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BM19-101010-A 

区  分 専門基礎科目 担当教員 久保 隆 

授業科目 物理Ⅰ 授業形態 

英  訳 Physics Ⅰ 単独 

配当年次 1年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

微分を含む高等学校2年程度の数学と物理学の概念を用いて、物質の変化を予測する手法を習得する。 

【授業の到達目標】 

微積分の概略を理解し、そこから導出された公式を使って物理量を導出できるようになる。 

【授業の概要】 

教科書を用いて、物理学の初歩について講義する。講義ごとに小テストを行い、次回の講義で添削した結果を返却す

る。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 力と仕事 

〇事前学修 力＝質量×加速度の定義を思い出す。 

〇事後学修 自由落下における仕事の使い方を理解する。 

第 ２回 仕事と位置エネルギー 

〇事前学修 自由落下と仕事の関係を思い出す。 

〇事後学修 仕事からエネルギーへの変化の理由を理解する。 

第 ３回 運動エネルギーと位置エネルギー 

〇事前学修 自由落下についてエネルギーを用いて計算する手法について思い出す。 

〇事後学修 運動にもエネルギーを適用する利点について理解する。 

第 ４回 力学的エネルギーとエネルギー保存則 

〇事前学修 エネルギーの概念が導入された経緯を思い出す。 

〇事後学修 エネルギー保存則の中で、単純な力学的エネルギー保存則の利用法を習得する。 

第 ５回 温度 

〇事前学修 力学的エネルギーの定義を思い出す。 

〇事後学修 温度の定義を理解する。 

第 ６回 温度と熱量 

〇事前学修 絶対温度の定義を思い出す。 

〇事後学修 物事の変化を表す熱の概念から現在の熱量への変化を理解する。 

第 ７回 気体の温度と体積、圧力 

〇事前学修 温度と熱量の定義を思い出す。 

〇事後学修 理想気体におけるボイルとシャルルの法則を覚える。 

第 ８回 熱のする仕事 

〇事前学修 PV＝ｎRTを思い出す。 

〇事後学修 熱力学第 1法則（エネルギー保存則）を理解する。 

第 ９回 熱力学の法則 

〇事前学修 エネルギーの概念を思い出す。 

〇事後学修 熱力学の 3法則を覚える。 

第 １０回 エントロピー 

〇事前学修 エネルギー保存則を思い出す。 

〇事後学修 潜熱の概念を用いる意義を理解する。 
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第 １１回 波の性質 

〇事前学修 三角関数の定義と計算法について復習する。 

〇事後学修 波の回折および干渉を覚える。 

第 １２回 波の式とその応用 

〇事前学修 三角関数の計算を復習。 

〇事後学修 引数に複数の代数を用いる関数の計算に慣れる。 

第 １３回 音波 

〇事前学修 回折および干渉について復習。 

〇事後学修 縦波を三角関数で表現する手法を復習。 

第 １４回 ドップラー効果 

〇事前学修 三角関数を復習。 

〇事後学修 波源の移動による周波数の変動を理解する。 

第 １５回 定常波 

〇事前学修 干渉および三角関数の演算法について復習。 

〇事後学修 干渉の引き起こす現象の代表例である定常波を理解する。 

期末試験 

【テキスト】 

第3版 物理学入門 （原 康夫 著、学術図書出版） 

【参考書・参考資料等】 

物理学 （小出 昭一郎 著、裳華房） 

【成績評価の方法等】 

小テスト（60％）期末試験（40％）で評価を行う。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

1年次前期配当科目「基礎物理」を履修していること。 
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BM19-101020-B 

区  分 専門基礎科目 担当教員 久保 隆 

授業科目 物理Ⅱ 授業形態 

英  訳 Physics Ⅱ 単独 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

微積分を含む高等学校2年程度の数学と物理学の概念を用いて、様々な現象を予測する手法を習得する。 

【授業の到達目標】 

物理の分野における数学の利用法について理解する。 

【授業の概要】 

教科書を用いて、物理学の初歩について講義する。講義ごとに小テストを行い、次回の講義で添削した結果を返却す

る。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 光と波 

〇事前学修 三角関数復習。 

〇事後学修 三角関数を用いた光路の演算法を復習。 

第 ２回 光の干渉と回折 

〇事前学修 光路（代数を用いた三角形の辺の長さの計算）を復習。 

〇事後学修 干渉縞の計算を復習。 

第 ３回 光の屈折 

〇事前学修 代数の計算法を復習。 

〇事後学修 三角関数を用いた屈折率の計算を復習。 

第 ４回 光の分散 

〇事前学修 可視光の波長と色の対応関係を復習。 

〇事後学修 波長による屈折率の変化を計算。 

第 ５回 レンズ 

〇事前学修 代数演算を復習。 

〇事後学修 開口数、焦点深度を復習 

第 ６回 電荷 

〇事前学修 ベクトルの計算手順を復習。 

〇事後学修 電荷の受ける力をベクトルで求める計算を復習。 

第 ７回 クーロンの法則 

〇事前学修 微分積分を復習。 

〇事後学修 クーロンの法則から、電界中を移動する電荷になす仕事を積分で求める。 

第 ８回 電場および電位と電位差（電圧） 

〇事前学修 電荷に働く力、及び電荷のポテンシャルエネルギーの計算法を復習。 

〇事後学修 電荷が電界から受ける力、及び電位差から得る運動エネルギーを求める計算を復習。 

第 ９回 電導電流と変位電流 

〇事前学修 電界、電位の概念について復習。 

〇事後学修 電界の時間変化に対応した電流が導線に流れる事実を受け入れる。 

第 １０回 磁場と電流 

〇事前学修 電流の定義を復習。 

〇事後学修 磁場と電流の等価性を納得する。 
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第 １１回 電磁誘導 

〇事前学修 電場、電位差、磁場の概念を復習。 

〇事後学修 磁束の時間変量により生じる電位差の計算を復習。 

第 １２回 原子と分子 

〇事前学修 原子の定義について予習。 

〇事後学修 酸素、窒素、二酸化炭素など身のまわりに存在する原子分子について復習。 

第 １３回 結晶構造 

〇事前学修 ベクトルを復習。 

〇事後学修 体心立方、面心立方、六法最密の基本パターンを覚える。 

第 １４回 電子 

〇事前学修 原子の定義について復習。 

〇事後学修 電子と原子のスケールの違いを把握する。 

第 １５回 原子・分子の発光 

〇事前学修 光のエネルギーについて復習。 

〇事後学修 分光計測の基礎を復習。 

期末試験 

【テキスト】 

第3版 物理学入門 （原 康夫 著、学術図書出版） 

【参考書・参考資料等】 

物理学 （小出 昭一郎 著、裳華房） 

【成績評価の方法等】 

小テスト（60％）期末試験（40％）で評価を行う。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

1年次後期配当科目「物理Ⅰ」を履修していること。 
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BM19-101030-A 

区  分 専門基礎科目 担当教員 
新川 英典、竹野 健次、佐々木 慧、山嵜 

勝弘 

授業科目 化学実験 授業形態 

英  訳 Chemical experiment 複数 

配当年次 1年次 前期 必選別 選択 単位数 1 単位 

【授業の目的】 

 身の回りの諸製品には、化学の反応を利用したものや素材技術によって得られたものが多い。これらの理論を化学

の面から理解するためには、体験をとおした実験によって理論を理解するとともにそのための実技経験が必要である

ことから化学実験を行う態度を身に付ける。 

【授業の到達目標】 

 物質の反応と基本的性質など化学基礎理論の知識を得ることを中心に、工業教育での実験実習において、必要な知

識と器具の使い方、安全に実験するための操作技術の習得を目標とする。 

【授業の概要】 

 基礎的な化学実験を通じ、ＪＩＳやＩＳＯの化学的試験法や、内容が理解できるように、実験計画・実施、レポー

ト作成について学修する。さらには、実験結果の解析技術、有機単位操作、エステル合成、薄層クロマトグラフィー

によるアミノ酸分析等、理工系化学分野に関する応用的な実験内容についても学修する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーション（受講および化学実験の心得） 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 基礎講習（器具の使い方） 

〇事前学修 化学実験の器具について調べておくこと。 

〇事後学修 講習内容を復習し、学習内容をまとめておくこと。 

第 ３回 無機定性分析（1）既知資料による分析方法の習得 

〇事前学修 定性分析について調べておくこと。 

〇事後学修 実験内容を復習し、学習内容のレポートを作成し次回提出。 

第 ４回 無機定性分析（2）未知試料検出 

〇事前学修 定性分析について調べておくこと。 

〇事後学修 実験内容を復習し、学習内容のレポートを作成し次回提出。 

第 ５回 中和滴定 

〇事前学修 中和滴定について調べておくこと。 

〇事後学修 実験内容を復習し、学習内容のレポートを作成し次回提出。 

第 ６回 キレート滴定 

〇事前学修 キレート滴定について調べておくこと。 

〇事後学修 実験内容を復習し、学習内容のレポートを作成し次回提出。 

第 ７回 CODの測定 

〇事前学修 CODについて調べておくこと。 

〇事後学修 実験内容を復習し、学習内容のレポートを作成し次回提出。 

第 ８回 比色分析による鉄の分析 

〇事前学修 比色分析について調べておくこと。 

〇事後学修 実験内容を復習し、学習内容のレポートを作成し次回提出。 

第 ９回 エクセルによる図表作成と表計算 

〇事前学修 前回の実験の、データをまとめておくこと。 

〇事後学修 実験内容を復習し、学習内容のレポートを作成し次回提出。 

第 １０回 溶媒抽出 

〇事前学修 溶媒抽出について調べておくこと。 
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〇事後学修 実験内容を復習し、学習内容のレポートを作成し次回提出。 

第 １１回 薄層クロマトグラフィーによるアミノ酸の分析 

〇事前学修 薄層クロマトグラフィーについて調べておくこと。 

〇事後学修 実験内容を復習し、学習内容のレポートを作成し次回提出。 

第 １２回 ガラス細工 

〇事前学修 ガラス細工について調べておくこと。 

〇事後学修 実験内容を復習し、学習内容のレポートを作成し次回提出。 

第 １３回 有機単位操作、分別蒸留 

〇事前学修 分別蒸留について調べておくこと。 

〇事後学修 実験内容を復習し、学習内容のレポートを作成し次回提出。 

第 １４回 エステルの合成 

〇事前学修 エステルの合成について調べておくこと。 

〇事後学修 実験内容を復習し、学習内容のレポートを作成し次回提出。 

第 １５回 まとめ及びレポート提出と到達確認 

〇事前学修 これまですべての実験の内容を復習し、実験のまとめを作成しておくこと 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

非化学系技術者のための化学実験（佐々木 健、鈴木 洸次郎 共著、学術図書） 

【参考書・参考資料等】 

生活の基礎化学（飯田真、加藤陽一、他４名、東京教学社） 

【成績評価の方法等】 

積極的な授業への取り組み（50％）、レポート(50%)で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

化学Ⅰの履修を求める。 
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BM19-101040-A 

区  分 専門基礎科目 担当教員 新川 英典、竹野 健次 

授業科目 化学 Ⅰ 授業形態 

英  訳 Chemistry Ⅰ 複数 

配当年次 1年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 工業立国の我国は、化学の基礎理論が電気、情報、機械、生物工学の技術を支えている。また、工業教育における

教養として、基礎化学の知識と反応理論を広く理解することを目的とする。 

【授業の到達目標】 

 物質の構成と基本的性質など化学基礎理論の知識を得ることを中心に、原子と分子、化学結合、反応理論、酸化還

元、電気分解、電池、化石燃料、原子力、核融合、エネルギーなど化学の基礎を身につける。 

【授業の概要】 

 私たちの生活を支える諸工業製品の製造には、化学の基礎理論、応用理論の学習が必須である。本講義では、物質

の構成と基本的性質など化学基礎理論の知識を得ることを中心に、化学を包括的に学習する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 物質とは、近代化学の芽生え 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 原子と分子、化学結合 

〇事前学修 原子と分子の違いを調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ３回 物質の状態、物質の反応、化学平衡 

〇事前学修 物質の三態を調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ４回 気体の特性、気体の状態方程式 

〇事前学修 気体の性質を調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ５回 物質と電気、酸化還元、電気分解 

〇事前学修 電流について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ６回 電池、エレクトロニクス材料 

〇事前学修 電池について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ７回 物質とエネルギー、化石燃料 

〇事前学修 化石エネルギーについて調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ８回 原子力エネルギー、核融合 

〇事前学修 原子力エネルギーについて調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ９回 太陽エネルギー、その他のエネルギー 

〇事前学修 自然エネルギーについて調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １０回 金属物質、地殻とその成分 

〇事前学修 金属について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 
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第 １１回 金属の精錬、金属と非金属化合物 

〇事前学修 金属の精錬について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １２回 有機化合物、有機化合物とは 

〇事前学修 有機化合物について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １３回 有機化学反応、鎖式、環式化合物 

〇事前学修 鎖式、環式化合物について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １４回 プラスチック、ゴム化学 

〇事前学修 プラスチックとゴムについて調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １５回 まとめ及び到達確認 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、まとめを作成しておくこと。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

生活の基礎化学（飯田真、加藤陽一、他４名、東京教学社） 

【参考書・参考資料等】 

【成績評価の方法等】 

積極的な授業への取り組み（20％）、小テスト（20%）、到達確認試験（60%）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

化学を学ぶ意識があること。 
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BM19-101050-B 

区  分 専門基礎科目 担当教員 竹野 健次、佐々木 慧 

授業科目 化学 Ⅱ 授業形態 

英  訳 Chemistry Ⅱ 複数 

配当年次 1年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 身の回りの製品には化学の反応を利用したものや技術によって得られたものが多い。これら工業製品を生産するの

に必要な化学的知識と理論の修得と、工業教育に必要な化学の応用と反応について理解を深める。 

【授業の到達目標】 

 物質と化学との関連を理解する。具体的に、石油及び石炭、繊維、洗剤、生体物質（糖質、アミノ酸、タンパク質

、脂肪等）に加えて、発酵食品、物質と環境、エネルギー等、化学と応用を理解する。 

【授業の概要】 

 化学の研究が日常生活に果たす役割は大きい。そこで化学Ⅰに引き続き、化学的基礎知識及び素材と化学との関連

を理解する。具体的には、石油及び石炭、エネルギー、食品など生体物質について学習する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 石油および燃料化学 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 オリエンテーションおよび授業内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 石油化学工業、石油コンビナート 

