Ｂ

社会学特論Ｃ

社会学特論，

卒業論文

産
業
シ
ス
テ
ム
コ
ー
ス

マーケティング論Ａ

マー ケ テ ィ ン グ 論 Ｂ

商品ブラ ンド戦略

国際ビジネス文化論

ビジネス・インターンシップ

産業社会学

産 業・組織心理学

ファシシヨン論Ａ

ファツション論Ｂ

社会統計学

計 量社会学Ａ

計量社会学Ｂ

社会調査のデータ処理Ａ

社会調査のデータ処理Ｂ

社会調査実習

社会調査技術論Ａ

社会調査技術論Ｂ

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ス

国際社会論基礎Ａ

国際社会論基礎Ｂ

国際社会学Ａ

国際社会学Ｂ

韓国 ・朝 鮮社 会論 Ａ

韓国・朝鮮社会論Ｂ

中国社会論Ａ

中 国社会論Ｂ

地域国際化論Ａ

地域国際化論Ｂ

２

２

２

４

２

４

２

２

２

２

④

２

２

２

２

２

２

２

２

２

４

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

集中

集中

集中

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

集中

２

２

２

２

２ ２

２

２

２ ２

２ ２

２

２

２

２

２

２

２

２

２ ２

260

260

261

261

262

262

263

263

264

264

265

266

266

267

267

268

269

269

270

270

271

272

272

273

273

274

275

275

276

276

277

277

278

278

279

279

280

280



卒業単位に算入しない科目
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科
目
群

授業科目

単
位
数

毎週授業時間数

l年次 2年次 3年次 ４年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

備考
記載
ページ

福
祉
科
目

相談援助演習

相談援助実習

相談援助実習指導

介護保険技術Ⅱ

精神保健福祉援助演習

精神 保 健 福 祉 援 助 実 習

１０

６

３

２

８

６

５ ５

集中

通年

２

４ ４

集中

295

295

296

296

297

297

科
目
群

授業科目
単
位
数

毎週授業時間数

1年次 2年次 ３年次 4年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

備考
記載
ページ

専
門
教
育
科
目

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ス

福
祉
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
コ
ー
ス

国際経済学Ａ

国際経済学Ｂ

国際社会学特論Ａ

国際社会学特論Ｂ

文化人類学Ａ

文 化人類学Ｂ

高齢者に対する支援と介護保険制度

現代社会と福祉

障舗に対する支援と障諸自立支援制度

児童や雛Iこ対する灘と臆･雄福祉制度

社 会 保 障

低所得者に対する支援と生活保護制度

相談援助の理論と方法

人体の構造と機能及び疾病

地域福祉の理論と方法

相談援助の基盤と専門職

就労支援サービス

福祉行財政と福祉計画

福祉サービスの組織と経営

保 健 医 療 サ ー ビ ス

権利 擁護と成年後見制度

精神 医 学

精神保健学

精神科リハビリテーション学

精神保健福祉論

精神保健福祉援助技術総論

精神保健福祉援助技術各論

２

２

２

２

２

２

４

４

２

２

４

２

８

２

４

４

１

２

２

２

２

４

４

４

４

４

４

２

２

２

２

２

２

２

２

２ ２

２ ２

２

２ ２

２

４ ４

集中

２ ２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

281

281

282

282

283

283

284

284

285

285

286

286

287

287

288

288

289

289

290

290

291

291

292

292

293

293

294
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区分

授業科目

(英訳）

担当教員

専門教育科目群一専門基礎科目

社会学

(Sociology）

前期田中里美後期山田陽子

【授業概要】

教科書、データやビデオ教材などを利用しながら、社

会を見るための社会学理論の基礎を学ぶとともに、社会

学が現在、考察の対象としている様々な分野を見る。

単位数 ４単位 配当年期 ｌ年次 通年

必選別 必修･選択必修．G罰、
【授業の目的】

社会学の基本的な視点、発想の仕方、考察対象に触れる。

【成績評価の方法】

前期：試験と平常点（出席状況・受講態度）で総合的に評

価する

後期：試験とレポートにより総合的に評価します。

【教科書】

前期：西漂晃彦・渋谷望、2008,「社会学をつかむ｣、有斐

閣

後期：教科書なし。適宜プリントを配布します。

【参考書】

講義のテーマごとに授業内で提示する。

【メッセージ】

あなたがすでによく知っていると思っている私や感情、

家族や学校といった対象から、収容所といった対象まで、

あたり前、もしくは自分とは関係無いと思ってあらためて

考えてみなかった対象について、常識を疑う視点を手に入

れてみよう ○

【授業計画】

期
１
２
３
４
５
６
７
８
９
皿
皿
ｎ
週
Ｍ
陽
期
．
：
．
．
．
．
：
：
．
・
・
・

前
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
後
ｌ
２
３
４
５
６
７
８
９
ｎ
ｕ
吃
過
叫
賜

回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回

社会に統制される～学校、工場・企業、収容所、
〃
〃
〃

社会に居場所を探す～地域、都市、メデイ

〃
〃
″
〃

旅、
ア環境
生活、

社会と向き合う～福祉社会、碕齢社会、消測社会、

まとめ

〃
〃
〃
〃

産業社会から脱産業社会、消費社会へ
産業社会における労働
感情労働
｢個性」
自己呈
自己
感情管
親密性
恋愛
家族
身体
自殺
社会的
社会的
まとめ

の消費
と一

不

理
排
排除

除と包摂

情報社会、格差社

戦争（１）
（２）
（３）
（４）

政治（１）
（２）
（３）
（４）
（５）

社会（１）
（２）
（３）
（４）
（５）



区 分 専門教育科目群一専門基礎科目

授業科目 社会学理論Ａ

(英訳） (SociologicalTheoryA）

担当教員 谷口重徳

単位 数 ２ 単 位 配当年期 ２年次前期

必選別 必修選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

この授業によって社会学理論を学んだ受講生が、基本的

な社会学の視点や発想を身につけ、社会学の面白さに触れ

ることを目指しています。

【成績評価の方法】

期末レポート（70％程度)、授業中の小レポート（30%程

度）などから総合的に判断します。

【教科書】

特に定めませんが、授業中にさまざまな文献を紹介して

いきます。ぜひ読んでみてください。

【参考書】

特に定めませんが、授業中にさまざまな文献を紹介して

いきます。ぜひ読んでみてください。

【メッセージ】

社会学理論は、たんに暗記するだけではなく、自分自身

で考え、理解し、使ってみること（さらに使いながら修正

すること）で、その面白さや奥深さに気づくことができま

す｡授業で学んだ内容について誰かと論じ合ってください。

区分 専門教育科目群一専門基礎科目

授業科目 社会学理論Ｂ

(英訳） (SociologicalTheoryB）

担当教員 谷口重徳

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次後期

必選別 必修･選択必修鰹1③
【授業の目的】

この授業によって社会学理論を学んだ受講生が、基本的

な社会学の視点や発想を身につけ、社会学の面白さに触れ

ることを目指しています。

【成績評価の方法】

期末レポート（70％程度)、授業中の小レポート（30％程

度）などから総合的に判断します。

【教科書】

特に定めませんが、授業中にさまざまな文献を紹介して

いきます。ぜひ読んでみてください。

【参考書】

特に定めませんが、授業中にさまざまな文献を紹介して

いきます。ぜひ読んでみてください。

【メッセージ】

社会学理論は、たんに暗記するだけではなく、自分自身

で考え、理解し、使ってみること（さらに使いながら修正

すること）で、その面白さや奥深さに気づくことができま

す｡授業で学んだ内容について誰かと論じ合ってください。

【授業概要】

社会学の誕生以来、社会学は現実の社会で生じるざまざまな事象

について研究を積み重ねてきました。そして、その中で多くの社会

学理論が生み出されてきました。社会学理論は現実の社会を分析し、

展望するために必要な道具です。本授業では、社会的事実、集団 、

行為など社会学の基礎概念についての理解を深めると同時に、私た

ちの社会の本質と関わるモダニテイの特質を検討します。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回秩序問題と三者関係

第３回集団について

第４回日常世界の構成

第５回機能分化する社会

第６回行為について

第７回近代人の登場

第８回近代社会とアノミー

第９回近代社会と時空間の抽象化

第１０回合理化の追求と「マクドナルド化」する社会

第１１回リスクと社会

第１２回消費社会論

第１３回「私化」の進行

第14回現代社会と再帰性

第１５回まとめ

【授業概要】

社会学の誕生以来、社会学は現実の社会で生じるさまざまな事象

について研究を積み重ねてきました。そして、その中で多くの社会

学理請が生み出されてきました。社会学理論は現実の社会を分析し、

展望するために必要な道具です。本授業では、社会を一種のシステ

ムとして捉える方法について理解を深めます。また、現在の日本社

会を社会学的に分析する視点についても検討をおこないます。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回社会的ネットワークとソーシャルキャピタル