〇事前学修 石油化学について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ３回 石炭、天然ガス 

〇事前学修 石炭と天然ガスについて調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ４回 原子力エネルギーと再生可能エネルギー 

〇事前学修 原子力エネルギーと再生可能エネルギーについて調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ５回 セッケン、洗剤 

〇事前学修 セッケンと洗剤について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ６回 高分子化学 

〇事前学修 高分子について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ７回 燃料理論 

〇事前学修 燃焼について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ８回 熱化学 

〇事前学修 熱化学について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ９回 有機化学材料 

〇事前学修 有機化合物について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １０回 生化学素材 

〇事前学修 生体反応について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 
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第 １１回 生化学反応 

〇事前学修 生体反応について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １２回 発酵食品 

〇事前学修 発酵食品について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １３回 公害と化学物質 

〇事前学修 公害と化学物質について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １４回 資源リサイクル、廃棄物リサイクル 

〇事前学修 リサイクルについて調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １５回 まとめ及び到達確認 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、まとめを作成しておくこと。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

生活の基礎化学（飯田真、加藤陽一、他４名、東京教学社） 

【参考書・参考資料等】 

【成績評価の方法等】 

積極的な授業への取り組み（20％）、小テスト（20%）、到達確認試験（60%）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

化学を学ぶ意識があること。化学Ⅰの履修を求めます。 
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BM19-101060-A 

区  分 専門基礎科目 担当教員 古元 秀昭 

授業科目 基礎力学 授業形態 

英  訳 Introduction to Engineering Mechanics 単独 

配当年次 1年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 本講義はこの機械工学に必要な力学知識の基礎的な部分であり、『工業力学』、『水力学』、『熱力学』、『機械

力学』と『材料力学』などを含む力学科目への必要な入門知識を修得することを目的とする。 

【授業の到達目標】 

 力と力のモーメントなどの概念を理解し、関連する物理量の単位換算ができ、力の合成と分解の方法を身につけた

うえ、トラスの問題を含む典型的なつりあい問題を解析することができる。 

【授業の概要】 

 授業の前半では力の合成と分解の方法を詳細に学習し、後半ではこれらの知識を応用して、力の釣り合いに関する

問題を解析する。授業中に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。  

実務家教員として理解の深化を促すこととする。 

 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 本講義の学習法と必要な数学的基礎知識 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 数学的基礎知識を復習する。 

第 ２回 力の定義，力の性質，力の単位と換算 

〇事前学修 力の単位と換算を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ３回 １点に働く２力の合成：図式法と解析法 

〇事前学修 力の合成を予習しておく。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ４回 力の分解 

〇事前学修 力の分解を予習しておく。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ５回 １点に働く３つ以上の力の合成：図式法と解析法 

〇事前学修 ３つ以上の力の合成を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ６回 力のモーメント 

〇事前学修 モーメントの概念を予習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ７回 偶力と力の置き換え 

〇事前学修 偶力を予習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ８回 着力点の異なる力の合成 

〇事前学修 着力点の異なる力の合成を予習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ９回 総合演習と理解度確認テスト 

〇事前学修 これまでの演習問題を復習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １０回 １点に働く力のつり合い 

〇事前学修 力のつり合いを予習しておくこと。 
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〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １１回 １点に働く 3つ以上の力のつり合い 

〇事前学修 ３つ以上の力のつり合いを予習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １２回 接触点，支点に働く力 

〇事前学修 支点に働く力を予習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １３回 着力点の異なる力のつり合い 

〇事前学修 着力点の異なる力のつり合いを予習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １４回 トラスの解析法（1）節点法 

〇事前学修 トラスの節点法を予習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １５回 トラスの解析法（2）切断法 

〇事前学修 トラスの切断法を予習しておくこと。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

期末試験 

【テキスト】 

工業力学（青木弘，木谷晋 共著、森北出版） 

【参考書・参考資料等】 

詳解工業力学（入江敏博 著、理工学社） 

【成績評価の方法等】 

レポート(20%)、中間テスト(40%) と期末試験(40%) の成績により総合的に評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-101070-A 

区  分 専門基礎科目 担当教員 北御門 雄大、中村 格芳 

授業科目 CAD入門 授業形態 

英  訳 Introduction to CAD 複数 

配当年次 1年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 ものづくりには設計・製図が必要不可欠であり、これを担当するエンジニアにとって必要な製図の規則を学ぶこと

を目標とする。さらに、コンピュータの援用による設計・製図、すなわちCADについて概要を理解し、基本的な操作の

習得を目指す。 

【授業の到達目標】 

 製図に関する基礎的な知識の習得と基本的な図の作図が行えることを目標とする。さらにCADの基本的な操作方法を

習得する。 

【授業の概要】 

 CADの基本的な操作方法を学ぶため演習と課題を中心に講義を進める。CADはAUTODESK社のAutoCADを使用する。また

、製図の基礎（規格、文字と線、図形、投影図と展開図、尺度と図面、図形の表し方、寸法、交差と仕上げ、溶接記

号）も講義と演習を交えた形式で学ぶ。 

 各回の授業内容についてGoogle Classroomを使用して確認問題の実施および質問の受付を行い、次週解答と解説を

行う。 

 事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 AUTOCADの起動、終了、ファイルの取り扱い、使用目的 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 事前学習で理解不足だった部分を確認すること。 

第 ２回 製図の目的および数字・漢字・尺度 

〇事前学修 教科書 1・1、1・2を読んでおくこと。 

〇事後学修 事前学修で理解不足だった部分を追加・修正しておくこと。 

第 ３回 線種・各線種・アールの描き方 

〇事前学修 教科書 1・3、1・4を読んでおくこと。 

〇事後学修 事前学修で理解不足だった部分を追加・修正しておくこと。 

第 ４回 CADの画面説明・線（簡単な作図）・削除 

〇事前学修 教科書 2・1～2・3を読んでおくこと。 

〇事後学修 ソフトウェアの操作方法について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ５回 CADによる選択・拡大縮小・Redo・作図補助 

〇事前学修 教科書 2・4、2・5を読んでおくこと。 

〇事後学修 ソフトウェアの操作方法について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ６回 投影法（正面・平面・側面） 

〇事前学修 教科書 1・6を読んでおくこと。 

〇事後学修 事前学修で理解不足だった部分を追加・修正しておくこと。 

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 

〇事前学修 第 2回、第 3回、第 6回の授業内容を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 事前学修で理解不足だった部分を追加・修正しておくこと。 

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 

〇事前学修 教科書 3・1、3・2を読んでおくこと。 

〇事後学修 ソフトウェアの操作方法について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ９回 CADによる移動・コピー・面取り・フィレット 

〇事前学修 教科書 3・3、3・4を読んでおくこと。 
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〇事後学修 ソフトウェアの操作方法について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １０回 正面図・平面図・側面図の描き方（立体の部品図より） 

〇事前学修 前回配布されたプリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 事前学修で理解不足だった部分を追加・修正しておくこと。 

第 １１回 断面図の描き方・ハッチング・矢視の描き方 

〇事前学修 プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 事前学修で理解不足だった部分を追加・修正しておくこと。 

第 １２回 CADによる各種円の描き方・部分削除・多角形 

〇事前学修 教科書 3・5、3・6を読んでおくこと。 

〇事後学修 ソフトウェアの操作方法について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １３回 CADによる楕円・円弧・角度線・線長指定線 

〇事前学修 第 4回、第 5回、第 8回、第 9回の授業内容を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 ソフトウェアの操作方法について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １４回 寸法記入・製図各種記号 

〇事前学修 教科書 1・7、1・8を読んでおくこと。 

〇事後学修 事前学修で理解不足だった部分を追加・修正しておくこと。 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 これまでの授業を振り返り理解不足だった部分をまとめておくこと。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

AutoCAD LT2019 機械製図（間瀬 喜夫・土肥 美波子共著、オーム社） 

【参考書・参考資料等】 

基礎製図（第5版）（大西清著、オーム社） 

参考となる情報をhttps://sites.google.com/a/edu.hkg.ac.jp/cad_lessons/ に載せる。著作権等の問題

からアクセスは受講者に制限している。 

 

【成績評価の方法等】 

授業毎と期末に課すCAD演習課題を総合して評価する。課題提出（80%）、平常点（20%） 

評価が「合」 

【履修要件等】 

入学時に配布された、コンピュータへのログインIDとパスワードを持参すること。 

 



17 

 

BM19-101080-B 

区  分 専門基礎科目 担当教員 渡邊 真彦 

授業科目 電気基礎 授業形態 

英  訳 Introduction to Electricity 単独 

配当年次 1年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 工業分野において欠かせない電気について基礎的な知識を学ぶ。 

【授業の到達目標】 

 電気について物理的なイメージを描けるようになる。簡単な電気回路に生じる現象を説明できる。テスターなどの

計測器をどのように利用するのかについて説明できるようになる。 

【授業の概要】 

 電気は光、動力、熱などへの変換が容易なため工業分野で欠かすことができないエネルギー源であるが目に見えな

いので理解が難しい。この講義では電気回路に起こっている現象をイメージするための基礎知識を紹介する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 電気の歴史と利用 

〇事前学修 電気についての概要を調べること（1時間） 

〇事後学修 電気の歴史について簡易な年表を自作すること（1時間） 

第 ２回 原子構造と電気の関係、電界と磁界について 

〇事前学修 原子モデルについて調べること（1時間） 

〇事後学修 電界と磁界についてまとめること（1時間） 

第 ３回 電流、電圧、抵抗 

〇事前学修 自由電子について調べること（1時間） 

〇事後学修 電子と電気の関係についてまとめること（1時間） 

第 ４回 電気回路の要素：電源と負荷について 

〇事前学修 直流および交流について調べること（1時間） 

〇事後学修 電源および負荷の種類についてまとめること（1時間） 

第 ５回 オームの法則について 

〇事前学修 オームの法則がどのようにして発見されたのか調べること（1時間） 

〇事後学修 電圧降下の原理について理解を深めること（1時間） 

第 ６回 オームの法則を使った計算演習 

〇事前学修 オームの法則の意味について整理しておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義中に行った演習問題を再度解いて理解を深めること（1時間） 

第 ７回 抵抗の合成 

〇事前学修 前回までの内容について復習すること（1時間） 

〇事後学修 抵抗の各種接続法について整理しておくこと（1時間） 

第 ８回 抵抗の合成計算演習 

〇事前学修 前回までの内容について復習すること（1時間） 

〇事後学修 講義中に行った演習問題を再度解いて理解を深めること（1時間） 

第 ９回 電力と電力量 

〇事前学修 電気エネルギーと仕事について調べること（1時間） 

〇事後学修 電力と電力量の概念や単位などについて復習すること（1時間） 

第 １０回 電流の発熱作用 

〇事前学修 ジュール熱について調べること（1時間） 

〇事後学修 講義中に行った演習問題を再度解いて理解を深めること（1時間） 
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第 １１回 電気計測（１）：主な計測器と利用法 

〇事前学修 電圧計、電流計について調べること（1時間） 

〇事後学修 各計測器の特徴と利用時の注意点についてまとめること（1時間） 

第 １２回 電気計測（２）：テスターを使った電圧と抵抗の測定（実習） 

〇事前学修 前回までの内容について復習すること（1時間） 

〇事後学修 実習の手順および得られたデータを整理すること（1時間） 

第 １３回 電流の磁気作用 

〇事前学修 磁石と電磁石について調べること（1時間） 

〇事後学修 地磁気の発生メカニズムについて調べること（1時間） 

第 １４回 最近の電気技術：発電、蓄電技術など 

〇事前学修 再生可能エネルギーについて調べること（1時間） 

〇事後学修 各種発電技術および蓄電技術について整理すること（1時間） 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 これまでの内容を復習しておくこと（2時間） 

〇事後学修 学修ノートおよび配布資料等を整理し復習すること（2時間） 

期末試験 

【テキスト】 

適宜プリントを配布する。 

【参考書・参考資料等】 

授業中に紹介する。 

【成績評価の方法等】 

期末試験（100％）による。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-101090-B 

区  分 専門基礎科目 担当教員 池坊 繁屋 

授業科目 情報工学概論 授業形態 

英  訳 Introduction to Information Technology 単独 

配当年次 1年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【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。 

【授業の到達目標】 

 情報工学の基礎を修得し、さらにその基礎知識による応用力を身につける。 

 2進数や16進数の計算ができるようになる。 

【授業の概要】 

 「情報工学」の全体像を学ぶ。特に情報通信技術等の基礎的事項について、その基本的な原理を理解しイメージが

できるようにする。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 情報とは 

〇事前学修 授業内容をよく理解しておくこと、不明点は質問すること。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ２回 情報の表現 

〇事前学修 後半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ３回 数値の表現 ： 基数 

〇事前学修 後半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ４回 数値の表現 ： 補数、固定小数点数、浮動小数点数 

〇事前学修 後半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ５回 文字の表現 

〇事前学修 後半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ６回 画像の表現 

〇事前学修 後半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ７回 コンピュータの構成 ： 計算機の概念とシステム構成 

〇事前学修 後半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ８回 コンピュータの構成 ： システムの信頼性と稼働率 

〇事前学修 後半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ９回 前半のまとめと中間試験 

〇事前学修 前半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 前半の授業範囲を整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １０回 論理演算とブール代数 

〇事前学修 後半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 
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第 １１回 論理式の表現と簡単化 

〇事前学修 後半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １２回 組合せ回路と順序機械、状態遷移と形式言語 

〇事前学修 後半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １３回 フローチャート 

〇事前学修 後半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １４回 ソフトウェア 

〇事前学修 後半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 後半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

期末試験 

【テキスト】 

当日資料配布。 

【参考書・参考資料等】 

・基本情報技術者 合格教本（角谷、技術評論社） 

【成績評価の方法等】 

中間試験(40%)、期末試験(40%)、平常点(20%)で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

すべての電気情報系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。 
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BM19-101100-A 

区  分 専門基礎科目 担当教員 中村 学 

授業科目 プログラミング演習 授業形態 

英  訳 Exercises in Programming 単独 

配当年次 1年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 情報技術の基礎となるプログラミングの基礎（プログラムの作成、コンパイル、実行の方法）について学ぶ。 

【授業の到達目標】 

 プログラミングの基礎を学び、基本的なプログラムを作成できるようになる。 

【授業の概要】 

 プログラムを作成、コンパイル、実行する方法を学ぶ。プログラミング言語の機能について学ぶ。問題を分析、プ

ログラムを設計、構築する方法を学ぶ。実習も行う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 導入 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ２回 変数① 変数の宣言 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ３回 変数② 変数への代入 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ４回 変数③ 変数の使用 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ５回 定数 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ６回 型 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ７回 演算子① 四則演算 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ８回 演算子② 論理演算、ビット演算 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ９回 条件分岐① if文 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １０回 条件分岐② if～else文 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 
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第 １１回 条件分岐③ switch文 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １２回 ループ① do～while文 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １３回 ループ② while文 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １４回 ループ③ for文 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 総復習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 総復習し、期末試験に備える。（1時間） 

期末試験 

【テキスト】 

新・明解C言語入門編（柴田望洋、SBクリエイティブ） 

【参考書・参考資料等】 

開講前に指定する。 

【成績評価の方法等】 

期末試験(60%)、レポート(20%)、授業への取り組み(20%)で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

本授業に関連する基礎的な知識を有すること（コンピュータの操作ができること）。 
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BM19-101110-C 

区  分 専門基礎科目 担当教員 渡邊 真彦 

授業科目 材料と機能 授業形態 

英  訳 Materials Science 単独 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 高分子の性能が向上し金属からの置き換えが進んでいる。数多くある高分子の中で工業的に利用されるものを中心

に学ぶことで製品設計に必要な知識を得ることを目的としている。 

【授業の到達目標】 

 工業に利用される高分子材料について基本的な物性を理解することで適切な用途について説明できるようになる。

また環境負荷の少ない新素材についても説明できるようになる。 

【授業の概要】 

 現代の工業製品では高分子材料を使う機会が増えているので、それらの種類、物性、用途などについての理解を深

める。また、エコマテリアルと呼ばれる新しい材料についても述べる。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 高分子材料の歴史 

〇事前学修 高分子についての概要を調べること（1時間） 

〇事後学修 高分子の歴史について簡易な年表を自作すること（1時間） 

第 ２回 高分子の構造 

〇事前学修 モノマー、ポリマーについて調べること（1時間） 

〇事後学修 高分子の代表的な構造について整理すること（1時間） 

第 ３回 高分子合成法 

〇事前学修 重合について調べること（1時間） 

〇事後学修 各種高分子合成法について整理すること（1時間） 

第 ４回 高分子の物性（１）分子量、固体構造、力学的性質 

〇事前学修 高分子の構造について調べること（1時間） 

〇事後学修 高分子の固体構造および力学的性質について整理すること（1時間） 

第 ５回 高分子の物性（２）熱的性質、電気的性質、耐久性 

〇事前学修 前回講義内容を復習しておくこと（1時間） 

〇事後学修 高分子の熱、電気的性質と耐久性について整理すること（1時間） 

第 ６回 高分子の利用例（１）日用品への利用 

〇事前学修 身の回りにある高分子製品を自分で探してまとめること（1時間） 

〇事後学修 高分子の日用品への利用例を整理すること（1時間） 

第 ７回 高分子の利用例（２）工業製品への利用 

〇事前学修 エンジニアリングプラスチックについて調べること（1時間） 

〇事後学修 エンジニアリングプラスチックの特性と用途について整理すること（1時間） 

第 ８回 高分子の分類と用途 

〇事前学修 これまでの内容を復習しておくこと（2時間） 

〇事後学修 高分子の特性ごとに用途と対応させ整理すること（1時間） 

第 ９回 プラスチックの成型法 

〇事前学修 プラスチック成形の概要について調べること（1時間） 

〇事後学修 各種成形法と製品を対応させ整理すること（1時間） 

第 １０回 プラスチックの表面処理法 

〇事前学修 塗装とメッキについて調べること（1時間） 

〇事後学修 各種表面処理方法と製品を対応させ整理すること（1時間） 
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第 １１回 新素材と呼ばれる材料について 

〇事前学修 これまでの内容を復習しておくこと（2時間） 

〇事後学修 新素材が持つ機能や特徴を整理すること（1時間） 

第 １２回 エコマテリアルとは 

〇事前学修 環境親和性とは何か調べること（1時間） 

〇事後学修 各種エコマテリアルについて特徴を整理すること（1時間） 

第 １３回 エコマテリアルとしてのプラスチック 

〇事前学修 グリーンプラとは何か調べること（1時間） 

〇事後学修 生分解性プラスチックについてまとめること（1時間） 

第 １４回 材料と環境問題 

〇事前学修 環境問題について最近の話題を調べること（1時間） 

〇事後学修 循環型経済と環境倫理についてまとめること（1時間） 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 これまでの内容を復習しておくこと（2時間） 

〇事後学修 学修ノートおよび配布資料等を整理し復習すること（2時間） 

期末試験 

【テキスト】 

適宜配布する。 

【参考書・参考資料等】 

授業時に紹介する。 

【成績評価の方法等】 

期末試験（100％）による。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-101120-B 

区  分 専門基礎科目 担当教員 中村 格芳 

授業科目 生産加工の原理 授業形態 

英  訳 Principles of Manufacturing Processes 単独 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 「ものづくり」において、製品、部品を設計・製作するためには生産加工の最適な加工方法を知っておく必要があ

る。このために、本講義ではこれら加工方法の基礎的な要素を身につけることを目的とする。 

【授業の到達目標】 

 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する。 

【授業の概要】 

 設計と加工の関係を述べた上で、切削、研削などの機械加工、鍛造、プレスなどの塑性加工に加えて、鋳造加工、

溶接加工、特殊加工などの各種生産加工法を概観し、加工技術の評価について実例を交えて解説する。 

 事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。 

 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 設計と加工 

〇事前学修 教科書 P.1～20を読んでおくこと。 

〇事後学修 設計と加工について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ２回 材料と加工 

〇事前学修 教科書 P.23～43を読んでおくこと。 

〇事後学修 材料と加工について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ３回 加工精度とその測定 

〇事前学修 教科書 P.49～64を読んでおくこと。 

〇事後学修 加工精度とその測定について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ４回 課題演習とまとめ（設計・材料と加工の関係、加工精度について） 

〇事前学修 第 1回から第 3回までの内容を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 設計・材料と加工の関係、加工精度についてレポートにまとめること（次回提出） 

第 ５回 塑性加工 

〇事前学修 教科書 P.69～100を読んでおくこと。 

〇事後学修 塑性加工について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ６回 切削加工 

〇事前学修 教科書 P.103～120を読んでおくこと。 

〇事後学修 切削加工について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ７回 研削加工 

〇事前学修 教科書 P.125～142を読んでおくこと。 

〇事後学修 研削加工について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ８回 課題演習とまとめ（塑性加工、切削・研削加工について） 

〇事前学修 第 5回から第 7回までの内容を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 塑性加工、切削・研削加工についてレポートにまとめること（次回提出） 

第 ９回 鋳造加工 

〇事前学修 鋳造とはどのような加工法か調べておくこと。 

〇事後学修 鋳造加工について理解不足だった部分を確認すること。 

第 １０回 溶接加工 

〇事前学修 溶接とはどのような加工法か調べておくこと。 
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〇事後学修 溶接加工について理解不足だった部分を確認すること。 

第 １１回 特殊加工（電気物理的、化学的） 

〇事前学修 教科書 P.197～219、P.267～282を読んでおくこと。 

〇事後学修 特殊加工について理解不足だった部分を確認すること。 

第 １２回 課題演習とまとめ（鋳造加工、溶接加工、特殊加工について） 

〇事前学修 第 9回から第 11回までの内容を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 鋳造加工、溶接加工、特殊加工についてレポートにまとめること（次回提出） 

第 １３回 加工とシミュレーション 

〇事前学修 教科書 P.321～332を読んでおくこと。 

〇事後学修 加工とシミュレーションについて理解不足だった部分を確認すること。 

第 １４回 加工と評価 

〇事前学修 教科書 P.337～351を読んでおくこと。 

〇事後学修 加工と評価について理解不足だった部分を確認すること。 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 これまでの授業を振り返り理解不足だった部分をまとめておくこと。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

期末試験 

【テキスト】 

生産加工の原理（日本機械学会編、日刊工業新聞社） 

【参考書・参考資料等】 

生産加工入門（古閑伸裕ほか共著、コロナ社） 

【成績評価の方法等】 

レポート課題（30％）、期末試験（70％）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-101130-B 

区  分 専門基礎科目 担当教員 中村 格芳 

授業科目 エネルギー機械 授業形態 

英  訳 Energy Machines 単独 

配当年次 3年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 数あるエネルギー機械のうち、内燃機関を除く原動機、特に流体機械と蒸気原動機の種類と構造について理解する

。さらに、これらの性能や効率について検討できること目的とする。 

【授業の到達目標】 

 エネルギー機械について理解し、その種類や役割を区別できる。また、基礎的な効率などの計算ができる。 

【授業の概要】 

 エネルギー機械とは、化学工業、建設業などを含む様々な産業現場で使用される機械であり、その種類は多岐にわ

たる。本講義では、主に原動機を中心にその種類と構造について学習する。さらにこれらのエネルギー機械と極めて

関連深い機械や装置に付いても学ぶ。 

 事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 エネルギーの利用 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 事前学習で理解不足だった部分を確認すること。 

第 ２回 エネルギーの変換と原動機 

〇事前学修 エネルギーの変換にはどのようなものがあるか調べておくこと。 

〇事後学修 エネルギーの利用と変換について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ３回 流体機械 －流体の基礎 

〇事前学修 流体機械とはどのようなものか調べておくこと。 

〇事後学修 流体について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ４回 流体機械 －水車 

〇事前学修 水車の種類について調べておくこと。 

〇事後学修 水車について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ５回 流体機械 －ポンプ 

〇事前学修 ポンプの種類について調べておくこと。 

〇事後学修 ポンプについて理解不足だった部分を確認すること。 

第 ６回 流体機械 －送風機・圧縮機 

〇事前学修 送風機、圧縮機の種類について調べておくこと。 

〇事後学修 流体機械についてレポートにまとめること（次回提出） 

第 ７回 蒸気発生装置 －蒸気の性質 

〇事前学修 蒸気とはどのようなものか調べておくこと。 

〇事後学修 蒸気について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ８回 蒸気発生装置 －ボイラの構造と種類 

〇事前学修 ボイラとは何か調べておくこと。 

〇事後学修 ボイラの種類について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ９回 蒸気発生装置 －ボイラの燃料と燃焼 

〇事前学修 ボイラの燃料の種類について調べておくこと。 

〇事後学修 ボイラ燃料について理解不足だった部分を確認すること。 

第 １０回 蒸気発生装置 －ボイラの性能および取扱い 

〇事前学修 ボイラの性能の表し方を調べておくこと。 
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〇事後学修 蒸気発生装置についてレポートにまとめること（次回提出） 

第 １１回 蒸気原動機 －蒸気原動機の構造と種類 

〇事前学修 原動機とは何か調べておくこと。 

〇事後学修 原動機について理解不足だった部分を確認すること。 

第 １２回 蒸気原動機 －蒸気タービンにおける蒸気の作用 

〇事前学修 エネルギー保存の法則について調べておくこと。 

〇事後学修 蒸気の作用について理解不足だった部分を確認すること。 

第 １３回 蒸気原動機 －蒸気タービンの性能 

〇事前学修 蒸気タービンの性能の表し方について調べておくこと。 

〇事後学修 蒸気タービンについて理解不足だった部分を確認すること。 

第 １４回 蒸気原動機 －蒸気動力プラント 

〇事前学修 蒸気動力プラントの構成について調べておくこと。 

〇事後学修 蒸気原動機についてレポートにまとめること（次回提出） 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 これまでの授業を振り返り理解不足だった部分をまとめておくこと。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

期末試験 

【テキスト】 

エネルギ機械 （渡部一郎監修、実教出版） 

【参考書・参考資料等】 

流体のエネルギーと流体機械 （高橋徹著、オーム社） 

【成績評価の方法等】 

レポート課題（30％）、期末試験（70％）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-101140-A 

区  分 専門基礎科目 担当教員 酒井 恒 

授業科目 生産管理工学 授業形態 

英  訳 Production Management 単独 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【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管理の基本概念を理解させることを目的とする。生産加工は、設計

、加工、材料、評価などすべてが関係しており、これら関連する分野を包括し、原理的な内容を統一的に講述する。 

【授業の到達目標】 

 生産管理の概念を理解し、工場の現場でも役立つ実践的な知識を身につける。 

【授業の概要】 

 生産システムを管理するためには材料、エネルギー、労働力のような変動要素や、設備、機械等の固定要素を、需

要に応じて適切に管理しなければならない。また工業経営，生産管理のための経営科学，信頼性技術の基礎項目を取

り上げ，講義で学習する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 生産計画 

〇事前学修 教科書全体を通して読み、全体の流れを把握して、自分の半期の学習計画を立てる。 

〇事後学修 授業や課題提出においてわからなかった所を、図書館やインターネットで調べる。 

第 ２回 生産統制 

〇事前学修 対応する教科書の部分を読んで、わからない語句などを調べておくこと。 

〇事後学修 授業や課題提出においてわからなかった所を、図書館やインターネットで調べる。 

第 ３回 在庫管理 

〇事前学修 対応する教科書の部分を読んで、わからない語句などを調べておくこと。 

〇事後学修 授業や課題提出においてわからなかった所を、図書館やインターネットで調べる。 

第 ４回 工程分析 

〇事前学修 対応する教科書の部分を読んで、わからない語句などを調べておくこと。 

〇事後学修 授業や課題提出においてわからなかった所を、図書館やインターネットで調べる。 

第 ５回 作業動作分析 

〇事前学修 対応する教科書の部分を読んで、わからない語句などを調べておくこと。 

〇事後学修 授業や課題提出においてわからなかった所を、図書館やインターネットで調べる。 

第 ６回 品質保証 

〇事前学修 対応する教科書の部分を読んで、わからない語句などを調べておくこと。 

〇事後学修 授業や課題提出においてわからなかった所を、図書館やインターネットで調べる。 

第 ７回 品質管理 

〇事前学修 対応する教科書の部分を読んで、わからない語句などを調べておくこと。 

〇事後学修 授業や課題提出においてわからなかった所を、図書館やインターネットで調べる。 

第 ８回 検査と再発防止 

〇事前学修 対応する教科書の部分を読んで、わからない語句などを調べておくこと。 

〇事後学修 授業や課題提出においてわからなかった所を、図書館やインターネットで調べる。 

第 ９回 設備投資 

〇事前学修 対応する教科書の部分を読んで、わからない語句などを調べておくこと。 

〇事後学修 授業や課題提出においてわからなかった所を、図書館やインターネットで調べる。 

第 １０回 設備保全 

〇事前学修 対応する教科書の部分を読んで、わからない語句などを調べておくこと。 

〇事後学修 授業や課題提出においてわからなかった所を、図書館やインターネットで調べる。 
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第 １１回 設備環境管理 