第３回社会・集団の類型

第４回社会システム論の視点（１）

第５回社会システム論の視点（２）

第６回アイデンティティとモラトリアム

第７回産業社会における社会意識

第８回文化産業論の視点

第９回社会問題の捉え方（１）

第１０回社会問題の捉え方（２）

第１１回日本社会の分析理論（１）

第12回日本社会の分析理論（２）

第13回日本社会の分析理論（３）

第14回現代社会と社会学理論

第15回まとめ

－２４２－



区分 専門教育科目群一専門基礎科目

授業科目 社会学史Ａ

(英訳） (HistoryofSociologyA）

担当教員 津田善太郎

単位数 ２単 位 配当年期 ３ 年 次 前期

必選別 必修･選択必修･罰、
【授業の目的】

社会学を中心に隣接科学もふくめて近代社会における社

会認識の歩みを紹介する。

【成績評価の方法】

期末試験またはレポートによる

【教科書】

プリントを配付する

【参考書】

授業のさいに紹介する

【メッセージ】

社会学の全般的知識を習得してください。

区分 専門教育科目群一専門基礎科目

授業科目 社会学史Ｂ

(英訳） (HistoryofSociologyB）

担当教員 津田善太郎

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

社会学を中心に隣接科学もふくめて近代社会における社

会認識の歩みを紹介する。

【成績評価の方法】

期末試験またはレポートによる

【教科書】

プリントを配付する

【参考書】

授業のさいに紹介する

【メッセージ】

社会学の全般的知識を習得してください。

【授業概要】

近代初期から２０世紀初頭の社会学確立期までの社会理

論の歩みについて述べる

【授業計画】

第１回ヨーロッパ中世の大学では何が教えられていた

力、

第２回ホッブスとロックー近代的社会認識の誕生

第３回アダム・スミスと経済学の誕生

第４回社会契約とフランス革命の思想

第５回コントと社会学の誕生

第６回コントとデュルケームのあいだ

－トクヴィル，タルド，ル・ボン

第７回マルクス「資本論」の世界

第８回デュルケームの「自殺論」

第９回デュルケーム社会学の展開

第１０回ウェーバー「プロテスタンテイズムの倫理と資

本主義の精神』

第１１回ウェーバー「世界宗教の経済倫理』

第12回ウェーバー「支配の社会学」

第13回ジンメルと微視的社会学

第14回近代経済学の出現とパレートの社会理論

第１５回まとめ

【授業概要】

第一次世界大戦後から今日までの社会学の歩みを紹介

する ○

【授業計画】

第１回「無意識」の発見－フロイトとフロイト主義の社

会心理学

第２回イデオロギーの発見一カール・マンハイムと知

識社会学

第３回アメリカ社会学の誕生一シカゴ学派の成立

第４回マートンと中範囲の理論

第５回社会調査の発展一ラザーズフェルトを中心に

第６回パーソンズと社会システム理論

第７回シンボリック相互行為論とゴフマンの社会学

第８回現象学的社会学とエスノメソドロジー

第９回構築主義の社会理論

第１０回社会ネットワーク理論と社会学的コミュニタリ

アニズム

第１１回交換と構造一レヴィ・ストロースと構造主義の

理論

第12回現代フランスの社会学一ポスト・モダンの社会

理論

第13回現代ドイツの社会学一フランクフルト学派の社

会理論

第１４回現代ドイツの社会学一ハーバーマスの社会理論

第１５回まとめ

－２４３－



区分 専門教育科目群一専門基礎科目

授業科目 社会調査論Ａ
(英訳） (SocialResearchMethodsA）

担当教員 池本良教

単 位数 ２ 単位 配当年期 ２ 年 次 前期

必選別 必修･選択必修極狗
【授業の目的】

社会現象や社会的存在を理解・把握し問題・課題を解決

するための手法としての社会調査の概要と歴史、技法につ

いて理解する

【成績評価の方法】

出欠、レポート、試験の結果で総合的に判断する

【教科書】

使用しないが講義中に資料を適宜提供する

【参考書】

講義中に適宜紹介する

【メッセージ】

レポートと試験は板書・資料に基づいて実施する

区分 専門教育科目群一専門基礎科目

授業科目 社会調査論Ｂ

(英訳） (SocialResearchMethodsB）

担当教員 池本良教

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 後期

必選別 必修･選択必修Ｇ濁り
【授業の目的】

社会現象や社会的存在を理解・把握し問題・課題を解決

するための手法としての社会調査の具体的な手法について

理解する

【成績評価の方法】

出欠、レポート、試験の結果で総合的に判断する

【教科書】

使用しないが講義中に資料を適宜提供する

【参考書】

講義中に適宜紹介する

【メッセージ】

レポートと試験は板書・資料に基づいて実施する

【授業概要】

人間の社会的存在の形態や社会集団・組織による社会

現象など社会の実態は社会調査という一連の作業によっ

て把握できる。社会調査の概要と歴史、発想・図解法な

どの思考法と社会調査の技法の概要について検討する。

【授業計画】

第１回社会調査とは

第２回社会調査の目的

第３回社会調査の手法①統計調査と事例調査

第４回社会調査の手法②質的調査と量的調査

第５回社会調査の手法③調査票調査とフィールド調査

第６回社会調査の歴史

第７回調査倫理

第８回社会調査の体系

第９回調査課題の設定と問題意識

第１０回仮説と結論

第１１回発想法

第１２回作図法

第13回調査の企画と設計

第14回資料やデータの収集

第１５回まとめ

【授業概要】

人間の社会的存在の形態や社会集団・組織による社会

現象など社会の実態は社会調査という一連の作業によっ

て把握できる。社会調査の具体的な技法と実際について

検討する。

【授業計画】

第１回社会調査の体系と方法

第２回社会調査の企画

第３回社会調査の設計

第４回文献・資料調査

第５回観察調査と質問調査

第６回調査票

第７回個人情報と調査倫理

第８回実査

第９回データの入力と集計・分析

第１０回調査結果のとりまとめと公表

第１１回社会調査と携帯端末

第１２回調査事例①世論調査・意識調査・意向調査

第13回調査事例②地域調査

第14回調査事例③階層調査

第15回まとめ

－２４４－



区 分 専門教育科目群一専門基礎科目

授業科目 社会学演習Ｉ

(英訳） (SeminarofSocioloｇｙ l）

担当教員
池本・迫・田中・谷口・栗原．
伊藤・深田・高畑・古関・山本

単 位数 ４単位 配当年期 ３年次通年

必選別 α:､夢選択必修･選択
【授業の目的】

･論文やレポート作成に必要な能力を習得する。

･卒業論文の執筆に向けて、自分自身の問題関心を明確に

する ０

【成績評価の方法】

各担当教員の方針による。

【教科書】

各担当教員の方針による。

【参考書】

各担当教員の方針による。

【メッセージ】

他者の意見を聞き、自ら議論に臨み、理解と考察を深め

られるよう、主体的・積極的に準備し議論するという態度

が必要。

区分 専門教育科目群一専門基礎科目

授業科目 社会学演習Ⅱ

(英訳） (SeminarofSociologyⅡ）

担当教員
田中・谷口．ｉ畢田・佐々木・栗原
高畑・伊藤・池本・・古関・山本

単位数 ４単位 配当年期 ４年次通年

必選別 α稲ら選択必修･選択
【授業の目的】

社会学演習Ｉにおいて学習した成果に基づいて、学生各

自が卒業論文テーマとして選択したそれぞれの問題を、学

生各自の意図と責任において展開します。

【成績評価の方法】

各担当教員によります。

【教科書】

各担当教員によります。

【参考書】

各担当教員によります。

【メッセージ】

前期および後期初めに社会学演習Ⅱに関する詳細なガイ

ダンスを実施しますので､受講生は必ず出席してください。

【授業概要】

演習の内容や計画は、各担当教員の方針による。

【授業計画】

各学生の問題関心に沿って、各担当教員が指導を行な

う。

自らの関心のあるテーマ・分野を明確にし、さらに掘

リ下げながら卒業論文へと結びつけていくために、おお

むね文献の輪読、情報検索、データ収集と分析、レポー

ﾄ作成、ディスカッションなどに取り組んでいく。

【授業概要】

原則的には社会学演習Ｉの担当教員（指導教員）が、

学生それぞれが関心を抱いたテーマにそって、研究のよ

りよい成果をめざして引き続き指導を行います。

【授業計画】

各担当教員によります。

－２４５－



区分 専門教育科目群一専門共通科目

授業科目 家族関係論Ａ

(英訳） (FamilyRelationA）

担当教員 磯田朋子

単位数 ２単位 配当年期 ２年次前期

必選 別 必修･選択必修．G詞も
【授業の目的】

家族システムの１つの軸である夫婦関係について論じ

る。結婚の意味、パートナーシップの有り様などについて

学ぶとともに、家族、とりわけ夫婦関係と個人、社会の関

係を考える。

【成績評価の方法】

期末試験を実施し、試験結果をもって評価する。

【教科書】

指定しない。

【参考書】

参考資料・文献については、その都度示す。

【メッセージ】

身近なテーマであるだけに、思い込みや思い入れがある

が、それらを排して、新しい視点を獲得してほしい。

区 分 専門教育科目群一専門共通科目

授業科目 家族関係論Ｂ

(英駅） (FamilyRelationB）

担当教員 磯田朋子

単位数 ２ 単位 配当年期 ２年次後期

必選別 必修･選択必修･硬可、
【授業の目的】

家族とりわけ親子について、自分達の家族と家族観を相

対比することを学び、我々の家族への思いが、いかに文化

的・社会的に作られるものであるかを理解する。

【成績評価の方法】

期末試験で評価する。

【教科書】

指定しない

【参考書】

その都度提示する

【メッセージ】

講義を聞きながらノートをとり、ノートをとりながら考

える形で参加してください。

【授業概要】

夫婦関係について考察していく上で必要な諸概念を整
理し、ライフサイクルに沿って、
もを排出した老後までを射程に、

配偶者選択から、子ど
今日の夫婦が抱える諸

問題について考える。未婚、非婚の増加についても言及
し、法律婚夫婦のみに限定せず、広くパートナーシップ
について考える。

【授業計画】

平成22年度は開講せず。

【授業概要】

歴史的な子供観の変化を踏まえて、現在の子供をめぐ

る諸問題を親子関係との関連で考察していく。また、未

婚の延長、非婚との関連で、青年期の子供と親との関係

について考え、さらには老親の扶養の問題をとりあげ、

少子化と高齢化の問題に家族の視点からアプローチする。

【授業計画】

第１回定位家族と生殖家族

第２回社会学的父と嫡出の原理

第３回子育てをめぐる役割

第４回三歳児神話と母性神話

第５回近代家族と子どもの誕生

第６回子育ての外部化と延長

第７回育児不安と児童虐待

第８回青年期の家族

第９回人口椴造の変化と少子・高齢化

第１０回少子化の諸問題と対策

第11回高齢化社会の諸問題

第12回日本型福祉社会

第１３回老後の生活について－新しい試み

第１４回現代の親子／家族の諸問題

第１５回まとめ

－２４６－



区分 専門教育科目群一専門共通科目

授業科目 コミュニケーション文化論Ａ

(英訳） (InvitationtoMediaandCulturalStudiesA）

担当教員 谷口重徳

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必 選別 必修･選択必修Ｇ詞も
【授業の目的】

この授業では、私たちが身近に接している現代のメディ

ア文化を考え直すことを通して、現代社会に生きる私たち

の現実感覚や社会意識の特徴を探求します。

【成績評価の方法】

期末レポート（70％程度)、授業中の小レポート（30％程

度）などから総合的に判断します。

【教科書】

特に定めませんが、授業中にさまざまな文献を紹介して

いきます。ぜひ読んでみてください。

【参考書】

特に定めませんが、授業中にさまざまな文献を紹介して

いきます。ぜひ読んでみてください。

【メッセージ】

区分 専門教育科目群一専門共通科目

授業科目 コミュニケーション文化論Ｂ

(英訳） (InvitationtoMediaandCulturalStudiesB）

担当教員 谷口重徳

単 位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次後期

必 選別 必修･選択必修Ｃ翻り
【授業の目的】

この授業では、私たちの対面的コミュニケーションに注

目しながら、現代社会に生きる私たちの現実感覚や社会意

識の特徴を探求します。

【成績評価の方法】

期末レポート（70％程度)、授業中の小レポート（30％程

度）などから総合的に判断します。

【教科書】

特に定めませんが、授業中にさまざまな文献を紹介して

いきます。ぜひ読んでみてください。

【参考書】

特に定めませんが、授業中にさまざまな文献を紹介して

いきます。ぜひ読んでみてください。

【メッセージ】

【授業概要】

現代社会のコミュニケーションのあり方は、人びとの対面的な．
ミユニケーシヨンを基礎にしながらも、不特定多数を対象としたマ
スコミュニケーションやインターネットのような電子メディアを用
いたコミュニケーション等が複雑に関係し合いながら存在していま
す。わたしたちをとりまくこのようなコミュニケーション過程が、
どのようにして人びとの社会関係や社会意識を縞成しているのかを
検討します。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回メディアとは何か？