〇事前学修 対応する教科書の部分を読んで、わからない語句などを調べておくこと。 

〇事後学修 授業や課題提出においてわからなかった所を、図書館やインターネットで調べる。 

第 １２回 製造原価 

〇事前学修 対応する教科書の部分を読んで、わからない語句などを調べておくこと。 

〇事後学修 授業や課題提出においてわからなかった所を、図書館やインターネットで調べる。 

第 １３回 原価計算 

〇事前学修 対応する教科書の部分を読んで、わからない語句などを調べておくこと。 

〇事後学修 授業や課題提出においてわからなかった所を、図書館やインターネットで調べる。 

第 １４回 運搬管理 

〇事前学修 対応する教科書の部分を読んで、わからない語句などを調べておくこと。 

〇事後学修 授業や課題提出においてわからなかった所を、図書館やインターネットで調べる。 

第 １５回 職場規律 

〇事前学修 対応する教科書の部分を読んで、わからない語句などを調べておくこと。 

〇事後学修 授業や課題提出においてわからなかった所を、図書館やインターネットで調べる。 

 

【テキスト】 

厚生労働省認定教材 生産工学概論（編集：独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 職業能力開発総合大

学校 基盤整備センター編、発行所：一般社団法人 雇用問題研究会） 

【参考書・参考資料等】 

生産管理システム入門（著者：坪根 斉、出版社：工学図書株式会社） 

【成績評価の方法等】 

毎時間の課題提出で100％評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-101150-C 

区  分 専門基礎科目 担当教員 竹野 健次、山嵜 勝弘 

授業科目 技術者倫理 授業形態 

英  訳 Engineering ethnics オムニバス 

配当年次 4年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 福島原子力発電所の事故を含め、様々な工場での事故、及び環境汚染等の問題、工業製品のトラブルなど、関与す

る技術者の倫理が問われている。将来的に技術士、修習技術者、教員など技術的指導者となる立場から、ものづくり

業務、エンジニアリング業務、環境対応業務を行う上での適正な判断を下せるようになるために、技術者倫理を学習

することを目的とする。同時に教育指導者としての倫理観の確立を目的とする。 

【授業の到達目標】 

 ものづくり業務、エンジニアリング業務、環境対応業務を行う上での適正な判断を下せるようになるため、技術者

倫理を幅広く理解し、各職業現場での適正な判断が可能となるようにする。 

【授業の概要】 

 本授業では、実際に起きた工場、現場での倫理関係事例を交えて、講義を行い、どのような判断が適正なのかを考

える。技術士、修習技術者として、技術士法と技術者倫理、モラルと人間関係、説明責任、法的責任、トレードオフ

、技術者倫理要綱、環境倫理、ＡＰＥＣエンジニアなどを学習する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーション（技術者倫理とは） 

〇事前学修 シラバスを読んで、技術と倫理を考える。 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 技術者のモラルと人間関係 

〇事前学修 技術者のモラルを考える。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ３回 環境破壊と技術者倫理（公害と廃棄物の不法投棄） 

〇事前学修 環境問題と倫理を考える。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ４回 技術者と警笛ならし（スペースシャトル チャレンジャー事故） 

〇事前学修 技術者の安全のための判断を考える。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ５回 技術者の説明責任と関連法規 

〇事前学修 ものづくりの不正について考える。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ６回 技術者とトレードオフ（技術の信頼性と安全性） 

〇事前学修 技術者の信頼について考える。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ７回 事例問題 グループ討論 ①自動車の排ガス、燃費、安全検査等の検査データー捏造 

〇事前学修 事前に配布する資料を読んで、問題点を理解しておくこと。 

〇事後学修 グループ討論も参考に、問題点の対処と評価をまとめ、次回の発表資料を作成する。 

第 ８回 事例問題 グループ討論  ②新幹線の台車破断、くい打ち工事等の不良工事 

〇事前学修 事前に配布する資料を読んで、問題点を理解しておくこと。 

〇事後学修 グループ討論も参考に、問題点の対処と評価をまとめ、次回の発表資料を作成する。 

第 ９回 事例問題 グループ討論  ③金属材料、免震ゴム、石油化学製品等の品質検査データーの偽装 

〇事前学修 事前に配布する資料を読んで、問題点を理解しておくこと。 

〇事後学修 グループ討論も参考に、問題点の対処と評価をまとめ、次回の発表資料を作成する。 
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第 １０回 事例問題 グループ討論 ④化粧品の製品瑕疵、医薬品のデーター不正 

〇事前学修 事前に配布する資料を読んで、問題点を理解しておくこと。 

〇事後学修 グループ討論も参考に、問題点の対処と評価をまとめ、次回の発表資料を作成する。 

第 １１回 事例問題 グループ討論 ⑤牛肉ミンチの偽装、消費期限の改竄、産地偽装 

〇事前学修 事前に配布する資料を読んで、問題点を理解しておくこと。 

〇事後学修 グループ討論も参考に、問題点の対処と評価をまとめ、次回の発表資料を作成する。 

第 １２回 事例問題 グループ討論 ⑥電磁鋼板、塗料製造技術等の特許侵犯 

〇事前学修 事前に配布する資料を読んで、問題点を理解しておくこと。 

〇事後学修 グループ討論も参考に、問題点の対処と評価をまとめ、次回の発表資料を作成する。 

第 １３回 事例問題 グループ討論 ⑦産業廃棄物の不法処理、不法投棄 

〇事前学修 事前に配布する資料を読んで、問題点を理解しておくこと。 

〇事後学修 グループ討論も参考に、問題点の対処と評価をまとめ、次回の発表資料を作成する。 

第 １４回 事例問題 グループ討論 ⑧贈収賄、見積合わせ、談合、企業秘密の流出 

〇事前学修 事前に配布する資料を読んで、問題点を理解しておくこと。 

〇事後学修 これまでの授業を振り返り、技術者として持つべき倫理の必要性を確認する。 

第 １５回 まとめ及び到達確認 

〇事前学修 これまでの授業の資料・ワークシートに目を通して、自学しておくこと。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

プリントを適時配布する。 

【参考書・参考資料等】 

技術者の倫理入門、杉本泰治、高城重厚、（丸善） 

【成績評価の方法等】 

達成度試験（６０％）、レポート（２０％）、小テスト（２０％）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

本授業に関連する基礎的な知識を有する者 
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BM19-101160-C 

区  分 専門基礎科目 担当教員 山嵜 勝弘 

授業科目 安全管理 授業形態 

英  訳 Safety management 単独 

配当年次 4年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 安全管理者の職務内容、作業環境主任者を選任すべき各作業の具体的内容、労働者の就業に当たっての措置 、就業

制限に係る業務、特別教育を必要とする業務などを学び、災害を防止するための知識を得る。 

【授業の到達目標】 

 安全管理に関する基礎知識、災害事例と防止策、安全基準、作業に必要な資格などの知識を習得する。 

【授業の概要】 

 労働安全衛生法を中心として、事業場における安全衛生管理の概要、安全管理者の具体的な業務内容などを学ぶ。

ま た、技術者倫理、安全の概念、リスク管理、未然防止技術などの重要性について学ぶ。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーションと導入 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」「授業計画」を読んでおくこと。 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 労働安全衛生法の概要 

〇事前学修 オリエンテーションで配布する労働安全衛生法および関連規則を読んでおくこと。 

〇事後学修 労働安全衛生法の構成について理解を深めること。 

第 ３回 安全衛生管理体制の概要 

〇事前学修 配布資料を読んでおくこと。 

〇事後学修 作業主任者を選任すべき作業 令第 6条について理解を深めること 

第 ４回 安全管理組織、安全衛生委員会の運営について 

〇事前学修 配布資料を読んでおくこと。 

〇事後学修 安全管理者の責務について理解を深めること。 

第 ５回 各種の安全活動について 

〇事前学修 配布資料を読んでおくこと。 

〇事後学修 危険予知活動(KYK)、５S活動について理解を深めること。 

第 ６回 厚生労働大臣が定める安全装置を具備すべき機械等 

〇事前学修 配布資料を読んでおくこと。 

〇事後学修 安衛法 令 13条について理解を深めること。 

第 ７回 特別教育を必要とする業務(安全関係) 労働安全衛生法に関連する小テストの実施 

〇事前学修 配布資料を読んでおくこと。 

〇事後学修 則第 36条について理解を深めること。 

第 ８回 機械加工におけるリスクアセスメントの実習①、グループ討論および発表 

〇事前学修 与えられた演習問題について、リスクの程度を調べておくこと。 

〇事後学修 リスク低減のためのグループ討論の結果をまとめて次回提出。 

第 ９回 高所作業におけるリスクアセスメントの実習②、グループ討論および発表 

〇事前学修 与えられた演習問題について、リスクの程度を調べておくこと。 

〇事後学修 リスク低減のためのグループ討論の結果をまとめて次回提出。 

第 １０回 有機溶剤使用におけるリスクアセスメントの実習③、グループ討論および発表 

〇事前学修 与えられた演習問題について、リスクの程度を調べておくこと。 

〇事後学修 リスク低減のためのグループ討論の結果をまとめて次回提出。 
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第 １１回 建設現場におけるリスクアセスメントの実習④、グループ討論および発表 

〇事前学修 与えられた演習問題について、リスクの程度を調べておくこと。 

〇事後学修 リスク低減のためのグループ討論の結果をまとめて次回提出。 

第 １２回 酸欠・粉塵等の作業環境におけるリスクアセスメントの実習⑤、グループ討論および発表 

〇事前学修 与えられた演習問題について、リスクの程度を調べておくこと。 

〇事後学修 リスク低減のためのグループ討論の結果をまとめて次回提出。 

第 １３回 鉛中毒、特定化学物質等におけるリスクアセスメントの実習⑥、グループ討論および発表 

〇事前学修 与えられた演習問題について、リスクの程度を調べておくこと。 

〇事後学修 リスク低減のためのグループ討論の結果をまとめて次回提出。 

第 １４回 食品加工、輸送におけるリスクアセスメントの実習⑥、グループ討論および発表 

〇事前学修 与えられた演習問題について、リスクの程度を調べておくこと。 

〇事後学修 リスク低減のためのグループ討論の結果をまとめて次回提出。 

第 １５回 止血法、火傷対応、感電事故、熱中症対応等に関する労働災害動画による啓発 

〇事前学修 配布する労働災害統計資料を読んでおくこと。 

〇事後学修 労働災害防止の重要性をより深く理解する。 

 

【テキスト】 

必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

【参考書・参考資料等】 

安全管理技術（実践教育訓練研究協会編、出版社名：工業調査会） 

【成績評価の方法等】 

レポート提出（４０％）、小テスト（４０％）、積極的なグループ討議への意欲（２０％）

で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

本授業に関連する基礎的な知識を有する者。 
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BM19-101170-A 

区  分 専門基礎科目 担当教員 
酒井 恒、濱田 直巳、 黄 樹偉、中村 格

芳 

授業科目 生産工学実験A（機械） 授業形態 

英  訳 Manufacturing Engineering Experiments A (Mechanics) 
オムニバス, 

クラス分け 

配当年次 2年次 後期～3年次 後期 必選別 必修 単位数 1 単位 

【授業の目的】 

実験を通して機械工学の基礎となる色々な原理を理解し、測定機器の取り扱い方法やデータ処理方法を習得する。ま

た、レポートを作成する際の課題解決などから問題解決能力を向上させる。 

【授業の到達目標】 

実験結果の解析やレポートをまとめる能力を身につける。 

【授業の概要】 

4～6名程度の班を編成し、機械工学の基礎となる色々な原理に関する実験を行う。実験はテーマ毎に最初実験の説明

を受けた後、実験、データ整理・レポート作成・提出を行う。これにより、諸原理の理解に加え、各種測定機器の取

り扱い方法や測定原理を理解するとともに、測定結果をどのように処理しレポートを作成してゆくかを学び、修得す

る。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 実験全体の説明 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ２回 制御の実験（1）実験説明 

〇事前学修  

〇事後学修 実験目的、方法等を理解し、その内容をまとめる。（1時間） 

第 ３回 制御の実験（2）実験、データ整理 

〇事前学修 実験課題に関わる文献調査、参考データ等の調査をする。（1時間） 

〇事後学修 実験データを整理する。（0.5時間） 

第 ４回 制御の実験（3）レポート作成・提出 

 

〇事前学修 指摘された修正箇所等を修正し、レポートを完成させる。（1時間） 

〇事後学修  

第 ５回 はりのたわみ測定（1）実験方法の説明 

〇事前学修  

〇事後学修 実験内容を理解し、その内容をまとめる。（1時間） 

第 ６回 はりのたわみ測定（2）実験、データ整理 

〇事前学修 実験課題に関わる文献調査、参考データ等の調査をする。（1時間） 

〇事後学修 実験データを整理する。（0.5時間） 

第 ７回 はりのたわみ測定（3）レポート作成・提出 

〇事前学修 指摘された修正箇所等を修正し、レポートを完成させる。（1時間） 

〇事後学修  

第 ８回 中間まとめ 

〇事前学修  

〇事後学修 これまでの実験内容をまとめる。（1時間） 

第 ９回 冷凍空調の原理（1）実験方法の説明 

〇事前学修  

〇事後学修 実験内容を理解し、その内容をまとめる。（1時間） 
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第 １０回 冷凍空調の原理（2）実験、データ整理 