第３回声の文化と文字の文化

第４回パーソナルコミュニケーションとマスコミュニ

ケーション

第５回映像メディアの視聴体験と想像的同一化

第６回メディア体験と「受け手」の変容

第７回メディア的現実

第８回現代社会におけるコミユニケーシヨン

第９回「トーク文化」考

第１０回「オタク文化」考

第11回電子メディアと自己意識の変容

第１２回「開示する私」～インターネットコミュニティを

考える

第１３回電子メディア時代の文化

第14回メディア文化を考える方法

第１５回まとめ

【授業概要】

他者との会話やちょっとしたやりとり、他者との関係
のつくり方などは、私たちの日常生活にとって、予想以
上に大きな意味を持っています◎本授業では、人びとの
対面的なコミュニケーションの諸相を手がかりにしなが
ら、人びとの社会関係や社会意識をどのように編成して
いるのかを検討します。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回コミュニケーションと「わたし」の意識

第３回コミュニケーションと「他者」

第４回コミュニケーションの病（１）

第５回コミュニケーションの病（２）

第６回「噌癖」と共依存

第７回親密性の変容

第８回「感情」と社会

第９回「記憶」という経験

第１０回行為と演技

第11回コミュニケーションと現実感覚

第12回社会的ネットワーク

第１３回現代社会におけるコミュニケーションの特徴

第１４回文化研究と社会学

第15回まとめ

－２４７－



区分 専門教育科目群一専門共通科目

授業科目 人文地理学Ａ

(英訳） (GeographyA）

担当教員 古関喜之

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 前期

必選別 必修･選択必修．G翻り
【授業の目的】

さまざまな分野からなる人文地理学の内容および地理学

の視点、概念、方法を学ぶことを主なねらいとする。

【成績評価の方法】

期末試験と授業中に行なう小レポートにより評価する。

【教科書】

上野和彦ほか編著2007『地理学基礎シリーズｌ地理学

概論」（朝倉書店）

【参考書】

特に指定しない。

【メッセージ】

地理学に関心を持ち、積極的に取組むことが望まれる。

出欠は取らないが、遅刻者のチェックはすることもある。

区分 専門教育科目群一専門共通科目

授業科目 人文地理学Ｂ

(英訳） (GeographyB）

担当教員 古関喜之

単 位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期

必 選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

さまざまな分野からなる人文地理学の内容および地理学

の視点、概念、方法を学ぶことを主なねらいとする。

【成績評価の方法】

期末試験と授業中に行なう小レポートにより評価する。

【教科書】

上野和彦ほか編著2007『地理学基礎シリーズｌ地理学概
論」（朝倉書店）

【参考書】

特に指定しない。

【メッセージ】

地理学に関心を持ち、積極的に取組むことが望まれる。

出欠は取らないが、遅刻者のチェックはすることもある。

【授業概要】

下記の授業計画に基づき講義を中心に授業を展開する。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回都市の地理①

第３回都市の地理②

第４回村落の地理①

第５回村落の地理②

第６回社会・福祉の地理

第７回知覚の地理①

第８回知覚の地理②

第９回生活文化・民俗の地理

第１０回不平等の地理

第11回民族・移民の地理

第１２回環境の地理

第13回まちづくりの地理

第14回地理学の資料と表現方法

第15回まとめ（期末試験）

【授業概要】

下記の授業計画に基づき講義を中心に授業を展開する。

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回地理学の歩み①

第３回地理学の歩み②

第４回地理学からみる世界①

第５回地理学からみる世界②

第６回地理学からみる世界③

第７回生産の地理①

第８回生産の地理②

第９回生産の地理③

第１０回流通・交通の地理①

第１１回流通・交通の地理②

第１２回生活行動の地理①

第１３回生活行動の地理②

第14回生活行動の地理③

第15回まとめ（期末試験）

－２４８－



－２４９－

区分

授業科目
(英訳）

担当教員

専門教育科目群一専門共通科目

都市社会学Ｂ

(UrbanSociologyB）

伊藤泰郎

【授業概要】

前半は、特に都市社会学のネットワーク研究を取り上
げ、都市における人間関係や人々の意識について実証的
に考察を行う。後半は､社会事象の空間分布から､｢距離」
や「近接性」といったものが人々の生活に与える影響を
考察する。また、実際にGISのソフトウェアを使って、既
存の統計データを地図化する作業も行う予定である。

単位数 ２単位 配当年期 ２年次後期

必選別 必修・選択必修Ｃ翻り
【授業の目的】

｢空間」と「ネットワーク」という2つの視点から、都市

や地域について考える。

【成績評価の方法】

･２/3以上の出席を必須条件とする

･授業中の小レポート、中間と期末の2つのレポートで成

績を評価する。

【教科書】

教科書は使用せず、授業の際に適宜資料を配付する。

【参考書】

なし

【メッセージ】

都市社会学に関心がある履修者だけでなく、ネットワー

ク研究や社会調査に関心のある学生にも有意義な授業にし

たいと考えている。

【授業計画】

第１回イントロダクション

第２回

第３回
ツ
ッ

ネ
、
不

トワーク論の基礎（１）

トワーク論の基礎（２）

第４回夫婦の役割とネットワーク

第５回弱い紐帯の強さ

第６回都市社会と近隣関係

第７回友人ネットワーク（１）

第８回友人ネットワーク（２）

第９回 ネットワークと社会意識

第１０回都市の空間構造（１）

第11回都市の空間構造（２）

第１２回GISソフトによる空間構造の分析（１）

第13回GISソフトによる空間構造の分析（２）

第14回GISソフトによる空間構造の分析（３）

第15回まとめ

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

専門教育科目群一専門共通科目

都市社会学Ａ

(UrbanSociologyA）

伊藤泰郎

【授業概要】

都市社会学Ａでは、都市社会学の展開を追いながら基

本的な概念について講述する。

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次前期

必選別 必修･選択必修極W、
【授業の目的】

都市社会学の基本的な諸概念について理解を深めるとと

もに、「都市」をとらえるための自分なりの資格を習得す

ることを目標にする

【成績評価の方法】

．２/3以上の出席を必須条件とする

･授業中の小レポートと学期末の試験で成績を評価する。

【教科書】

教科書は使用せず、授業の際に適宜資料を配付する。

【参考書】

なし

【メッセージ】

先人たちが様々な概念や理論によって何をとらえようと

したのか考えてみよう。

【授業計画】

第１回イントロダクション

第２回シカゴ学派（概略、調査・モノグラフ）

第３回シカゴ学派（社会事象の地図化）

第４回シカゴ学派（人間生態学）

第５回アーバニズム論の展開と下位文化論

第６回第三空間論と正常人口の正常生活

第７回結節期間と専門処理システム

第８回地域移動（日本社会の動向）

第９回地域移動に関する諸理論

第１０回同郷会と県人会

第１１回人口の流入と地域社会の変容

第12回町内会と地域集団

第13回都市の発展類型

第１４回脱産業化と世界都市化

第15回まとめ



区分 専門教育科目群一専門共通科目

授業科目 地域社会学Ａ

(英訳） (RegionalandCommunityStudiesA）

担当教員 池本良教

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 前期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