〇事前学修 実験課題に関わる文献調査、参考データ等の調査をする。（1時間） 

〇事後学修 実験データを整理する。（0.5時間） 

第 １１回 冷凍空調の原理（3）レポート作成 

〇事前学修 指摘された修正箇所等を修正し、レポートを完成させる。（1時間） 

〇事後学修  

第 １２回 切削抵抗の測定（1）実験方法の説明 

〇事前学修  

〇事後学修 実験内容を理解し、その内容をまとめる。（1時間） 

第 １３回 切削抵抗の測定（2）実験、データ整理 

〇事前学修 実験課題に関わる文献調査、参考データ等の調査をする。（1時間） 

〇事後学修 実験データを整理する。（0.5時間） 

第 １４回 切削抵抗の測定（3）レポート作成・提出 

〇事前学修 指摘された修正箇所等を修正し、レポートを完成させる。（1時間） 

〇事後学修  

第 １５回 まとめ 

〇事前学修  

〇事後学修  

 

【テキスト】 

テーマごとにテキスト及び関連資料を配布する。 

【参考書・参考資料等】 

各実験担当者が適宜指示する。 

【成績評価の方法等】 

実験への取り組み、レポートやノートのまとめ方、質疑応答を総合的に判断する。実験の進

め方30%、発表30%、レポート40% 

 

評価が「合」 

【履修要件等】 

必修科目なのであきらめず全ての実験をやり遂げてください。 

 



37 

 

BM19-101180-B 

区  分 専門基礎科目 担当教員 歌谷昌弘、渡邊真彦、出木秀典、池坊繁屋 

授業科目 生産工学実験B（電気） 授業形態 

英  訳 Manufacturing Engineering Experiments B（Electrical） クラス分け 

配当年次 2年次 後期～3年次 後期 必選別 必修 単位数 1 単位 

【授業の目的】 

 実験を通して電気情報分野の基礎となる色々な原理を理解し、測定機器の取り扱い方法やデータ処理方法を習得す

る。また、リポートを作成する際の課題解決などから問題解決能力を向上させる。 

【授業の到達目標】 

 実験結果の解析やリポートをまとめる能力を身につける。 

【授業の概要】 

 4～6名程度の班を編成し、機械工学の基礎となる色々な原理に関する実験を行う。実験はテーマ毎に最初実験の説

明を受けた後、実験、データ整理・レポート作成・提出を行う。これにより、諸原理の理解に加え、各種測定機器の

取り扱い方法や測定原理を理解するとともに、測定結果をどのように処理しレポートを作成してゆくかを学び、修得

する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 実験全体の説明 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。（1時間） 

〇事後学修 実験のまとめ方を調べておくこと。（1時間） 

第 ２回 整流に関する実験（1）実験説明 

〇事前学修 整流について文献調査をしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 説明された内容を復習しておくこと。（1時間） 

第 ３回 整流に関する実験（2）実験、データ整理 

〇事前学修 実験の手順を把握し、記録用紙の準備をしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 計測データをグラフにプロットしおくこと。（1時間） 

第 ４回 整流に関する実験（3）リポート作成・提出 

〇事前学修 リポートの下書きをしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 よいリポートにするために指摘されたことを確認しておくこと。（1時間） 

第 ５回 トランジスタに関する実験（1）実験方法の説明 

〇事前学修 トランジスタについて文献調査をしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 説明された内容を復習しておくこと。（1時間） 

第 ６回 トランジスタに関する実験（2）実験、データ整理 

〇事前学修 実験の手順を把握し、記録用紙の準備をしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 計測データをグラフにプロットしおくこと。（1時間） 

第 ７回 トランジスタに関する実験（3）リポート作成・提出 

〇事前学修 リポートの下書きをしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 よいリポートにするために指摘されたことを確認しておくこと。（1時間） 

第 ８回 中間まとめ（実験 2回分） 

〇事前学修 よいリポートにするために指摘されたことに対する解答を準備。（1時間） 

〇事後学修 前回のリポートと解答を加えたリポートを比較検討しておくこと。（1時間） 

第 ９回 オペアンプに関する実験（1）実験方法の説明 

〇事前学修 オペアンプについて文献調査をしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 説明された内容を復習しておくこと。（1時間） 

第 １０回 オペアンプに関する実験（2）実験、データ整理 

〇事前学修 実験の手順を把握し、記録用紙の準備をしておくこと。（1時間） 
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〇事後学修 計測データをグラフにプロットしおくこと。（1時間） 

第 １１回 オペアンプに関する実験（3）リポート作成・提出 

〇事前学修 リポートの下書きをしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 よいリポートにするために指摘されたことを確認しておくこと。（1時間） 

第 １２回 プログラムに関する実験（1）実験方法の説明 

〇事前学修 プログラムについて文献調査をしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 説明された内容を復習しておくこと。（1時間） 

第 １３回 プログラムに関する実験（2）実験・データ整理 

〇事前学修 実験の手順を把握し、必要な準備をしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 実験結果を整理しておくこと。（1時間） 

第 １４回 プログラムに関する実験（3）リポート作成・提出 

〇事前学修 リポートの下書きをしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 よいリポートにするために指摘されたことを確認しておくこと。（1時間） 

第 １５回 中間まとめ（実験 2回分） 

〇事前学修 よいリポートにするために指摘されたことに対する解答を準備。（1時間） 

〇事後学修 前回のリポートと解答を加えたリポートを比較検討しておくこと。（1時間） 

 

【テキスト】 

【参考書・参考資料等】 

【成績評価の方法等】 

実験の進め方30%、発表30%、レポート40% 

評価が「合」 

【履修要件等】 

物理I、物理II、電気回路I、電気回路II、電気磁気学I、電気磁気学IIを履修していることが望ましい。 授業では電

卓を使用する。 
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BM19-101190-C 

区  分 専門基礎科目 担当教員 
新川 英典、竹野 健次、中村 学、佐々木 

慧 

授業科目 生産工学実験 C 授業形態 

英  訳 Manufacturing Engineering Experiments C 複数 

配当年次 2年次 後期～3年次 後期 必選別 必修 単位数 1 単位 

【授業の目的】 

 本実験は、幅広い分野に対応できる技術者育成を念頭に、電気情報およびバイオ生産の学習内容を体験する。電気

情報分野からはWebのための基礎技術であるHTML（HyperText Markup Language）、CSS（Cascading Style Sheets）、

JavaScriptについて演習を行う。一方、バイオ生産分野からは、遺伝子工学や微生物を用いたバイオテクノロジーに

よる食品製造、廃棄物処理、エネルギー生産など、それぞれ専門教員の指導の下で、生産工学の技術の習得を目的と

する。 

【授業の到達目標】 

 現代のものづくりでは､情報系の知識が必須である。本実験では､Webページ作成を題材に情報技術を学習する。また

、微生物を用いた物質生産や排水処理および遺伝子工学など、バイオテクノロジー分野で必要な知識と機器の操作、

安全に実験するための操作技術の習得を目標とする。 

【授業の概要】 

 近年のものづくり産業は多岐にわたるため、工学系の専門分野を学ぶ前に、機械、電気、情報、バイオなど様々な

分野の基礎技術を体験する必要がある。本実験は、生産工学実験ＡおよびＢとともに、ものづくり技術者としての基

礎能力を養う。生産工学実験Ｃでは、電気情報とバイオ生産分野の内容を体験する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーション（受講および実験の心得） 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 「HTMLと JavaScript」（1）実験方法の説明と実験 

〇事前学修 HTMLと JavaScriptについて調べておくこと。 

〇事後学修 説明内容を復習し、各自学習内容をまとめておくこと。 

第 ３回 「HTMLと JavaScript」（2）実験 

〇事前学修 HTMLと JavaScriptについて調べておくこと。 

〇事後学修 実験内容を復習し、各自学習内容をまとめておくこと。 

第 ４回 「HTMLと JavaScript」（3）結果の解析 

〇事前学修 実験内容を復習し、各自学習内容をまとめておくこと。 

〇事後学修 結果の解析内容を復習し、レポートを作成。 

第 ５回 「ゲノム DNAの調製と分析技術」   （1）実験方法の説明と実験 

〇事前学修 ゲノム DNAについて調べておくこと。 

〇事後学修 説明内容を復習し、各自学習内容をまとめておくこと。 

第 ６回 「ゲノム DNAの調製と分析技術」   （2）実験 

〇事前学修 ゲノム DNAについて調べておくこと。 

〇事後学修 実験内容を復習し、各自学習内容をまとめておくこと。 

第 ７回 「ゲノム DNAの調製と分析技術」   （3）結果の解析 

〇事前学修 実験内容を復習し、各自学習内容をまとめておくこと。 

〇事後学修 結果の解析内容を復習し、レポートを作成。 

第 ８回 「微生物による廃水処理と有価物質生産」（1）実験方法の説明と実験 

〇事前学修 微生物による廃水処理について調べておくこと。 

〇事後学修 説明内容を復習し、各自学習内容をまとめておくこと。 

第 ９回 「微生物による廃水処理と有価物質生産」（2）実験 

〇事前学修 微生物による廃水処理について調べておくこと。 
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〇事後学修 実験内容を復習し、各自学習内容をまとめておくこと。 

第 １０回 「微生物による廃水処理と有価物質生産」（3）結果の解析 

〇事前学修 実験内容を復習し、各自学習内容をまとめておくこと。 

〇事後学修 結果の解析内容を復習し、レポートを作成。 

第 １１回 「微生物の培養操作と菌体生産」    （1）実験方法の説明 

〇事前学修 微生物の培養操作について調べておくこと。 

〇事後学修 説明内容を復習し、各自学習内容をまとめておくこと。 

第 １２回 「微生物の培養操作と菌体生産」    （2）培養操作 

〇事前学修 微生物の培養操作について調べておくこと。 

〇事後学修 実験内容を復習し、各自学習内容をまとめておくこと。 

第 １３回 「微生物の培養操作と菌体生産」    （3）分析操作 

〇事前学修 実験内容を復習し、各自学習内容をまとめておくこと。 

〇事後学修 結果の解析内容を復習し、レポートを作成。 

第 １４回 実験全体のまとめ １        （1）データ整理とレポート作成 

〇事前学修 これまでの実験内容についてデータをまとめておくこと。 

〇事後学修 実験内容を復習し、学習内容のレポートを完成させ次回提出。 

第 １５回 実験全体のまとめ ２        （2）結果報告と試問 

〇事前学修 実験内容を復習し、学習内容のレポートを完成させ次回提出。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

テーマごとにテキスト及び関連資料を配布する。 

【参考書・参考資料等】 

各実験担当者が適宜指示する。 

【成績評価の方法等】 

積極的な実験への取り組み（５０％）、実験レポート（５０％）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-101200-B 

区  分 専門基礎科目 担当教員 
土屋 英男、佐伯 哲二、大塚 厚二、新川 

英典、竹野 健次、遠藤 麻里 

授業科目 工業概論 授業形態 

英  訳 Introduction of Industry オムニバス 

配当年次 1年次 後期 必選別 選択必修 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

我が国の工業が果たしている役割と成果や、工業全体の意義を技術の視点から理解する。特に「ものづくり」の産業

で柱となる技術を例として取りあげながら、それらの基礎的知識を修得するとともに、テーマ毎に設定した課題の検

討を通して、工業における分野間の枠を越えた幅広い認識を深める。 

【授業の到達目標】 

我が国の工業について産業構造の面から幅広く理解するとともに、主な分野の例を通して基礎的知識を修得し、それ

ぞれの技術の意義と相互の関連を工業全体の視点から体系的に理解する 

【授業の概要】 

我が国の工業は、幅広い分野で産業を支えている。その工業は多岐にわたって分類されるので、ここでは比較的共通

して需要がある機械、電気、化学、デザイン、情報について基礎的な知識を修得するとともに、それぞれが関連して

成り立っていること、およびそれらが果たしている役割について概説する。学習の形態は個人思考やペア学習、及び

グループ学習などを用いて多様にディスカッションを取り入れ、理解やスキルを整理する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 工業の概要と役割、および我が国の工業の特徴（ガイダンス）（土屋 英男） 

〇事前学修 工業概論という授業について、事前に情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 授業で学んだ内容をまとめてファイルに整理する。（1時間） 

第 ２回 道具の発展と人間（フォーク、ナイフ、クリップを例に） （土屋 英男） 

〇事前学修 テーマについて、事前に情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 授業で学んだ内容をまとめてファイルに整理する。（1時間） 

第 ３回 材料、建築、土木に関する各工業の概論 （遠藤 麻里） 

〇事前学修 テーマについて、事前に情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 授業で学んだ内容をまとめてファイルに整理する。（1時間） 

第 ４回 繊維、インテリア、デザイン等に関する各工業の概論  （遠藤 麻里） 

〇事前学修 テーマについて、事前に情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 授業で学んだ内容をまとめてファイルに整理する。（1時間） 

第 ５回 電気・電子工業の概論 （佐伯 哲二） 

〇事前学修 テーマについて、事前に情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 授業で学んだ内容をまとめてファイルに整理する。（1時間） 

第 ６回 電気・電子の基礎知識と基礎理論 （佐伯 哲二） 

〇事前学修 テーマについて、事前に情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 授業で学んだ内容をまとめてファイルに整理する。（1時間） 

第 ７回 電気・電子技術の開発・利用と課題 （佐伯 哲二） 

〇事前学修 テーマについて、事前に情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 授業で学んだ内容をまとめてファイルに整理する。（1時間） 

第 ８回 化学工業とバイオ技術の概論 （新川英典・竹野 健次） 

〇事前学修 テーマについて、事前に情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 授業で学んだ内容をまとめてファイルに整理する。（1時間） 

第 ９回 化学工業とバイオ技術の基礎知識と基礎理論 （新川英典・竹野 健次） 

〇事前学修 テーマについて、事前に情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 授業で学んだ内容をまとめてファイルに整理する。（1時間） 
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第 １０回 化学工業とバイオ技術の役割と将来的期待 （新川英典・竹野 健次） 

〇事前学修 テーマについて、事前に情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 授業で学んだ内容をまとめてファイルに整理する。（1時間） 

第 １１回 情報技術の概論 （大塚 厚二） 

〇事前学修 テーマについて、事前に情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 授業で学んだ内容をまとめてファイルに整理する。（1時間） 