身近な地域から国境を越えて連携した地域まで広範囲に
わたる地域社会の領域の歴史的展開と理論を理解し、今日

の地域社会を把握する基本的な枠組みを獲得する。

【成績評価の方法】

出欠、レポート ､ 試験の結果で総合的に判断する

【教科書】

使用しないが講義中に資料を適宜提供する

【参考書】

講義中に適宜紹介する

【メッセージ】

レポートと試験は板書・資料に基づいて実施する

区分 専門教育科目群一専門共通科目

授業科目 地域社会学Ｂ

(英駅） (RegionalandCommunityStudiesB）

担当教員 池本良教

単位数 ２単 位 配当年期 ２年次後期

必選別 必修･選択必修‘G翻り
【授業の目的】

身近な地域から国境を越えて連携した地域まで広範囲に

わたる地域社会の領域の歴史的展開と理論を理解し、今日

の地域社会を把握する基本的な枠組みを獲得する。

【成績評価の方法】

出欠、レポート、試験の結果で総合的に判断する

【教科書】

使用しないが講義中に資料を適宜提供する

【参考書】

講義中に適宜紹介する

【メッセージ】

レポートと試験は板書・資料に基づいて実施する

【授業概要】

地域社会の歴史と理論を、生産力と社会発展の関連の

なかに位置づけて理解することを通じて、その問題を把

握し課題を展望する。

授業はレクチャー・教材(写真やビデオなど)の視聴と

ディスカッションで構成する。

【授業計画】

Ｉ地域社会学概論

第１回地域社会とは

第２回地域社会学・農村社会学・都市社会学

Ⅱ地域社会の歴史的理解

第３回人類史と社会(生産力論と技術論）

第４回社会発展史

第５回四大文明と古代社会の形成

第６回日本における古代社会

第７回近代化と産業革命・市民革命

第８回明治維新と日本の近代化

第９回近代化と都市化

第１０回郊外論と近郊論

第11回現代における地域社会の諸相

Ⅲ地域社会の学説的理解

第12回シカゴ学派の都市社会学

第13回都市化と地域社会（田園都市論と「ニュータウ

ン｣）

第１４回世界都市と国際化社会(世界システム論）

第15回まとめ：地域社会と地域社会学の展望

【授業概要】

人々は地域社会の中で、経済や社会、教育や福祉、自然環境・社

会環境などの諸問題に対して、あるべき水準を獲得・実現するため

に、家族の問題やまちづくり、地域開発などの地域の問題・課題に

どのように対応していくのか。地域社会の現状をどう解釈し、問題

や課題にどう対処するかについての方法を理解し、事例研究で問題．

課題を抽出し、いくつかの論点について検討する。

【授業計画】

Ｉ導入的ケーススタディ（地域間比較）

第１回世界遺産と地域住民

Ⅱ空間論的解釈

第２回地域活性化、まちづくり

第３回地方自治制度と市町村合併・道州制

第４回ヨーロッパの土の文化と日本の木の文化

Ⅱ文化論的解釈

第５回カルチュラル・スタデイーズ

第６回「祭り」の歴史と地域的連関

第７回近代化と文化・芸術

Ⅳ人口論的解釈

第８回人口規模と地域社会の範囲

第９回人口理論

第１０回少子高齢化と人口問題

Ｖ環境論的解釈(開発と発展）

第11回経済成長における開発か環境かの選択

第12回食糧と資源をめぐる植物の選択

第13回地域社会と生活様式

Ⅵ社会システムとしての解釈(社会の構造とシステム展

開）

第14回多様性と共生

第15回まとめ

－２５０－



区分 専門教育科目群一専門共通科目

授業科目 環境社会学Ａ

(英訳） (EnvironmentalSociologyA）

担当教員 山本昌弘、

単位数 ２単 位 配当年期 ２ 年 次 前期

必選別 必修･選択必修笹W、
【授業の目的】

環境問題の社会科学的な側面、その解決についてもリア
ルな社会認識の中で可能であることを学ぶ。

【成績評価の方法】

記述試験結果など

【教科書】

使用しない

【参考書】
アル・ゴア「不都合な真実」（ＤＶＤ・パラマウント・ホーム)､アル・

ゴア「不都合な真実・ＥＣＯ入門編」（ランダムハウス講談社)、アル。

ゴア「不都合な真実」（ランダムハウス講談社)、加藤栄一「現代資本

主義と福祉国家」（第九章のみ推薦）（ミネルヴァ書房）飯沼二郎「農

業革命論」（未来社)、「転換点に立つ有機農業」（｢農業と経済」２００９

年４月臨時増刊号・昭和堂）

【メッセージ】
映画「不都合な真実」を見ていない方は、まずご覧ください。その

内容を詳しく知りたい方は、「不都合な真実」の本も出版されていま

すから､ご一読ください（｢参考稗」欄参照)。しかし､｢不都合な真実」

'よ環境問題をあま')社会科学的な現象としては捉えていません。本講

義では環境問題が社会科学的現象である点の理解を深めてもらうこと

を目的に行います。

区分 専門教育科目群一専門共通科目

授業科目 環境社会学Ｂ

(英訳） (EnvironmentalSociologyB）

担当教員 山本昌弘

単位数 ２単 位 配当年期 ２ 年 次後期

必 選別 必修･選択必修Ｃ翻り
【授業の目的】

社会と環境との関係について日本農業の展開を切り口に

して理解を深める。

【成績評価の方法】

記述試験結果など

【教科書】

使用しない

【参考書】

晦峻衆三『日本農業史」（有斐閣選書）

【メッセージ】

一次的自然の保全とともに人間の手が加わった里山やた

め池・水田など２次的自然の保全はわれわれにとってきわ

めて重要な課題であるが、農業はこの２次的自然の保全に

とって決定的な役割を果たしている。そこで､本講義では、

わが国における農業の歴史・現状・課題を環境との関わり

を踏まえつつ講述したい。

【授業概要】

環境問題の発生を高度経済成長システムとしての20世

紀福祉国家システムとの関連で講述する。併せて、伝統

社会における環境と人間との関わり、現代における環境

と人間との新たな調和を求める取り組みとその課題など

についても述べる。

【授業計画】

第１回伝統社会における環境と人間（１）：中世ヨーロッパを中心

として（三剛式の時代）

第２回伝統社会における環境と人間（２）：中世ヨーロッパを中心
として（轄栽式の時代）

第３回伝統社会における環境と人間（３）：日本を中心として（中
世の生産様式）

第４回伝統社会における環境と人間（４）：ｕ本を中心として（太
閤検地と生産様式）

第５回福祉国家システムにおける環境と人間（１）：資本主義の形
成と19世紀自由主義国家システム（産業革命と「小さな政府｣）

第６回福祉国家システムにおける環境と人間（２）１９世紀自由主

義国家システムと経済成長・環境問題

第７回福祉国家システムにおける環境と人間（３）：２０世紀福祉国

家システムと経済成長・環境問題（｢大きな政府」・重化学工

業化・高度経済成長）

第８回福祉国家システムにおける環境と人間（４）：２０世紀福祉国
家システムの再編（新自由主義の台頭と格差社会・途上国の

経済成長と環境問題）

第９回現代における環境と人間（１）：近代化政策の時代
第１０回現代における環境と人間（２）：環境政策の時代（ヨーロツ

パ）

第１１回現代における環境と人間（３）：環境政策の時代（日本）

第12回現代における環境と人間（４）：有機農業運動とフェアト

レード①

第13回現代における環境と人間（５）；有機農業運動とフェアト

レード②

第14回現代における環境と人間（６）：グリーンツーリズム

第15mまとめ

【授業概要】

日本資本主義論や地主制理論、農民層分解論など日本

の社会科学の古典的成果にも学びながら、幕藩体制期以

降の農業の歩みを環境や経済・政治体制などとの関わり

で講述する。併せて、日本農業の現状について農産物市

場の状況や農業政策の動向などを踏まえて述べる。

【授業計画】

第１回第２次世界大戦前の農業と環境（１）：幕藩体制下の農業と

環境

第２回第２次世界大戦前の農業と環境（２）：地租改正と明治農法

の形成

第３回第２次世界大戦前の農業と環境（３）：日本資本主義と地主

制の形成と貧困問題

第４同第２次世界大戦前の農業と環境（４）：戦時経済と食柵管理

制度の形成

第５ 第２次１１t界大戦後の農業と環境（１）：農地改革と自作農制

度の創出

第６回第２次世界大戦後の農業と環境（２）：農業基本法の制定

第７回第２次世界大戦後の農業と環境（３）：近代農法と環境問題

第８回第２次世界大戦後の農業と環境（４）：食料・農業・農村壁

本法の制定．

鋪９回日本農業の現状と課題（１）：水田農業の現状・課題

第１０回日本農業の現状と課題（２）：青果物流通の現状・課題

第llInI日本農業の現状と課題（３）：畜産物流通の現状・課題

第12回日本農業の現状と課題（４）：農産物貿易の現状・課題

第l3ImI日本農業の現状と課題（５）：農地政策の現状・課題

第１４回日本農業の現状と課題（６）：農業担い手育成策の現状・課

題

第15回まとめ
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区分 専門教育科目群一専門共通科目 【授業概要】

授業科目
(英訳）

数理社会学Ａ

(MathematicalSociology）

数理社会学Ａでは，行為の「意図せざる結果」や人々

のあいだの相互行為をモデル化することを考える。

担当教員 津田善太郎

単 位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 前期 【授業計画】

必 選別 必修･選択必修画翻り 平成22年度は開講せず。

【授業の目的】

数理的な方法を用いて，社会現象をモデル化するための

考えかたを学ぶ。

【成績評価の方法】

学期末の試験による

【教科書】

小林淳一・木村邦博編「考える社会学」ミネルヴァ書房

【参考書】

授業中に紹介する

【メッセージ】

ところどころで数学が出てくるが，毎回の授業で出てく

るわけではないし，高校で学習した範囲は決して越えない

のでその点は安心されたい。

区分 専門教育科目群一専門共通科目 【授業概要】

授業科目 数理社会学Ｂ
数理社会学Bでは，集団・組織現象や，全体社会に力、

かわる現象のモデル化を考える。
(英訳） (MathematicalSociology）

担当教員 津田善太郎

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 後期 【授業計画】

必 選別 必修･選択必修α翻り 平成22年度は開講せず。

【授業の目的】

数理的な方法を用いて，社会現象をモデル化するための

考えかたを学ぶ。

【成績評価の方法】

学期末の試験による

【教科書】

小林淳一・木村邦博編「考える社会学ｊミネルヴァ書房

【参考書】

授業中に紹介する

【メッセージ】

ところどころで数学が出てくるが，毎回の授業で出てく

るわけではないし，高校で学習した範囲は決して越えない

のでその点は安心されたい。

－２５２－
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区 分

授業科目
(英訳）

担当教員

専門教育科目群一専門共通科目

歴史社会学Ｂ

(HistoricalSociologyB）

津田善太郎

【授業概要】

ナショナリズムとネーションの観念の起源と類型につ

いて,典型的な諸国をとりあげて紹介する。授業の後半

では,グローバリゼーションの進展が今後,国民(ネーショ

ン）の観念にどのように影響をおよぼすかについて考え

る ◎

単位数 ２単位 配当年期 ３年次後期

必 選別 必修･選択必修･唾５，
【授業の目的】

｢国家」「国民」などの観念はときに悲惨な戦争を引き起

こすこともある不思議な魔力を持っているが，その正体は

暖昧漠糊としている。歴史社会学Ｂでは．1980年代以降に

生まれた新しい社会理論を用いて，ナショナリズムの起源

と現代的意味を考える。

【成績評価の方法】

学期末の試験による

【教科書】

プリントを配付する

【参考書】

授業の度に紹介する。また，ベネデイクト・アンダーソ

ン／白石隆・白石さや訳，2007,『定本想像の共同体：ナ

ショナリズムの起源と流行」（書籍工房早山）は毎回のよ

うに引用する．

【メッセージ】

この授業を参考に，いろいろな時代の普通の人々の生活

について想像をふくらましてくれたらさいわいである。

【授業計画】

回
回
回
回

１
２
３
４

第
第
第
第

国家の諸形態：帝国・都市国家・国民国家

ナショナリズムと伝統の発明

祖国の統一一ドイツ・ナショナリズムの起源

中南米諸国の独立一クレオール・ナショナリズ

ムと公定ナショナリズム

第５回フランス第三共和制下でのフランス革命礼賛一
シヴイック・ナショナリズムとエスニック・ナ

ショナリズム

第６回２０世紀はじめの世界一欧米列強の世界分割と帝

国主義の出現

第７回アメリカ合衆国と「忠誠の誓い」－多民族国家

を統一するということ

第８回大日本帝国の植民地支配一多民族国家論と単一

民族国家論

第９回ファシズムの社会心理

第１０回グローバル化とナショナリズム’一経済グロー
バリズム

第11回グローバル化とナショナリズム２－「国家の退

場」

第12回ユーゴスラビア内戦の意味一グローバル化とエ

スニック・ナショナリズムの復活

第13回ポストコロニアリズムの思想

第14回現代日本のエスニック・マイノリテイ

第１５回まとめ

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

専門教育科目群一専門共通科目

歴史社会学Ａ

(HistoricalSociologｙ Ａ）

深田善太郎

【授業概要】

社会生活の基本的なパターンはそう簡単に変化するも
のではない。とはいえ,数世紀やそれ以上をかけると，人々
の生活は確実に変化する。授業の前半ではこうした「長
期持続」とその変化を述べる
後の社会生活の変化と，とく

。後半は近代資本主義成立
に欧米文化を受容した近代

日本の社会生活の変化を中心に述べる。

単位数 ２単位 配当年期 ３年次前期

必選別 必修･選択必修鍾狗
【授業の目的】

私たちが当たり前と思っていることも．時代や社会がち

がうと’当たり前でないことはいくらでもある。この授業

では，歴史的な社会生活の変化をとりあげ，現代の社会生

活の決して当たり前ではない特徴を考えることである

【成績評価の方法】

学期末の試験による

【教科書】

授業でプリントを配付する

【参考書】

授業のなかで紹介する

【メッセージ】

この授業を参考に，いろいろな時代の普通の人々の生活

について想像をふくらましてください。

【授業計画】

第１週時間観念の変化：定時法と不定時法

第２週歴史人口学：「長期持続」と人口革命

第３週農耕の歴史：栽培植物の起源と伝播

第４週伝統家族と近代家族：日本の「家」制度につい

て

第５週子どもの誕生：ヨーロッパにおける近代家族の

出現

第６週西洋都市の歴史：城壁に囲まれた都市

第７週日本都市の歴史：村と町とのちがい

第８週ヨーロッパ世界の拡大と資本主義経済の成立

第９週礼儀作法の変化：エリアスの「文明化」論

第10週公衆衛生と医療：「清潔」観念の発展

第11週学校生活の変化と公教育の出現

第12週翻訳語成立事情：日本における欧米文化の受容

第13週労働生活と企業形態の変化：「日本的経営」の成

立

第14週柳田園男「明治大正史世相編』を読む

第15週まとめ
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区分

授業科目
(英訳）

担当教員

専門教育科目群一専門共通科目

地域連携論Ｂ

(CommunitySOciOlOgyB)：

山本昌弘

：【授業概要】『
；アブ'ﾘ＃力、東南アジア、中国､ヨーロッパ、日本を例にときり?、世
I界各地の家族･村落の特徴を明らかにする。アフリカでは共同体に
:よる共食恨行の存在が､､中国では親族の柔軟なネットワークの存在

iが､注目されるであろう｡日本に目を転じれば､意外な臆どに直系,家族制がわれわれを縛っていることに気がつくである.う。妓後に、
噸界集落とも言われている中山間地集落の現状型可能性・課題につ
|いて講述する。

単位 数 2ノ単位 配当年期 ３f年次後期

必選別 必修･選択必修Ｇ詞う
【授業の目的】

地域とは何か？地域の個性とは？地域における開発

とは？限界集落における人々のくらしの望ましい方向は

,いずこか？など、今日的な地域問題の基礎を学ぶことを目
的とする。

｜【成績評価の方法１

I記述試験結果など

Ｉ教科簿】

.使用しない

【参考書】

杉村和彦『アブ'リカ農民の経済」（世界思想社）落合恵美

子ほか「アジアの家族とジェンダー』（勤草書房）玉真之

介｢グロ‘－リゼーシヨンと日本農業の基層構造｣(筑波普房）

Ｉメッセージ】
現在の地域問題を考える上で必要な社会学の知見を紹介する。本講

義を貫くコンセプトは．世界のそれぞれの地域には地域固有の慣習に

基づく家族制度と村落制度が存在し、それらが一体となって「地域」

が形作られている点に留意すべきであるとの考え方である。もちろ

ん、このコンセプトは､「地域」が歴史の中で絶えず変化することを

否定するものではないが、地域性を無視して、激烈な市場原理・競争

'原理の中で地域が変化することを求める立場とは見解を異にする。

【授業計画】

Ｉ第１;回地域問題を把握する視点

第２ﾉ回アフリカの家族･村落（１）

第３回アプリj力の家族“村落,（２）

第４回東南アジアの家族ｐ村落;（Ｌ）

第５，回東南アジアの家族・村落;（２Ｉ）

'第6回中国の家族･村落(1)！
1第届回中国の家族…村落（２）

第８回；ヨーロッパの家族・村落（11）

i第９回ヨーロッパの家族・村落（２）
:第１０回ｊわが国の家族・村落（１）

第１１回わが国の家族や村落（２）

;第１２回ｉわが国の現代中山間地論;（l』）

;第１３回；

i第１４回ｉ

儲15回

わが国の現代中山間地論（２）

わが国の現代中山間地論（３）

ま とめ．

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

専門教育科目群一専門共通科目

地域連携論Ａ

(CommunitySociologyA）

山本昌弘

【授業概要】

本講義では、人々の地域における連携のあり方につい
て歴･史的?考察と現状分析の中で検討する。具体的には、
,ヨーロッパ近代の中から生まれた協同組合運動の実践や
その思想の歩みとわが国産業組合運動などの協同組合運
i動の軌跡を講述し、さらにわが国協同組合運動の到達点、
｢現代の地域再建運動の概要について述べる。

単位数 2。単位 配当年期 ３ 年 次 前期

必選 別 必修･選択必修G翻り
【授業の目的】

地域再建にとって不可欠な協同組合に関するこれまでの

歴史的な経験・知見を学ぶことを目的とする。

【成績評価の方法Ｉ

記述試験結果など

【教科書】

使用しない

【参考書】

田中秀樹「地域づくりと協同組合運動』（大月書店）河野

直践「協同組合入門』（創森社）

【メッセージ１

資本主義の中から生まれた協同組合の思想と実践は、伝．

統的な共同体の喪失が進むわが国の２１世紀において、新た

な共同体の運動として、近年、重要度を高めています。共

同体の運動は、時には個人の圧殺などの負の側面も生みや

すいのですがミ「自立した個人の共同体」という永遠の理

想に向けて試行錯誤の過程を学びましょう。

;【授業計画ル

第１回協同組合運動の歴史…思想（１）：資本主義の形

成と協同組合運動．

第２回協同組合運動の歴史･思想（２）：ヨーロッパ①

第３回協同組合運動の歴史や思想』（３）：ヨーロッパ②

第４回協同組合運動の歴史･思想（４）：日本①

第５回協同組合運動の歴史･思想（５）：日本②

第６回わが国の協同組合組織の特徴､（１）農協①

第７回わが国の協同組合組織の特徴（２）農協②

第8回わが国の協同組合組織の特徴（３‘）生協①

第９回わが国の協同組合組織の特徴″（４）生協②

'第１０回ｆわが国の協同組合組織の特徴．（５）ワーカーズ

コレクテイブ

第１１回現代の地域再建運動（１）都市①

第１２回現代の地域再建運動（２）都市②

第13回現代の地域再建運動（３）農村①

‘第１４回現代の地域再建運動（４）農村②

:第15回まとめ



区分 専門教育科目群一専門共通科目

授業科目 地域環境論Ａ

(英訳） (AreaEnvironmentA）

担当教員 北川建次

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次 前期

必選別 必修･選択必修唾罰う
【授業の目的】

地域環境のうち都市の地域環境について立地、機能、構

造等について学習する。

【成績評価の方法】

試験60％、出席状況30％、普段の受講態度１０％などから

評価する。

【教科書】

現代都市地理学北川建次他古今書院

【参考書】

現代都市地理学北川建次他古今書院

【メッセージ】

日々の授業をよく復習すること

区分 専門教育科目群一専門共通科目

授業科目 地域環境論Ｂ

(英訳） (AreaEnvironmentB）

担当教員 北川建次

単 位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次後期

必 選別 必修･選択必修毎翻り
【授業の目的】

地域環境のうち都市の地域環境を知る。

【成績評価の方法】

試験60％、出席状況30％、普段の受講態度10％などから

評価する。

【教科書】

現代都市地理学北川建次他古今書院

【参考書】

現代都市地理学北川建次他古今書院

【メッセージ】

日々の授業をよく復習すること

【授業概要】

日本の環境についてとくに都市を学習し、高校よりよ

り深い内容を学習する。．

【授業計画】

第１回都市とは何か

第２回〃

第３回都市の立地’

第４回都市の立地２

第５回都市の歴史的発展過程古代

第６回〃 中世

第７回〃 近世

第８回〃 近代

第９回都市の機能’

第10回都市の機能２

第11回都市の商業機能

第１２回都市の工業機能

第１３回都市の社会機能

第14回都市の文化機能

第15回都市の政治機能

【授業概要】

日本の都市について、構造、都市問題、都市計画、町

づくり等について学習する。

【授業計画】

第１回都市の地域構造’

第２回都市の地域構造２

第３回都市の地域構造３

第４回日本の都市構造’

第５回日本の都市構造２

第６回アジアの都市構造’

第７回アジアの都市構造２

第８回ヨーロッパの都市構造’

第９回ヨーロッパの都市構造２

第１０回アメリカの都市構造’

第11回アメリカの都市構造２

第12回都市計画’

第13回都市計画２

第14回町づくり’

第15回町づくり２

－２５５－



区 分 専門教育科目群一専門共通科目

授業科目 社会心理学Ａ

(英訳） (SocialPsychologyA）

担当教員

単位数 ２単位 配当年期 ２年次 前期

必選別 必修･選択必修画罰う
【授業の目的】

社会心理学の基礎について理解を深める。

【成績評価の方法】

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

区分 専門教育科目群一専門共通科目

授業科目 社会心理学Ｂ

(英訳） (SocialPsychologyB）

担当教員 山田陽子

単位数 ２単位 配当年期 ２年次後期

必選別 必修･選択必修Ｇ濁り
【授業の目的】

社会心理学について理解を深める

【成績評価の方法】

試験とミニ課題によって総合的に評価する

【教科書】

遠藤由美編.2009．「社会心理学一社会に生きる人のいとな

みを探る」ミネルヴァ書房

【参考書】

【メッセージ】

人は誰しも、他者との関わりの中で生きています。他者

と関係を築く中で、人間の心理や行動がどのような影響を

受けるのか、ともに学びましょう。

【授業概要】

【授業計画】

平成22年度は開講せず。

【授業概要】

他者との関わりの中で人間の心理や行動がどのように

規定されるのかについて知る

【授業計画】

第１回社会的自己①「自分」を知るとは

第２回社会的自己②自己評価

第３回社会的自己③自己呈示

第４回社会的自己④自己制御

第５回社会的影響①同調行動

第６回社会的影響②少数派vs多数派

第７回社会的影響③権威への服従と抵抗

第８回態度①態度とは

第９回態度②態度変容

第１０回説得①説得とは

第１１回説得②説得とマスメディア

第12回群衆心理と流行

第13回集団

第１４回ステレオタイプ

第15回まとめ

－２５６－



－２５７－

区分

授業科目
(英訳）

担当教員

専門教育科目群一専門共通科目

人権と社会Ｂ

(HumanRightsandSocietyB）

伊藤泰郎

【授業概要】

Bでは被差別部落を中心に取り上げる。まず、被差別
部落の現状と差別の実態について講述した後、被差別部
落の歴史について講述する。被差別部落出身者の方の講
演も予定している。また､ホームレスの人々､ＨＩＶ感染者・
AIDS患者、セクシャルマイノリテイについても取り上げ
たい○

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次 後期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