第 １２回 インターネットサービス （大塚 厚二） 

〇事前学修 テーマについて、事前に情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 授業で学んだ内容をまとめてファイルに整理する。（1時間） 

第 １３回 電磁波問題と産業（電磁波と健康） （土屋 英男） 

〇事前学修 テーマについて、事前に情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 授業で学んだ内容をまとめてファイルに整理する。（1時間） 

第 １４回 電磁波問題と産業（電車、バイクを例に）  （土屋 英男） 

〇事前学修 テーマについて、事前に情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 授業で学んだ内容をまとめてファイルに整理する。（1時間） 

第 １５回 我が国のものづくり産業が占める役割と開発者･製造者･利用者のモラル （佐伯 哲二） 

〇事前学修 テーマについて、事前に情報を収集する。（1時間） 

〇事後学修 工業概論で学んだ内容をまとめてファイルに整理する。（1時間） 

 

【テキスト】 

・産業を支える化学（長岡技術科学大学化学教育研究会編、内田老鶴圃） 

・その他授業内容に応じて配布するプリント 

【参考書・参考資料等】 

・電気電子工学概論 （磯村他著、朝倉書店）   

・機械工学（松尾他著、（森北出版） 

・高校用情報の教科書（情報産業と社会など）  

・生産システム技術（武藤他著、（コロナ社） 

・物質科学（佐々木他著、学術図書） 

【成績評価の方法等】 

学修の意欲(40%) 、途中の小レポート(20%)、期末のレポート(40%)を基準とし、これらを総

合的に判断する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

新聞の経済欄に目を通し、製造業などの企業紹介や技術に関する記事等にも関心をもっていること。 
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BM19-101210-C 

区  分 専門科目－専門基礎科目 担当教員 栗原 雅明 

授業科目 職業指導 授業形態 

英  訳 Vocational Guidance 単独 

配当年次 3 年次   前期 必選別 
選択 

（高校工業教免必修） 
単位数  2単位 

【授業の目的】 

国際化，情報化，高齢化などが進展する社会の職業人として，その職場適応と職業的自己実現を啓発し，望ましい職

業観・勤労観を形成して将来の進路を適切に選択し，社会人・職業人として自立できるための知識，技術を修得する。 

【授業の到達目標】 

学校教育における職業指導・進路指導・キャリア教育の実際と指導方法等を学習することをとおして，進路指導担当

者ならびに学級担任としての資質向上と知識の修得を目標とする。 

【授業の概要】 

さまざまな職業の意義を理解して進路指導に関わる職業観を修得するとともに，職業の分類，進路指導の意味，適性

インターンシップなどについての知識を修得する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 職業指導の意義と歴史 

〇事前学修  

〇事後学修 アメリカの職業指導が日本に導入された背景について考察する。 

第 ２回 職業生活と職業観 

〇事前学修 仕事内容を詳しく掲載されている図書や、実際の職業人の 体験談ややりがいを語っている

図書から情報を収集しておく。 

〇事後学修 自分の仕事に対する価値観について考える 

第 ３回 職業の分類 

〇事前学修 様々な視点から職業について掲載されているウェブサイトから、多くの職業について仕事

内 容や必要な資格、年収などを調べておく。 

〇事後学修 様々な社会的役割や職業 及び職業生活をふまえ、 自己の生き方についてレポートにまと

める 

第 ４回 産業分析と職業構造の変化 

〇事前学修 1950年代以降の産業別就業者構成割合の推移を調べておく。 

〇事後学修 今後事業の広がりが期待される分野について考察できる。 

第 ５回 人生設計とキャリアデザイン 

〇事前学修 今までの経験を振り返り、今後の夢や目標を想像し、自分自身を社会でどう活かしていくの

かという視点で考えておく。 

〇事後学修 未来を想像してキャリアプランニング、将来デザインシートに将来の自分を書き出す。 

第 ６回 職業選択の理論 

〇事前学修 配布プリント（ホランドの職業選択理論）について事前に読み不明点をチェックしておく。 

〇事後学修 これまでの好きなことや興味･関心のあるこ とから自分の職業興味を評価してみる。 

第 ７回 自己分析 －自己理解の方法－ 

〇事前学修 自己理解の方法について配布資料を読み不明点をチェックしておく。 

〇事後学修 過去の自分と現在の自分を比較しワークシートに記入する。 

第 ８回 職業に対する興味 

〇事前学修 職業について自らの志向や適 性について考えておく。 

〇事後学修 自分の志望する職業について必要な適正を考察する。 

第 ９回 適性検査 

〇事前学修 各種適性検査の方法・概要について調べておく。 

〇事後学修 レポート提出（前半のまとめ） 
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第 １０回 学校における進路指導の位置づけ 

〇事前学修 配布資料を読み不明点をチェックしておく。 

〇事後学修 進路指導の 6つの活動について概要が理解できる。 

第 １１回 進路指導の情報収集 

〇事前学修 配布資料を読み不明点をチェックしておく。 

〇事後学修 進路指導の 6つの活動について概要が理解できる。 

第 １２回 進路指導の情報活用 

〇事前学修 配布資料を読み不明点をチェックしておく。 

〇事後学修 進路指導の 6つの活動について概要が理解できる。 

第 １３回 適性検査の理論と実践 

〇事前学修 配布資料を読み不明点をチェックしておく。 

〇事後学修 キャリア教育で使用される各種検査類の測定内容と測定手法について理解できる。 

第 １４回 進路相談の原理と方法 

〇事前学修 配布資料を読み不明点をチェックしておく。 

〇事後学修 レポート提出 

第 １５回 インターンシップ及び総合的な学習の時間等の活用 

〇事前学修 配布資料を読み不明点をチェックしておく。 

〇事後学修 キャリア教育で育成する４領域の能力と進路指導における 6 つの活動の関連性が理解でき

る。 

 

【テキスト】 

・三村 隆男『新訂 キャリア教育入門 その理論と実践のために』実業之日本社，2008年。 

・その他，適宜，資料を配布する。 

 

【参考書・参考資料等】・増田 幸一，伊藤博『進路指導』創元社，1981年。 

・米田 博『職業指導』評論社，1970年。 

【成績評価の方法等】期末試験(30%)，レポート(40%)，授業への取り組み(30%)で評価する。 

（＊１５回の内複数回のレポート提出を行う） 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-101220-C 

区  分 専門基礎科目 担当教員 河嶋 孝彦 

授業科目 栽培実習 授業形態 

英  訳 Cultivation Lab 単独 

配当年次 3年次 後期 必選別 選択 単位数 1 単位 

【授業の目的】 

 中学校技術・家庭（技術分野）教育に適合した学習内容を基本として、植物栽培に関する基礎的・基本的な知識と

技能を習得するとともに、栽培学実習の全過程を通じて教育者としての資質を向上させる。 

【授業の到達目標】 

 植物栽培について体験学習し、基本的な栽培方法を理解する。 

【授業の概要】 

 作物を適切に成長させるための作業を、自然環境、土壌の管理、施肥、消毒、害虫の駆除及び農機具管理から考慮

した栽培計画をたてて実践する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 中学校技術・家庭（技術分野）における「栽培実習」のねらい 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておく。 

第 ２回 作物栽培計画の作成（課題を持つ） 

〇事前学修 作ってみたい作物の作型を調べておくこと。 

〇事後学修 想定生徒数、自家消費量等から目標収穫量と必要土地面積を検討する。 

第 ３回 作物栽培と土づくり 

〇事前学修 よい土とはどのようなものか、考えておくこと。 

〇事後学修 堆肥の効果を箇条書きにして整理しておく。 

第 ４回 作物の栽培管理（1）施肥・耕転・播種 

〇事前学修 市販肥料の成分を調べておくこと。 

〇事後学修 技術科の生徒指導を想定して、農作業の安全確保を検討する。 

第 ５回 作物の栽培管理（2）かん水・病害虫駆除 

〇事前学修 植物の病害の病原体にどのようなものがあるか調べておくこと。 

〇事後学修 農薬の使用方法と安全性について理解を深める。 

第 ６回 作物の栽培管理（3）かん水・追肥 

〇事前学修 元肥用肥料と追肥用肥料の違いを調べておくこと。 

〇事後学修 土質や作業体系から、追肥の間隔・施用量を検討し、栽培計画に反映させること。 

第 ７回 作物の栽培管理（4）かん水・除草 

〇事前学修 土壌水分量の表示方法を調べておくこと。 

〇事後学修 かん水時期の把握方法、かん水量について理解を深める。 

第 ８回 作物の栽培管理（5）かん水・剪定 

〇事前学修 樹木の花芽分化期を調べ、剪定時期はいつがよいか検討すること。 

〇事後学修 剪定した時の芽の位置により、芽の伸長がどのように変わるか調べる。 

第 ９回 作物の栽培管理（6）収量調査 

〇事前学修 作物の収穫目標（収量や収穫物の大きさ等）を調べておくこと。 

〇事後学修 実際の収穫と目標を比較して、栽培管理のポイントを検討する。 

第 １０回 作物の繁殖方法 

〇事前学修 種子繁殖と栄養繁殖の長所・短所を調べておく。 

〇事後学修 学校花壇などで苗の自家供給を検討する。 
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第 １１回 作物のコンテナ栽培（1）野菜 

〇事前学修 プランター栽培と畑栽培の長所・短所を調べておく。 

〇事後学修 学校農園のないことも想定し、プランターで栽培できる野菜の品目を検討する。 

第 １２回 作物のコンテナ栽培（2）花 

〇事前学修 街中で見かける寄せ植えを観察し、どのような花が使われているか調べておく。 

〇事後学修 寄せ植えの手法を理解し、植付け後、花がどのように成長するか観察する。 

第 １３回 作物と雑草 

〇事前学修 農場にある雑草を採集する。 

〇事後学修 雑草の種類と防除方法について理解を深める。 

第 １４回 作物による環境保全 

〇事前学修 農業の持つ公益的機能を検討する。 

〇事後学修 環境にやさしい農業について、栽培計画に取り入れられるか検討する。 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 栽培計画書の下書きを作成しておく。 

〇事後学修 栽培計画書を作成する上で、不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

学校園の栽培便利帳（日本農業教育学会） 

【参考書・参考資料等】 

園芸に関する図書 

【成績評価の方法等】 

レポート提出（５０％）、積極的な授業への取り組み（５０％）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

中学校（技術）の教職課程を履修していること。または作物の栽培に強い関心があること。 
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BM19-101230-C 

区  分 専門基礎科目 担当教員 河嶋 孝彦 

授業科目 栽培学 授業形態 

英  訳 Cultivation learning 単独 

配当年次 4年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 中学校技術・家庭（技術分野）教育に適合した学習内容を基本として、植物栽培に関する基礎的・基本的な知識と

技能を習得するとともに、栽培学実習の全過程を通じて教育者としての資質を向上させる。 

【授業の到達目標】 

 植物栽培の基礎について学習し、作物の特性を理解する。 

【授業の概要】 

 作物を適切に成長させるための自然環境、土壌の管理、施肥、消毒、害虫の駆除及び農機具管理など作物を栽培す

るための様々の要因を理解する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 中学校技術・家庭（技術分野）における「栽培学」のねらい 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておく。 

第 ２回 作物の性状と適応性 ⑴ 環境 

〇事前学修 野菜のライフサイクルを調べ、春夏野菜と秋冬野菜の例をリストアップしておく。 

〇事後学修 品種改良や技術進歩で周年栽培される野菜が多いが、本来の旬の時期を理解する。 

第 ３回 作物の性状と適応性 ⑵ 風土 

〇事前学修 広島市の気温・日長の年間変化を調べておくこと。 

〇事後学修 季節変化に対する植物の反応と作型を比較し、作物の特性を理解する。 

第 ４回 作物の栽培管理 ⑴ 露地 

〇事前学修 野菜の中で、作ってみたい作物の特性を調べておくこと。 

〇事後学修 実際に栽培するための具体的な栽培計画を立てる。 

第 ５回 作物の栽培管理 ⑵ 施設 

〇事前学修 施設栽培の具体的な例を調べ、その目的を考察する。 

〇事後学修 施設栽培の長所と短所から、実際栽培への活用を検討する。 

第 ６回 作物の土壌管理 

〇事前学修 関東の黒ボク土壌と西日本の花こう岩質土壌の差を調べておくこと。 

〇事後学修 堆肥の施用効果や輪作の重要性の理解を深め、栽培計画に組み入れる。 

第 ７回 作物の病害虫対策 ⑴ 病害 

〇事前学修 作ってみたい作物の代表的な病害を調べておくこと。 

〇事後学修 栽培計画の中で、病害対策を追加する。 

第 ８回 作物の病害虫対策 ⑵ 害虫 

〇事前学修 作ってみたい作物の代表的な害虫を調べておくこと。 

〇事後学修 栽培計画の中で、害虫対策を追加する。 

第 ９回 作物の病害虫対策 ⑶ 有機栽培 

〇事前学修 店頭で市販されている有機栽培（オーガニック）野菜を調べておくこと。 

〇事後学修 有機栽培、特別栽培、エコファーマー栽培の制度を理解し、栽培計画でも検討する。 

第 １０回 作物の品種の変遷 

〇事前学修 伝統野菜で、どのようなものがあるか調査すること。 

〇事後学修 伝統野菜の長所・短所を理解し、栽培計画でも検討する。 
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第 １１回 作物の品種改良 ⑴ 育種 

〇事前学修 育種の主流を占める F1品種について調べておくこと 

〇事後学修 バイカラーのスイートコーンなど、遺伝の学習に使える品目も検討する。 

第 １２回 作物の品種改良 ⑵ バイテク 

〇事前学修 最も実用化されているウイルスフリー苗について調べておくこと。 

〇事後学修 学校等でもできる簡易なバイテク苗の生産について検討する。 

第 １３回 作物の繁殖方法 

〇事前学修 交配品種と選抜品種を調査し、リストアップすること。 

〇事後学修 採種方法を理解し、学校農園等での種子の自家供給も検討する。 

第 １４回 作物と環境整備 

〇事前学修 効率的な栽培のための環境整備について、必要な項目を検討すること。 

〇事後学修 環境整備のポイントをまとめ、自分の栽培計画に反映させる。 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 配布された資料をみて、まとめを作成しておく。 