日本社会の事例をもとに人権について考える。社会の一

員として、また自分の問題として、履修者それぞれが人権

について考える核になるものを作り上げることを目標にし

たい◎

【成績評価の方法】

･２/3以上の出席を必須条件とする

･授業中の小レポート、フィールドワークや外部講師を招

いた授業のレポート、学期末のレポートで成績を評価す

る 。

【教科書】

教科書は使用せず、授業の際に適宜資料を配付する。

【参考書】

なし

【メッセージ】

知識の習得は必要なことであるが、それを自分なりにと

らえ直すことが大切である。

【授業計画】

第１回イントロダクション

第２回被差別部落の現状と差別（１）

第３回被差別部落の現状と差別（２）

第４回日本の被差別身分

第５回日本の被差別身分

第６回被差別部落と近代

第７回被差別部落と近代

１
１
１
１

１
２
１
２

く
く
く
く

:中世まで

:江戸時代

:明治以降の状況

:戦前の運動

第８回戦後の運動と同和対策事業

第９回被差別部落のこれからに向けて

第１０回講演

第11回ホームレスの人々の現状と支援活動

第１２回ＨＩＶ感染者・AIDS,患者に対する差別

第13回セクシヤルマイノリテイ（１）

第１４回セクシヤルマイノリテイ（２）

第15回まとめ

区分

授業科目
(英訳）

担当教員

専門教育科目群一専門共通科目

人権と社会Ａ

(HumanRightsandSocietyA）

伊藤泰郎

【授業概要】

Ａでは在日コリアンを中心に取り上げる。渡日や日本

への定住の歴史、広島での被爆、生活や差別の状況、権

利の保障などについて講述するとともに、在日コリアン

の方の講演やフィールドワークも予定している。また 、

ハンセン病元患者に対する差別についても取り上げたい。

単 位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期

必 選別 必修・選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

日本社会の事例をもとに人権について考える。社会の一

員として、また自分の問題として、履修者それぞれが人権

について考える核になるものを作り上げることを目標にし

たい○

【成績評価の方法】

･２/3以上の出席を必須条件とする

･授業中の小レポート、フィールドワークや外部講師を招

いた授業のレポート、学期末のレポートで成績を評価す

る

【教科書】

教科書は使用せず、授業の際に適宜資料を配付する。

【参考書】

なし

【メッセージ】

知識の習得は必要なことであるが、それを自分なりにと

らえ直すことが大切である。

【授業計画】

第１回イントロダクション

第２回渡日の歴史（１）：日本の植民地支配

第３回渡日の歴史（２）：日本への渡航過程

第４回軍都麿島の形成

第５回渡日の歴史（３）：強制連行

第６回朝鮮人被爆者

第７回戦後の生活と差別の状況（１）

第８回戦後の生活と差別の状況（２）

第９回在日外国人と社会保障

第１０回在日外国人の参政権と公務就任権

第11回民族教育と教育の権利

第１２回フィールドワークと講演

第13回ハンセン病元患者に対する差別（１）

第14回ハンセン病元患者に対する差別（２）

第15回まとめ



＝２５８－

授業科目
(英訳）

ボランティアとNPOの社会学
▽－■

(SOCiologyofVolunteerandNPO）

担当教員 田中里美

巣 使数 ２単位 配当耳期
F-勺竿＆〆

ｌ 年次通年

必 選別 必修６選択型 修‘<霞R）

【授業の目的】

少子高齢化↓グローバル化と地域での国際化の進行
して公的財政の逼迫がますます進む時代にあって、ポ

そ
ン

Ｌ
フ

悪刺四皇蹴I蕊織畷認総識字
シテイアやNPOの理念を学び、また、その実践について、
ボランティアやNPOの分野で活躍中の方々から直接お話
を伺い
ること

ボラ

ことを
みまし

、さらに、実際に学生自身がボランティアを体験す
を通して､その意義と現状について理解を深めます。

縦７蓑繍ぅ鰯望郷漂難識：
よ

■、

つｏ

【成績評価の方法】

講義の受講状況、ボランティアの実践とその報告から総
合的に評価します

【教科書】

講義で紹介します。

【参考書】

講義で紹介します。

【メッセージ】
巴｡司守酢ト

ー豊年を通じた能動的j鞍参加を期待します。
＝－口－＝-÷づβαご●①字画一一■ロー●○口●ーａ宙令～~－~－４●年B~aL-~÷勾毛ﾀ･■釦一句ｬ弓●－－千一-一一一ﾆｰｰｰｰｰ‐ﾆｰ△__一一一一Lー一一一_一.･手p一・.一一一一や一一・｡｡q●－－一・二

【授業計画】

１
２
．
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
ｕ
廻
過
皿
叫
焔
一
遍
Ⅳ
肥
田
加
副
詑
認
塑
妬
鎚
諏
羽
羽
釦

第
第
塞
第
第
第
第
第
第
第
蕊
第
第
第
鑑
寵
弟
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
一

時

週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
週
一

ボランティアとは何か
ＮＰＯとは何か
ボランティア‘ＮＰＯに参加する人々
身近なボランティア団体を探索してみよう
ボランティア・ＮＰＯ団体主催者のお話
同上
同上
同上
どんなボランティアをやってみたいか
ボランティアコーディネートを受けてみる
ボランティア先の決定
ボランティア先について調べてみる
ボランティアの心榊え
ボランティア先との連絡
前期のまとめ
ボランティア

イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ

ー
テ
ー
ナ
｝
テ
ー
テ
テ
・
テ
テ
ー
テ
ー
ア
テ
ー
テ
ー
ア
テ

ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン

ラ
ー
フ
・
ラ
ー
フ
・
ラ
ー
フ
ー
フ
ー
フ
ー
フ
ラ
ラ
ラ
ー
フ

ボ
”
ボ
ボ
ボ
・
ボ
ボ
ボ
ボ
ボ
ボ
ボ
ボ
ボ

まとめ

ア
ア
ア
、
ア
ア
ア
ア
ア
ア
ア
ア
ア
ア

番
書
告
会
会
会
会
会
会
会
書
脅
替
啓
一

告
告
報
告
告
告
告
告
告
告
告
告
告
告
一

報
報
の
報
報
報
報
報
報
報
報
報
報
報
一

験
験
践
験
験
験
験
験
験
験
験
験
験
験
一

体
体
実
体
体
体
体
体
体
体
体
体
体
体
》

の作成ｌ
の作成２
会（体験者
に向けた準
に向けた準
に向けた準
に向けた準
に向けた準
(学内外の聴
の反省
の作成３
の作成４
の作成５
の印刷

で
向

士
１
２
３
４
５
に

同
備
備
備
備
備
衆

）

けて）

区分

授業科目

(英訳）

社会学文献講読

(ReadingofSociologicalLiterature）

担当教員
｡

前期田中里美後期山田陽子

単位数 ２単位 配当年期 ３ 年 次通年

必選別 ……_一一雌j選択迦豊〈選、一一一…
【授業の目的】

英語で書かれた社会学の文献を読みぃ内容を理解する。

【成績評価の方法】

前期：授業への取組み（出席状況､テキストの読み､レジュ

メの準備、報告の仕方）によって評価する

【教科書】

WimVanOorschOt丁MichaelOpielkaBirgitPfaUEffinger,，
2008.Ｃ"""”α"ｄ”e脆”S蚊彪,EdwardElgar

【参考書】

※英語辞書必携

【メッセージ】

現代社会に関する知の多くが英語で産出されている現状

を踏まえ、英語を通して情報収集し、考える力を身に付け

エ&裳ま_し域p……一一……_一 ？

【授業計画】

前期

第１回CUlmralfbundatiOnsOfthewelfar℃state:ideasofthegood

第２
第３
第４
第５

蕊９
第８
第９
第ｉＯ
第１’
第１２

第１３

謡：

瀞
第２
第４
第５
第６
第７
第８
第９
第１０
第１１
第１２
第１３
第１４

蕊L5l

回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回
》

society（１）
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
WorldSofwelfareCulture（１）
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
まとめ

Culturalchangeandwelfarerefbrm（１）
(２
(3)
(4)
(5)
(6)

PopuIarwelfarevaluesandbeliefS（）
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
まとめ

－１巳や｡．．トマーや－‘‐→一・‐＝-企”‐二-－－牢．｡●．_．｡．｡，‐－，‐!，－．，，．．－－－．Ｉ



－２５９－

,区 分

授業科目

(英訳）

担当教員

専門教育科目群一専門共通科目

地誌学Ｂ

(TopographyB）

古関喜之

【授業概要】

下記の授業計画に基づき講義を中心に授業を展開する。

単位数 ２ 単 位 配当年期 ３年次後期

必選別 必修・選択必修．G翻り
【授業の目的】

台湾の地理的位置、自然環境、民族構成についての理解

を深めることを目指す。

【成績評価の方法】

期末試験と授業中に行なう小レポートにより評価する。

【教科書】

特に指定しない。プリントを適宜配布する。

【参考書】

特に指定しない。

【メッセージ】

参加者には、何らかの具体的な現象に注目した上で、自

分なりの理解や判断を編み出す努力を期待したい。さらに

は、休暇等を利用して自主的に農山村や海外を旅行してほ

しい。出欠は取らないが、遅刻者のチェックはすることも

ある ◎

【授業計画】

第１回ガイダンス

第２回台湾の範囲

第３回地理的位置と自然環境

第４回地理的位置と人文環境

①
②
①
②

形
形
候
候

地
地
気
気

回
回
回
回

５
６
７
８

第
第
第
第
第９回台湾原住民①

第１０回台湾原住民②

第１１回台湾原住民③

第１２回祖籍別分布と原郷の生活様式①

第13回祖籍別分布と原郷の生活様式②

第14回祖籍別分布と原郷の生活様式③

第１５回まとめ（期末試験）

区 分

授業科目
(英訳）

担当教員

専門教育科目群一専門共通科目

地誌学Ａ

(TopographyA）

古関喜之

【授業概要】

下記の授業計画に基づき講義を中心に授業を展開する。

単 位数 ２ 単位 配当年期 ３ 年 次 前期

必選別 必修･選択必修錘⑰
【授業の目的】

日本統治時代の台湾および戦後の台湾の農業、工業につ

いての理解を深めることを目指す。

【成績評価の方法】

期末試験と授業中に行なう小レポートにより評価する。

【教科書】

特に指定しない。プリントを適宜配布する。

【参考書】

特に指定しない。

【メッセージ】

参加者には、何らかの具体的な現象に注目した上で、自

分なりの理解や判断を編み出す努力を期待したい。さらに

は、休暇等を利用して自主的に農山村や海外を旅行してほ

しい。出欠は取らないが、遅刻者のチェックはすることも

ある０

【授業計画】

第１回人口とその構成

第２回日本の統治政策

第３回基礎建設

第４回農業の近代化

第５回 ･二八事件

第６回国民党政権による支配体制

第７回台湾の民主化

第８回戦後の農業政策

第９回バナナ産地

第１０回マンゴー産地

第１１回高接ぎナシ産地

第１２回台湾における工業の展開

第13回台湾工業の地理的分布

第１４回海外投資の現状

第１５回まとめ（期末試験）



区 分 専門教育科目群一専門共通科目

授業科目 自然地理学

(英訳） (PhysicalGeography）

担当教員 後藤秀昭

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 前期

必選別 必修･選択必修．G翻り
【授業の目的】

自然地理学の基礎的な知識・技能を身に付けることを目

的とする。

【成績評価の方法】

期末試験、授業中の小レポート、出席状況などから総合

的に評価する。

【教科書】

プリント使用

【参考書】

町田洋・小島圭二編（1986）「自然の猛威」岩波書店，

大矢雅彦ほか（1996）「自然災害を知る・防ぐ」古今書院，

小島圭二（1993）「自然災害を読む」岩波書店

【メッセージ】

自然災害を軽減するのは，正しい知識と賢明な行動で

す。地理学から自然との共生を考えましょう。

区分 専門教育科目群一専門共通科目

授業科目 日本史

(英訳） (JapaneseHistory）

担当教員 下向井龍彦

単位 数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 前期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

本講義では、苗字、地名、「日本」の始まり、学校朝礼

と古代の儀式､日本が島国であること､歴史教育とヒーロー

など、身近な事柄を通して、歴史を身近なものとしてとら

える眼差しを養うことを目標とする。

【成績評価の方法】

受講開始日に提出する受講前課題レポート。

3回行う、講義要約レポート

【教科書】

毎回、プリント配布。

【参考書】

受講前課題テキストは、下向井龍彦

｢武士の成長と院政』（講談社日本の歴史072001年）第

1章

【メッセージ】

受講希望者は、事前にレポートを提出すること!！

【授業概要】

環境変化のひとつである地形変化は，突発的なことが

多く，人間生活と直面すると自然災害と呼ばれるように

なる。地形学や地形発達史の知識を通してこれまでの自

然災害を紐解くとともに，頻度の高い自然災害を防止し

ようと努力してきた人々の生活文化について講義します。

【授業計画】

第１回授業の概要説明，自然災害とは何か

第２回火山の地形と日本の火山

第３回日本の火山

第４回火山災害とハザードマップ

第５回地震と断層

第６回断層変位地形と日本の活断層

第７回活断層と地震予測

第８回地震災害に備える

第９回プレート間地震による地震と海岸の地形

第１０回津波の特性と災害の特徴

第１１回過去の津波災害とこれからの備え

第１２回日本の山地地形

第１３回斜面災害

第１４回日本の平野地形

第15回洪水災害

【授業概要】

｢身近な耶柄のなかに歴史を銃む」
本 講 義 は 、 本 来 、 教 貝 免 許 状 取 得 の た め の 必 修 １ １ １ 位 で あ る と いう

観点に立って行うものである。１１本はいつ始まったか．時の流れを

区切る（年号)．ｎ本が島国であるということ．
字（氏・姓)．ｎ分が住んでいる地域の伝説．し

推もが持っている苗

､ろいろな記念[1や人

挙 式 ・ 卒 業 式 ・ 朝 礼 な ど の 式 典 の 雁 史 的 意 味 と 雁 史 教 育 の 関 係 ． ｒ・
供たちにとってのヒーローと雁史救育の関係．このような教師にとつ
ても子供にとっても身近な邪柄のなかに．歴史を挑んでいきたい．

【授業計画】

第１回「日本」の誕生日’

第２回「日本」の誕生日２

第３回時の流れの区切り方（暦／干支／年号）’

第４回時の流れの区切り方（暦／干支／年号）２

第５回「島国」であることｌ

第６回「島国」であること２

第７回学校朝礼と古代の元日朝賀’

第８回学校朝礼と古代の元日朝賀２

第９回ヒーローと歴史・歴史教育’

第１０回ヒーローと歴史・歴史教育２

第１１回歴史と伝説一平清盛日招き伝説一’

第12回歴史と伝説一平清盛日招き伝説－２

第１３回名前と歴史’

第14回名前と歴史２

第1 5回 地名 と歴 史．

*順序が入れ替わること、取り上げない事柄がありうる．

－２６０－
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区分

授業科目

(英訳）

担当教員

専門教育科目群一専門共通科目

海外研修

(StudyAbroad）

増山栄一エリック

【授業概要】

海 外 研 修 準 傭 ： １ 日 ３
り行われる。クラスでは、
して、海外研修セミナーで
また、このクラスを履修し
味を持った事柄に関して自
課題となっている。

コマ×５日間の集中
は、配布プリントや
一で訪れる場所につ
修した学生たちは、
て自分で更に調べ､

鋼義で、このクラスは執
様々な視聴党教材を使用
いて説明を行っていく。
クラスの講義の中から興
クラス発表をすることが

海外研修：以下のように決められた研修セミナー計画に従い、様々
な経験をする。

単位数 ４単位 配当年期 ２年次通年

必 選別 必修・選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

海外研修準備：このクラスは、３月１日から15日まで米回オレゴン州
のオレゴン州立大学を中心として行われる海外研修セミナーの準備ク
ラスである。このクラスでは、事前教育として海外研修セミナーで訪
れる様々な場所に関しての知識を得ることを目的としている。
海外研修：このクラスは、３月１日から15日まで米国オレゴン州のオ
レゴン州立大学を中心として行われる海外研修セミナーで、このクラ
スを通して、アメリカの大学生活、ホームステイ、そしてその他の社
会や文化に触れることで、アメリカを理解し、英語を使用してコミュ
ニケーションをはかることで､国際交流を行うことを目的としている。

【成績評価の方法】
以下のような評価方法を用いる。
海外研修準備：クラス出席…20％クラス参加…20％
中間テスト…20％期末テスト…20％クラス発表…20％
海外研修：スケジュールで決められたクラスやイベント等にすべて出
席すること。及び、最終
レポート提出。

【教科書】
海外研修準備／海外研修：特になし

【参考書】

海外研修準備：適時プリントを配布してクラスを進める。
海外研修：特になし

【メッセージ】
海外研修準備：このクラスは、１日３コマ×５日（15時間）の集中識
義で行われるので、欠席を避けること。
海外研修：特になし

【授業計画】

海外研修準備（２月中旬に５日間連続の集中講義を行う｡）
第１回アメリカの地理・歴史について
第２回アメリカの教育システムについて
第３回オレゴン州について
第４回オレゴン州立大学について
第５回大学生活について
第６回旅行英語
第７回第１回まとめ
第８回カリフォルニア州について
第９回ネバダ州について
第１０回メキシコについて

第11回海外研修セミナー準備（１）
第12回海外研修セミナー準備（２）
第13回海外研修セミナー縦備（３）
第14回クラス発表
第15回第２回まとめ

修研
回
回
回
回
何
回
回
回
回
回
回
回
回
回
回

外
ｌ
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
ｕ
吃
Ｂ
Ｍ
脂

海
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

（3/１－

日本出

午前：
午前：
午前：
午前：
午前：
ホ

3/1５ まで海外研修を行う。）
１発/オレゴン州立大学到若

一ム

英
英
英
英
英
ス

ホ ー ム ス

サ ン フ ラ

韮
叩
諏
叩
垂
叩
誕
叩
霊
叩
テ
テ
ン

クラス/午後：社会見学
クラス/午後：社会見学
クラス/午後：社会見学
クラス/午後：社会見学
クラス/午後：社会見学
イ
イ

シスコ市内観光
ロサンジェルス市内観光
ロサンジェルス市内観光
メキシコテイファナ市内観光
車でオレゴン州ポートランドへ
オレゴン州ポートランド空港州発
日本到粁