〇事後学修 授業の振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

学校園の栽培便利帳（日本農業教育学会） 

【参考書・参考資料等】 

園芸に関する図書 

【成績評価の方法等】 

レポート提出（５０％）、積極的な授業への取り組み（５０％）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

中学校（技術）の教職課程を履修していること。または作物の栽培に強い関心があること。 

 



49 

 

BM19-101240-B 

区  分 専門基礎科目 担当教員 池坊 繁屋 

授業科目 資格Ⅰ 授業形態 

英  訳 Challenging License, Part Ⅰ 単独 

配当年次 1～4年次 前・後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

大学生が就職活動をする上で、資格を持っていることは一つのアピールポイントになりうる。資格を取得するために

は、ダブルスクールで学んだり独自で勉強をするなどの努力が必要である。また、企業が採用を考える際には、資格

を持っているという強みよりも資格を得るためにした努力の過程などを評価してくれる場合もある。工学部では、こ

の様な現状を鑑み様々な資格の取得を推奨している。本科目では、比較的取得のやさしい、また汎用性のある基礎的

実務資格についての概略、試験内容、試験対策について、工学基礎学力充実に焦点を合わせて 幅広く取得を推奨する

。 

【授業の到達目標】 

列記した比較的優しい資格について、１つを取得する。 

【授業の概要】 

工学系には、専門分野によって多少の差はあるがたくさんの資格があり、社会に出てからもそれらの多くの資格は役

に立つ。これらのことを踏まえ、初めに比較的取得し易い一般的な資格について取得する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回  各資格についての分析と考察、受験対策を行う。 

 本科目では、以下のような資格が考えられる。 

 ・CAD利用技術者（2級） 

 ・3次元 CAD利用技術者（2級） 

 ・ボイラー技士（2級・1級） 

 ・電気工事士（2種） 

 ・ＩＴパスポート 

 ・シスコ技術者認定（CCENT） 

 ・危険物取扱者（乙種） 

 ・バイオ技術者認定（中級） 

 ・食生活アドバイザー（3級） 

 ・環境社会検定（eco検定） 

  

 その他の資格も学科に諮り単位を認定することもある。 

 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ２回  

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ３回  

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ４回  

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ５回  

〇事前学修  
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〇事後学修  

第 ６回  

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ７回  

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ８回  

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ９回  

〇事前学修  

〇事後学修  

第 １０回  

〇事前学修  

〇事後学修  

第 １１回  

〇事前学修  

〇事後学修  

第 １２回  

〇事前学修  

〇事後学修  

第 １３回  

〇事前学修  

〇事後学修  

第 １４回  

〇事前学修  

〇事後学修  

第 １５回  

〇事前学修  

〇事後学修  

 

【テキスト】 

【参考書・参考資料等】 

【成績評価の方法等】 

資格取得の後、報告書と証明書（合格証、資格証明書等コピー提示）を提出し、学科に諮り

単位認定する。 

評価が「合」 

○ 

【履修要件等】 
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BM19-101250-C 

区  分 専門基礎科目 担当教員 池坊 繁屋 

授業科目 資格Ⅱ 授業形態 

英  訳 Challenging License, Part Ⅱ 単独 

配当年次 1～4年次 前・後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

大学生が就職活動をする上で、資格を持っていることは一つのアピールポイントになりうる。資格を取得するために

は、ダブルスクールで学んだり独自で勉強をするなどの努力が必要である。また、企業が採用を考える際には、資格

を持っているという強みよりも資格を得るためにした努力の過程などを評価してくれる場合もある。工学部では、こ

の様な現状を鑑み様々な資格の取得を推奨している。本科目では、比較的取得のやさしい、また汎用性のある基礎的

実務資格についての概略、試験内容、試験対策について、工学基礎学力充実に焦点を合わせて 幅広く取得を推奨する

。 

【授業の到達目標】 

列記した比較的優しい資格について、１つを取得する。 

【授業の概要】 

工学系には、専門分野によって多少の差はあるがたくさんの資格があり、社会に出てからもそれらの多くの資格は役

に立つ。これらのことを踏まえ、初めに予め一般的な資格についてその概要を説明する。この「資格Ⅱ」では、「資

格Ⅰ」よりもさらに高度な資格に挑戦する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回  各資格についての分析と考察、受験対策を行う。 

 本科目では、以下のような資格が考えられる。 

 ・CAD利用技術者（1級） 

 ・3次元 CAD利用技術者（準 1級・1級） 

 ・機械設計技術者 

 ・ボイラー技士（特級） 

 ・電気工事士（1種） 

 ・エネルギー管理士 

 ・電気主任技術者（1～3種） 

 ・基本情報技術者試験 

 ・応用情報技術者試験 

 ・シスコ技術者認定（CCNA） 

 ・危険物取扱者（甲種） 

 ・バイオ技術者認定（上級） 

 ・公害防止管理者（1～4種） 

 ・食生活アドバイザー（2級）、 

 ・毒劇物取扱者 

 ・修習技術者 

  

 その他の資格も学科に諮り単位を認定することもある。 
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【テキスト】 

【参考書・参考資料等】 

【成績評価の方法等】 

資格取得の後、報告書と証明書（合格証、資格証明書等コピー提示）を提出し、学科に諮り

単位認定する。 

評価が「合」 

○ 

【履修要件等】 
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BM19-201010-B 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 古元 秀昭 

授業科目 工業力学 授業形態 

英  訳 Engineering Mechanics 単独 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 「基礎力学」に引き続き、力学の理解を深めて、実用に供される種々の簡単な機械の解析例を通して、実際の複雑

な機械を力学的に考察し得る機械技術者としての素養を身につけることを目的とする。 

【授業の到達目標】 

 質点の変位、速度、加速度などを解析することと、ニュートンの運動法則とダランベールの原理を応用して遠心力

などの典型的な慣性力問題を考察することができる。また、てこ、滑車、輪軸、斜面などの簡単な機械の解析ができ

る。 

【授業の概要】 

 まず、質点の変位、速度、加速度など運動の形態を解析する運動学を学習し、次に、ニュートンの運動法則とダラ

ンベールの原理を中心に運動と力の関係に関する動力学を学び、最後に、応用問題として、てこ、滑車、輪軸、斜面

などの簡単な機械における力学問題と機械の効率などを学習する。 

実務家教員として理解の深化を促すこととする。 

 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 質点の運動の概説 

〇事前学修 質点の運動を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ２回 接線加速度と法線加速度 

〇事前学修 加速度を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ３回 直線運動 

〇事前学修 直線運動を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ４回 平面運動 

〇事前学修 平面運動を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ５回 相対運動 

〇事前学修 相対運動を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ６回 運動の法則 

〇事前学修 運動の法則を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ７回 慣性力 

〇事前学修 慣性力を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ８回 向心力と遠心力 

〇事前学修 遠心力を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ９回 総合演習と理解度確認テスト 

〇事前学修 これまでの演習を復習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 
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第 １０回 機械の摩擦，摩擦係数と摩擦角 

〇事前学修 摩擦係数を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １１回 簡単な機械：てこ・滑車 

〇事前学修 てこを予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １２回 簡単な機械：輪軸 

〇事前学修 軸について予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １３回 簡単な機械：斜面 

〇事前学修 斜面を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １４回 簡単な機械：斜面の応用 

〇事前学修 斜面の応用を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １５回 機械の効率 

〇事前学修 機械の効率を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

期末試験 

【テキスト】 

工業力学（青木弘，木谷晋 共著、森北出版） 

【参考書・参考資料等】 

詳解工業力学（入江敏博 著、理工学社） 

【成績評価の方法等】 

レポート(20%)、中間テスト(40%) と期末試験(40%) の成績により総合的に評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

基礎力学で学習した静力学の知識が必要なので、「基礎力学」を修得しておくこと。 
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BM19-201020-B 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 渡邊 真彦、北御門 雄大 

授業科目 工業材料 授業形態 

英  訳 Engineering Materials 複数 

配当年次 1年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 機械設計、材料加工で必要となる各種工業材料の基本的な性質や用途を把握する必要がある。この講義では、工業

材料の中心となる金属を中心に物性や試験法などについて学ぶ。 

【授業の到達目標】 

 工業材料の基本的な知識を修得し、基本的な材料の物性や試験法について説明できるようになる。 

【授業の概要】 

 金属材料総論、金属の機械的性質など一般論に始まり、鋼の熱処理、炭素鋼の種類と用途、構造用合金鋼鋳鉄の項

目で主要材料である鉄系材料について理解を深めた上で各種非鉄金属材料についても概観する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 金属材料の総論 

〇事前学修 工業材料とは何か調べること（1時間） 

〇事後学修 工業材料における金属材料の特徴をまとめること（1時間） 

第 ２回 金属の結晶構造について 

〇事前学修 結晶と非晶について調べること（1時間） 

〇事後学修 金属の代表的な結晶構造と特徴についてまとめること（1時間） 

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） 

〇事前学修 外力と内力について調べること（1時間） 

〇事後学修 金属の変形に関してまとめること（1時間） 

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） 

〇事前学修 応力ひずみ線図について復習して理解を深めること（1時間） 

〇事後学修 各試験法と対応する物理量についてまとめること（1時間） 

第 ５回 合金の平衡状態図、相の変化について 

〇事前学修 物質の 3態について調べること（1時間） 

〇事後学修 状態図の作成方法について復習すること（1時間） 

第 ６回 ２元合金状態図に関する演習 

〇事前学修 前回までの内容について復習すること（1時間） 

〇事後学修 状態図の読み方について復習すること（1時間） 

第 ７回 鋼（Fe-C）の状態図について 

〇事前学修 鉄の炭素の関係について製法を調べ理解すること（1時間） 

〇事後学修 炭素鋼の組織について組成分、組織名、特徴を整理すること（1時間） 

第 ８回 鋼の製造法、分類及び用途について 

〇事前学修 製鋼について調べること（1時間） 

〇事後学修 鋼の分類について整理すること（1時間） 

第 ９回 鋼の熱処理について 

〇事前学修 前回までの内容について復習すること（1時間） 

〇事後学修 各種熱処理における組織変化や物性変化について理解すること（1時間） 

第 １０回 工具鋼、ステンレス鋼について 

〇事前学修 手動工具にはどのようなものがあるか調べること（1時間） 

〇事後学修 各種鋼の特徴と用途についてまとめること（1時間） 
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第 １１回 鋳鉄について 

〇事前学修 鋳造法について調べること（1時間） 

〇事後学修 鋳鉄の特徴と用途についてまとめること（1時間） 

第 １２回 非鉄金属材料について（銅、アルミニウム） 

〇事前学修 非鉄金属の用途や利用される製品について調べること（1時間） 

〇事後学修 銅、アルミニウムについて特徴と用途をまとめること（1時間） 

第 １３回 非鉄金属材料について（マグネシウム、チタン、ニッケル） 

〇事前学修 非鉄金属の精錬について調べること（1時間） 

〇事後学修 前回の講義内容と併せて非鉄金属の特徴をまとめ理解すること（1時間） 

第 １４回 非金属材料について 

〇事前学修 セメント、高分子、セラミックについて調べること（1時間） 

〇事後学修 非金属材料の種類と特徴および用途をまとめ理解すること（1時間） 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 これまでの内容を復習しておくこと（2時間） 

〇事後学修 学修ノートおよび配布資料等を整理し復習すること（2時間） 

期末試験 

【テキスト】 

適宜配布する。 

【参考書・参考資料等】 

大学基礎 機械材料 SI単位版 門間改三著（実教出版） 

図解 機械材料 打越二彌著 （東京電機大学出版局 

【成績評価の方法等】 

期末試験(100%)による。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-201030-A 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 濱田 直巳 

授業科目 材料力学Ⅰ 授業形態 

英  訳 Strength of Materials Ⅰ 単独 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

強度設計を行う上で必要となる応力，ひずみ，フックの法則を理解し，強度設計で生じる諸問題を解決する能力を養

う。 

【授業の到達目標】 

引張り圧縮，ねじりに関する問題が解けるようになる．はりの基礎的な問題が解けるようになる。 

【授業の概要】 

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，内力，ひずみ応力とひずみの関係を修得し，不静定問題

の解法やはりの基礎を学ぶ。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 材料力学序論 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ２回 荷重、応力の種類およびひずみの種類 

〇事前学修 応力およびひずみの教書を読み、概念を理解する。（1時間） 

〇事後学修 応力、せん断応力、ひずみおよびせん断ひずみについてまとめる。（1時間） 

第 ３回 弾性体における応力とひずみ 

〇事前学修 教科書を読み応力およびひずみについて不明な点をチェックする。（1時間） 

〇事後学修 応力およびひずみに関する練習問題を解く。（1時間） 

第 ４回 工業材料の機械的性質 

〇事前学修  

〇事後学修 授業の内容をノートにまとめる。（1時間） 

第 ５回 安全率および許容応力 

〇事前学修 教科書を読み、設計に必要な安全率、許容応力について調べておく。（1時間） 

〇事後学修 安全率および許容応力がどのような使われ方をするのかまとめる。（1時間） 

第 ６回 自重を考慮した引張と圧縮 

〇事前学修 教科書を読み、自重を考慮した引張りと圧縮について内容を把握する。（1時間） 

〇事後学修 自重を考慮した引張り圧縮の演習問題を解く。（1時間） 

第 ７回 引張圧縮の不静定問題 

〇事前学修  

〇事後学修 不静定問題の解法についてまとめる。（1時間） 

第 ８回 熱応力と残留応力 

〇事前学修  

〇事後学修 演習問題を自ら解き、理解を深める。（1時間） 

第 ９回 中実および中空丸軸のねじり 

〇事前学修 教科書を読み、内容を把握する。（1時間） 

〇事後学修 ねじりが負荷される場合の問題を解く。（1時間） 

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 

〇事前学修 教科書を読み、不明な点をまとめる。（1時間） 

〇事後学修  
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第 １１回 はりの断面に生じる曲げモーメントとせん断力 

〇事前学修 教科書読み、内容を把握する。（1時間） 

〇事後学修  

第 １２回 せん断力および曲げモーメント線図 

〇事前学修  

〇事後学修 自ら問題を解き、理解を深める。（1時間） 

第 １３回 重ね合わせの原理 

〇事前学修 教科書を読み、内容を把握する。（1時間） 

〇事後学修 重ね合わせの原理を使用した問題を解き理解を深める。（1時間） 

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） 

〇事前学修 教科書を読み、内容をあらかじめ把握する。（1時間） 

〇事後学修 教科書の演習問題を解き、理解を深める。（1時間） 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修  