区分

授業科目

(英訳）

担当教員

専門教育科目群一専門共通科目

外国史

(HistoryofaForeignCountry）

金根五

【授業概要】

｢近代化」と「民主化」をキーワードとして戦後の韓国

社会の主な出来事や人物を取り上げていく。特に視聴覚

資料を積極的に利用しながら、出来事や人物に絡む日本

のことにも言及する。対面授業。学生は出席、筆記試験

と討論への参加が義務付けられる。

単位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次後期

必 選別 必修・選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

戦後、韓国社会で起こった主な出来事の検証を通して、

韓国社会の「近代化」と「民主化｣への理解を深めること。

【成績評価の方法】

出席（10％、３回以上の欠席者は評価対象としない)、

平常点（30％、討論への参加を高く評価する)、筆記試験

(60％）を総合的に判断して評価する。

【教科書】

る

必要に応じてその都度参考資料及びプリントを配布す

○

【参考書】

木村幹著「韓国現代史一大統領たちの栄光と嵯鉄」中公

新書

文京沫著「韓国現代史」岩波新書

【メッセージ】

る

歴史を学ぶ意味について考えてみたい人の受講を歓迎す

０

(集中講義とします）

【授業計画】

第１回解放、朝鮮戦争と李承晩

第２回４．１９革命と李承晩

第３回５．１６軍事クーデターと朴正照

第４回日韓基本条約と朴正照

第５回三選改憲と朴正照

第６回金大中位致事件と朴正無．

第７回12.12粛軍クーデターと全斗喚

第８回５．１８光州民主化運動と金大中

第９回６．２９民主化宣言と慮泰愚

第１０回ＩＭＦ経済危機と金泳三

第11回平和的政権交替と金大中

第12回日本大衆文化開放と金大中

第13回参与政府と慮武絃

第１４回実用主義と李明博

第15回まとめ



区分 専門教育科目群一専門共通科目

授業科目 キャリアデザインＡ

(英訳） (CareerDesignA）

担当教員 松本俊雄

単位 数 ２単位 配当年期 ３ 年 次 前期

必選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

職業上の将来像を、キャリアビジョンの形で描き、今後

のキャリアの方向性を定める。ビジョンの実現に向けての

具体的方策を考える。

【成績評価の方法】

授業への参画度、授業でのアウトプット、レポートによ

り評価する。

【教

ブリ

科書】

ント資料を配布する。

【参考書】

【メッセージ】

就職活動の第一歩は、自らが目指すキャリアビジョンを

明確にすることです。就職とは、ビジョン実現の場を得る

ことです。

本授業を､ビジョンを考える場として活用してください。

区分 専門教育科目群一専門共通科目

授業科目 キャリアデザインＢ

(英訳） (CareerDesiｇ、 B）

担当教員 松本俊雄

単位 数 ２単位 配当年期 ３ 年 次 後期

必選別 必修･選択必修鍾可③
【授業の目的】

キャリアビジョン実現の場を得る為の就職活動におい

て、自信を持って行動できるよう、様々な就職活動に必要

なスキルを演習を通して学び、実践力を身につける。

【成績評価の方法】

授業への参画度、授業でのアウトプット、レポートによ

り評価する。

【教科書】

プリント資料を配布する。

【参考書】

授業中に紹介する。

【メッセージ】

備えあれば憂いなし。厳しい就職活動を勝ち抜く上で、

本授業を受けることで、あなたは自信を持って行動できま

す◎

【授業概要】

自らのキャリアを考える第一歩として、職業上で目指

す将来像を、自己分析、興味・関心、能力、小さな時の

夢などからキャリアビジョンとして絵で描いてみる。次

のステップとしてビジョン実現のための具体的なキャリ

ア開発計画書を作成する。

【授業計画】

第１回キャリアデザインとは

第２回社会環境の分析

第３回企業環境の分析

第４回自己分析①

第５回自己分析②

第６回キャリアビジョンを描く①

第７回キャリアビジョンを描く②

第８回キャリアビジョンを分かりやすく伝える

第９回プレゼンテーションの基礎①

第１０回プレゼンテーションの基礎②

第１１回キャリアビジョンのグループ発表

第１２回キャリア開発計画書の作成

第１３回キャリア開発計画書のグループ発表

第14回全体発表会準備

第１５回まとめ（全体発表会準備）

【授業概要】

具体的な就職活動に向けて、情報収集の仕方、エント

リー行動、学生時代から身につけることを求められてい

る「社会人基礎力」や「ビジネスマナー」等のスキルアッ

プを演習により行なう。又、実際の採用場面を想定した

面接の個人演習を実施する。

【授業計画】

第１回就職環境の理解／業界、業種研究

第２回志望会社選択のポイント

第３回エントリーシートの書き方

第４回会社説明会．会社訪問、先輩訪問ポイント

第５回履歴書の書き方

第６回社会人基礎力①（基本）

第７回社会人基礎力②（応用）

第８回ビジネスマナー①（言葉遣い）

第９回ビジネスマナー②（挨拶の仕方）

第１０回ビジネスマナー③（好印象を与える）

第１１回面接の受け方①（自己紹介）

第１２回面接の受け方②（自分を印象づける）

第１３回模擬面接①（フィードバック）

第１４回模擬面接②（フィードバック）

第15回まとめ（全体発表会）．

－２６２－



－２６３－

'区分Ｉ

授

担当教員，

専門教育科目群一専門共通科目

社会学特論Ｂ

(SpecialLectureofSociologyB）

【授業概要】

単位数 ２単位 配当年期 １年次後期

必選 別 必修･選択必修、G翻り
【授業の目的】

地域社会におけるスポーツの役割について、広島東洋

カーブを事例として理解を深めることを目標とする。Ｂで

は球団経営という観点から考察を行いたい。なお、講義形

式の授業に加え、学外での体験学習、履修者自身による資

料収集や調査も内容とする。

【成績評価の方法】

【教科書】

【参考書】

【メッセージ】

【授業計画】

平成22年度は開講せず。

I区分Ｉ

授業科目
（(英駅） ＩＩ

‐
川
１
．
画

担当教員

専門教育科目群一‘専門共通科目

社会学特論Ａ

<(SpeCialLectureOfSoeiOlogyA）

iｌ

|【授業概要】

単位〈数 ２単位Ｉ I配当年期： １年次Ｉ前期 Ｉ
4必:選別 必修選択必修毎翻り Ｉ
M授業の目瑚

地域社会におけるスポーツの役割について、広島東洋

カーブを事例として〕理解を深めることを目標とする。Ａで

はファンという存在を通して考察を行いたい。なお､､講義

形式の授業に加え岬学外での体験学習、履修者自身による

資料収集や調査も内容とする。 卿
【成績評価の方法】

【教科書１

J’
【参考割

【メッセージ】

I【授業計画】

平成22年'度は開講せず。



区分 専門教育科目群一専門共通科目 【授業概要】

授業科目 社会学特論Ｃ

(英訳） (SpecialLectureofSociologyC）

担当教員

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次前期 【授業計画】

必選別 必修・選択必修Ｇ雪WＤ 平成22年度は開講せず。

【授業の目的】

地域社会におけるスポーツの役割について、広島東洋

カーブを事例として理解を深めることを目標とする。

【成績評価の方法】

平常点、授業中の小レポート、学期末のレポートにより

評価を行う。

【教科書】

教科書は使用せず、授業の際に適宜資料を配付する。

【参考書】

授業の際に適宜紹介する。

【メッセージ】

マスコミの情報などによる表面的な理解にとどまらず、

対象を深く把握し理解することを目指そう。

区分 専門教育科目群一専門共通科目 【授業概要】

授業科目 社会学特論，

(英訳） (SpecialLectureofSociologyD）

担当教員

単位数 ２単位 配当年期 ｌ年次後期 【授業計画】

必選別 必修･選択必修･種１７， 平成22年度は開講せず。

【授業の目的】

地域社会におけるスポーツの役割について、広島東洋

カーブを事例として理解を深めることを目標とする。

【成績評価の方法】

平常点、授業中の小レポート、学期末のレポートにより
評価を行う。

【教科書】

教科書は使用せず、授業の際に適宜資料を配付する。

【参考書】

授業の際に適宜紹介する。

【メッセージ】

マスコミの情報などによる表面的な理解にとどまらず、

対象を深く把握し理解することを目指そう。

－２６４－



区分 専門科目

授業科目 卒業論文

(英訳） (GraduationThesis）

担当教員
i也本・谷口・迫・深田・田中．
栗原・伊藤・古関・高畑・’11本

単位数 ４ 単 位 配当年期 ４ 年 次通年

必選別 CZ1m9選択必修・選択
【授業の目的】

現代社会学科で学んだ様々な知識を基礎としつつ、自己
の関心にしたがって選定したテーマについて、研究を行
い、その成果を論文に表現します。自発的な研究と卒業論
文の作成を通じて、観察力、分析力、読解力、表現力など
をさらに磨きます。また、指導教員や学生同士との交流を

通じて、人格をいっそう高めつつ、大学生活の集大成とす
ることを目的としています。

【成績評価の方法】

各担当教員によりますが、いずれも論文の目的の明確
性、論拠となる文献資料等の読解や調査研究結果の妥当
性、論旨の一貫性、表現の妥当性などが考慮されます。ま
た、論文執筆にかけた意欲や努力も重要です。

【教科書】

プリント資料を配付します。

【参考書】

各担当教員によります。

【メッセージ】

卒業論文は、大学教育の集大成であると同時に、大学卒
業後の社会人生活の糧になるような大きな存在です。しっ
かりと取り組んでください。

【授業概要】

原則的には社会学演習Ⅱの担当教員（指導教員）が、

学生それぞれが関心を抱いたテーマにそって、卒業論文

執筆のための指導をおこないます。

【授業計画】

授業スケジュールは各担当教員によります。

以下は卒業論文執筆のために必要とされる基本的な項

目の例です。具体的な作業やスケジュールは各担当教員

と良く相談して決めてください。

＜項目例＞

･テーマの設定

･先行研究の探索

･先行研究の検討

･問題点の再確認

･研究アプローチの絞込み

･調査計画の検討／文献資料の探索

･調査の実施／文献資料の読解

･調査結果の整理・分析／文献資料の批判的精読

･考察

･論文の構成の検討

･論文の執筆

･論文の推敵と校正

･論文の編集と印刷

※実際の執筆に際しては各担当教員と良く相談の上、決

めてください

－２６５－



区分 専門教育科目群一産業システムコース科目

授業科目
(英訳）

マーケティング論Ａ－市場と競争

MarketingstrategyA

(Market＆Competition）

担当教員 迫勝則

単 位数 ２単位 配当年期 ２ 年 次 前期

必 選別 必修･選択必修Ｇ翻り
【授業の目的】

現代社会（日本）の市場メカニズムを習得すること。

【成績評価の方法】

試験70％平常点30％

【教科書】

なし

【参考書】

なし

【メッセージ】

日常生活で、「どうして？」という疑問を持って考える

ことが大切です。

区分 専門教育科目群一産業システムコース科目

授業科目

(英訳）

マーケティング論Ｂ－商品と広告

MarketingstrategyB
(Merchandising＆Advertising）

担当教員 迫勝則

単位数 ２単位 配当年期 ２年次後期

必選別 必修･選択必修．G翻り
【授業の目的】

商品の意味と広告のメカニズムを習得すること。

【成績評価の方法】

試験70％平常点30％

【教科書】

なし

【参考書】

なし

【メッセージ】

広報や宣伝のテーマが中心となります。特Ｉー、 この分野

に興味を持っている人は楽しく学ぶことができます。

【授業概要】

巨額の予算を投入して失敗する例。思いがけない商品

がヒットする例。さまざまな事例を検証しながら、マー

ケティングの基本を学ぶ。

【授業計画】

第１回マーケティングとは何か？

第２回顧客との関係を創造する

第３回マーケティングの一貫性

第４回価格と価値のマネジメント

第５回流通の機能と役割

第６回プロモーションの構造

第７回マーケティング組織

第８回マーケティング資源の配分

第９回市場シェアの意義

第１０回市場細分化マーケティング

第１１回競争のメカニズム

第１２回取引先との連携マーケティング

第１３回市場のダイナミズムを創る

第14回時間のマーケティング

第15回まとめ

【授業概要】

商品のライフサイクル、広告のメカニズムなど、さま

ざまな業界の実例を分析／紹介しながら、分かりやすぐ

進めていきます。

【授業計画】

第１回商品のライフサイクル

第２回ＣＳとは何か？

第３回攻める広報、守る広報

第４回広告の定義

第５回広告媒体の分析

第６回新聞と雑誌

第７回ＴＶとラジオ

第８回広告表現

第９回企業広告と商品広告

第１０回スポーツ広告

第１１回セールスプロモーション

第１２回店舗設計

第13回広告予算

第14回広告会社の役割

第15回まとめ

－２６６－



'区分 専門教育科目群一産業システムコース科目

授業科目 商品ブランド戦略

(英訳） (BrandMarketingStrategy）

担当教員 迫勝則

Ｉ単位数 ２単 位 '配当年期 ３ 年 次 前期

必選別 必修?選択必修くま⑰
【授業の目的】

ブランドという:概念を軸にしたマーケティングを学ぶこ

と○

【成績評価の方法】

試験70％平常点30％

【教科書】

なし

【参考書】

なし

【メッセージ】

世界ブランドから地元ブランドまで…。興味のある人は

楽しく学べます。

区 分 専門教育科目群一産業システムコース科目

授業科目 国際ビジネス文化論

(英訳） (InternationalBusinessCulture）

担当教員 迫勝則

単位数 ２単位 配当年期 ３年次後期

必選別 必修､選択必修Ｇ園１３）
【授業の目的】

国際社会のなかでの日本人の働き方を学ぶこと。

【成績評価の方法】

試験70％平常点30％

【教科書】

なし

【参考書】

なし

【メッセージ】

これまでは、日本ビジネスマンの視点が中心となってい

たが、これからは、外国人留学生の視点も取り入れていき

たい◎

【授業概要】

定番商品やマツダの事例を中心として進めていきま

す。特に、「ブランド形成のメカニズム」は、教員独自の

理論です。

【授業計画】

第１回人間社会とブランド

第２回成熟社会とブランド

第３回ブランド形成の方程式

第４回ブランドの体系化

第５回優良ブランドの検証

第６回マツダのブランド戦略史

第７回マツダの５チャネル体制

第８回ブランドシンボルの制定

第９回フォードのマルチブランド戦略

第１０回高付加価値ブランドとは何か？

第１１回高付加価値ブランドの世界戦略

第12回商品ネーミング

第13回ＶＩ戦略

第14回地域ブランド

第15回まとめ

【授業概要】

教員の海外ビジネス体験やフォードとの付き合いを

ベースに、国際ビジネスの実態を解説していく。また企

業人としてのビジネスマナーも教える。

【授業計画】

第１回世界のデータ

第２回国際ビジネスの基礎知識

第３回世界のビジネス構造

第４回アメリカのビジネス文化

第５回欧州のビジネス文化

第６回中近東のビジネス文化

第７回アジアのビジネス文化

第８回インド・中国のビジネス

第９回日本のビジネス文化

第１０回国際ビジネスマナー

第11回日本の会社システム

第１２回年功序列と終身雇用

第１３回コーポレートガバナンスとは？

第14回企業倫理と社員規律

第１５回まとめ

－２６７－



区分 専門教育科目群一産業システムコース科目

授業科目 ビジネス・インターンシップ
(英訳） (Businesslnternship）

担当教員 松本俊雄

単位数 ２単位 配当年期 ３年次通年

必選別 必修･選択必修●翻り
【授業の目的】

企業などでのインターンシップ研修を通して、現場を体

験する。自己のキャリアの方向性を検証し、今後のキャリ

アビジヨンの明確化を図る。

【成績評価の方法】

事前研修、インターンシップ先での実地研修、修了後の

レポート作成などの全課題をクリアしたものについて、単
位を認定。

【教科書】

プリント資料を配布する。

【参考書】

【メッセージ】

キャリアビジョンＩ．Ⅱを同時に受講することで、イン

ターンシップの成果がより向上します。

【授業概要】

企業等でのインターンシップを効果的に行う為に、イ

ンターンシップ先の決定、事前実習、実習、事後報告会

を行なう。一連の流れの中で、キャリアビジョンの検証

を行い、以降の就職活動に向けての明確な行動計画の立

案を行なう。

【授業計画】

全体を大きく３部に分けて実施する。

第１部インターンシツプの準備

第２部インターンシップの実施

第３部インターンシップのまとめ

第１部のインターンシップの準備では、「インターンシッ

プ制度とは｣｢希望業界､業種の研究｣｢希望インターンシッ

プ先の絞り込み」「エントリー」「インターンシップ先の

決定」「インターンシップのプレ講座（コミュニケーショ

ン・ビジネスマナー)」等を行なう。第２部のインターン

シップ先での実習は、原則夏休みを利用して行なう。第

3部では、インターンシップで得られた成果をまとめ、

自己の課題を明確にし、発表会を実施する。以上の流れ

は、基本事項であり、授業時間にとらわれず、随時流動

的に対応する

－２６８－
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