〇事後学修  

期末試験 

【テキスト】 

ポイントを学ぶ材料力学 西村尚編著 丸善出版 

【参考書・参考資料等】 

例題で学ぶ材料力学 西村尚編著 丸善出版 

【成績評価の方法等】 

期末試験(60%)、レポート(20%)、小テスト(20%)で評価する 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-201040-B 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 濱田 直巳 

授業科目 材料力学Ⅱ 授業形態 

英  訳 Strength of Materials Ⅱ 単独 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

材料力学Ⅰを基礎として各種はりのせん断力，曲げモーメント，曲げ応力，たわみの解法およびひずみエネルギーに

ついて理解する。 

【授業の到達目標】 

はりのたわみが求まるようになる．ひずみエネルギーを理解し，カステリアーノの定理を用いた解法ができるように

なる。 

【授業の概要】 

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。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 はりの曲応力 

〇事前学修  

〇事後学修 教科書の練習問題を解き、曲げ応力の求め方を理解する。（1時間） 

第 ２回 曲げモーメントによるはりのたわみの基礎式 

〇事前学修  

〇事後学修 授業の内容をノートにまとめたわみ曲線の微分方程式を理解する。（1時間） 

第 ３回 片持ばりのたわみとたわみ角 

〇事前学修  

〇事後学修 教科書の練習問題を解き、理解を深める。（1時間） 

第 ４回 単純支持ばりのたわみとたわみ角 

〇事前学修  

〇事後学修 教科書の練習問題を解き、理解を深める。（1時間） 

第 ５回 面積モーメント法によるたわみ計算 

〇事前学修  

〇事後学修 練習問題を解き、面積モーメント法を理解する。（1時間） 

第 ６回 突出ばりのたわみ 

〇事前学修  

〇事後学修 教科書の練習問題を解き、理解を深める。 

第 ７回 はりの不静定問題 

〇事前学修  

〇事後学修 教科書の練習問題を解き、不静定問題の解法を理解する。 

第 ８回 三モーメントの定理 

〇事前学修  

〇事後学修 教科書の三モーメントの定理に関する問題を解く。（1時間） 

第 ９回 曲りばり 

〇事前学修  

〇事後学修 教科書の練習問題を解く。(1時間) 

第 １０回 ひずみエネルギー 

〇事前学修 教科書を読み、ひずみエネルギーについて調べる。（1時間） 

〇事後学修 ひずみエネルギーについてノートにまとめる。（1時間） 

第 １１回 相反定理 

〇事前学修 教科書を読み、相反定理について調べる。（1時間） 
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〇事後学修 相反定理に関する教科書の問題を解く。（1時間） 

第 １２回 カステリアーノの定理 

〇事前学修 教科書を読み、カステリアーノの定理について調べる．(1時間) 

〇事後学修 授業の内容をノートにまとめる。（1時間） 

第 １３回 カステリアーノの定理の応用 

〇事前学修 カステリアーノの定理に関する教科書の練習問題を解く。(1時間) 

〇事後学修 練習問題の間違ったところを精査する。(1時間) 

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 

〇事前学修 教科書を読み、不明な点をまとめる。（1時間） 

〇事後学修 教科書の練習問題を解く。（1時間） 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修  

〇事後学修  

期末試験 

【テキスト】 

ポイントを学ぶ材料力学 西村尚編著 丸善出版 

【参考書・参考資料等】 

例題で学ぶ材料力学 西村尚編著 丸善出版 

【成績評価の方法等】 

期末試験(100%)で評価する 

評価が「合」 

【履修要件等】 

材料力学Ⅰを履修していることが望ましい。 
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BM19-201050-C 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 古元 秀昭 

授業科目 機械力学 授業形態 

英  訳 Mechanical Dynamics 単独 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 機械力学は静力学、動力学、運動学などの物理学を機械システムに工学的に適用したものであり、機械システムの

設計と運用を行う上で不可欠なものである。 

【授業の到達目標】 

 機械力学の基礎を理解し、機械設計や運転整備に活用できる素養を身につける。 

【授業の概要】 

 静力学や運動学の基礎となる概念、機械の運動の中心となる往復運動や回転運動の力学、振動工学問題など、機械

力学に関する基礎的事項について講述し、演習問題を行う。実務家教員として理解の深化を促すこととする。 

 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 静力学、動力学 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 静力学と動力学を復習する。 

第 ２回 運動学 

〇事前学修 運動学を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ３回 機構の基礎的事項 

〇事前学修 機構の基礎的事項を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ４回 瞬間中心 

〇事前学修 瞬間中心を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ５回 リンク機構の力学 

〇事前学修 リンク機構を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ６回 ピストン－クランク機構の力学 

〇事前学修 ピストン－クランク機構を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ７回 カム機構、歯車機構の力学 

〇事前学修 カム機構を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ８回 中間まとめ 

〇事前学修 これまでの演習を復習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 ９回 機械振動の基礎的事項 

〇事前学修 機械振動の基礎的事項を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １０回 １自由度系の非減衰振動 

〇事前学修 非減衰振動を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 
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第 １１回 １自由度系の減衰自由振動 

〇事前学修 減衰自由振動を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １２回 １自由度系の強制振動（力加振） 

〇事前学修 強制振動を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １３回 １自由度系の強制振動（変位加振） 

〇事前学修 変位加振を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １４回 ２自由度系の振動 

〇事前学修 2自由度系の振動を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

第 １５回 振動の測定と対策 

〇事前学修 振動の測定を予習すること。 

〇事後学修 演習を復習すること。 

期末試験 

【テキスト】 

「振動工学入門〔改訂版〕」山田伸志 監修、パワー社 

【参考書・参考資料等】 

「振動工学の基礎」岩壺卓三、松久寛編 中川紀壽ほか共著、森北出版  

「機構学」井沢実、加藤博 共著、産業図書  

 

【成績評価の方法等】 

期末試験(60%)、レポート(20%)、小テスト(20%)で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-201060-C 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 黄 樹偉 

授業科目 水力学 授業形態 

英  訳 Hydraulics 単独 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

この授業を通して、流体の性質、流れの形態、流速、流量、圧力など、流体に関する基礎知識と、水力学における典

型的な問題を解析的に取り扱える基礎能力の習得を目的とする。 

【授業の到達目標】 

1. 水力学に用いられている温度、圧力、密度、粘度など流体の諸物性値の定義とそれぞれの単位を理解し、単位の

換算ができること。2. 静止流体については、パスカルの原理、アルキメデスの原理を把握し、流体中の圧力や、流

体が壁面に与える圧力などを計算できること。3. 流れる流体については、流線、流管、流速、体積流量、質量流量

などの概念を理解し、流速や流量の計算ができること。4.  静圧、動圧、全圧、圧力ヘッド、速度ヘッド、位置ヘッ

ドなどの意味を理解し、完全流体に関するベルヌーイの方程式を簡単な実問題に応用できること。 

【授業の概要】 

この講義は、導入の部分、静止流体の力学の部分と、流れる流体（完全流体に限定）の力学の部分など3部分からなる

。 

 導入の部分では、液体を主要対象とする流体の温度、圧力、密度、粘度など流体の諸物性値の定義と解説し、レポ

ートなどを通して、流体の静力学と動力学における諸物理量の意味の理解度を深める。 

 静止流体の力学では、静止流体における圧力を計算する方程式の導出と使い方を解説し、パスカルの原理とアルキ

メデスの原理を例題と演習を通して応用力を身に付けさせる。 

 流れる流体の力学の部分では、流線、流管、流速、体積流量、質量流量など流れに関する概念を解説した上、連続

方程式を導出し、その応用方法を例題と演習により解説する。また、流体を完全流体に限定し、完全流体の運動方程

式を導出し、ベルヌーイの方程式まで導く。難しい数学的記述を避けるため、運動方程式などは基本的に一次元流れ

を対象とする。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 『水力学』とは 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」を読み、教科書を購入する。 

〇事後学修 「水理学」、「水力学」、「流体力学」などの用語をインターネットで調べる。 

第 ２回 『水力学』に用いる物理量と単位 

〇事前学修 インターネットで温度、圧力、密度、圧縮率などの物理量を調べる。 

〇事後学修 教科書と配布資料を参考に、上記物理量の定義、用いる単位を整理する。 

第 ３回 流体の性質と分類（1）流体の物性値とその定義 

〇事前学修 流体の粘性、粘度、動粘度、せん断力、せん断応力などを調べておく。 

〇事後学修 ニュートンの粘性法則を表す式を書いて、式中の記号の意味を理解する。 

第 ４回 流体の性質と分類（2）表面張力 

〇事前学修 教科書 p11～13を予習して、重要な概念と計算式をマークしておく。 

〇事後学修 表面張力と毛管現象などを復習し、「レポートその１」を完成する。 

第 ５回 単位、次元と無次元数 

〇事前学修 「単位」、「次元」、「無次元数」などの用語を教科書とインターネットで調べる。 

〇事後学修 「レポートその１」を授業中の解答例を参考に添削して提出する。 

第 ６回 静止流体の力学（1）静止流体の圧力とパスカルの原理 

〇事前学修 教科書 p.16～18の内容を予習し、「全圧力」、「圧力」などの用語を調べる。 

〇事後学修 全圧力、平均圧力と圧力の用語を比較し、パスカルの原理を復習する。 

第 ７回 静止流体の力学（2）流体中の圧力と圧力の測定 

〇事前学修 教科書 p.19～24の内容を予習する。 
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〇事後学修 教科書と配布資料を参考に、絶対圧力、ゲージ圧力と圧力ヘッドを比較する。 

第 ８回 静止流体の力学（3）容器壁に及ぼす液体の力と浮力 

〇事前学修 教科書 p.25～p.32を予習する。 

〇事後学修 レポートその２を完成し、アルキメデスの原理の応用例を考える。 

第 ９回 中間まとめ・小テスト 

〇事前学修 教科書の第 1章と第 2章を復習する。 

〇事後学修 解答例を参考に、「レポートその 2」の解答を添削して提出する。 

第 １０回 流体流れの観念 

〇事前学修 「完全流体」「定常流」「流線」「流脈線」「流蹟線」「流管」などを調べる。 

〇事後学修 配布資料を参考に、上記用語を説明する。 

第 １１回 完全流体流れの諸定理・基礎方程式（1）連続方程式 

〇事前学修 「流量」、「体積流量」、「質量流量」などの意味を調べておく。 

〇事後学修 一元流れの連続の式の、定常かつ非圧縮性流体の条件における形を考察する。 

第 １２回 完全流体流れの諸定理・基礎方程式（2）運動方程式 

〇事前学修 教科書 p39～42を予習し、ニュートンの運動の第 2法則を復習しておく。 

〇事後学修 教科書 p42のオイラーの運動方程式の適用条件をリストアップする。 

第 １３回 完全流体流れの諸定理・基礎方程式（3）ベルヌーイ方程式 

〇事前学修 教科書 p.43-44と、配付資料を予習する。 

〇事後学修 ベルヌーイの式の 3つの形式を暗記し、各項目の意味を説明する。 

第 １４回 完全流体流れの基礎方程式とその応用 

〇事前学修 教科書 p.44-48を予習する。 

〇事後学修 「レポートその 3」を完成させる。 

第 １５回 総まとめと質疑解答 

〇事前学修 第 1から第 3章までの内容を復習し、疑問点をリストアップして授業時に質問する。 

〇事後学修 「レポートその 3」の解答を修正・訂正して、所定期限まで提出する。 

期末試験 

【テキスト】 

水力学（第2版）（宮井善弘・他共著、森北出版） 

【参考書・参考資料等】 

演習水力学（生井武文校閲; 国清行夫・他共著、森北出版） 

【成績評価の方法等】 

期末試験の成績（50%）、レボート(30%)、授業中の質問応答（20%）などを総合して評価す

る。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

基礎力学と工業力学の基本知識を有する者を対象とするので、「基礎力学」、「工業力学」、「微分積分」などの科

目を修得しておくこと。 
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BM19-201070-C 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 黄 樹偉 

授業科目 熱力学 授業形態 

英  訳 Thermodynamics 単独 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

熱現象に関する概念や基礎的な法則を習得することと、引き続き学習する『エンジン工学』に必要な、熱エネルギー

、熱機関、熱効率、p-V線図、状態変化過程など多くの概念を理解すること、また、エンジンサイクルを計算するため

の熱力学基礎を学ぶことである。 

【授業の到達目標】 

1. 熱力学に用いられる体積、圧力、絶対温度、内部エネルギー、エンタルピー、定圧比熱と定積比熱、気体定数な

どの物理量を理解し、それぞれの単位及びその換算ができること。 2. 熱力学第１法則を理解し密閉系など比較的

簡単な熱力学系への応用ができること。 3. 完全ガス状態式を種々の変化過程に適用できること。 

【授業の概要】 

本講義の前半では熱力学に用いられる種々の物理量と、熱平衡、内部エネルギー、エンタルピー、熱力学系、定圧比

熱と定積比熱など、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を、演習を交えて解説する。後半

では前半で学習した基礎理論を理想気体へ適用したうえ、理想気体の状態変化前後の状態量の算出と、変化過程に伴

う系がする仕事量と系に出入りする熱の量を計算する方法を解説する。授業内容の理解度確認と理解を深めるため、

３つのレポート提出が必要である。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 熱力学とはどんな学問か 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」を読み、教科書を購入する。 

〇事後学修 熱力学の確立に貢献した科学者の名前とその貢献を時系列でまとめること。 

第 ２回 熱力学で扱う物理量とその単位 

〇事前学修 教科書第１章の第 1.2と 1.5節を予習すること。 

〇事後学修 熱力学で扱う物理量の名称、記号とその単位を表の形でまとめること。 

第 ３回 熱平衡、比熱とジュールの実験 

〇事前学修 教科書第１章の第 1.3と 1.4節を予習すること。 

〇事後学修 ジュールの実験の実験手順をまとめることと、「レポートその１」を完成すること。 

第 ４回 熱力学の第一法則 

〇事前学修 教科書の第 2.1と 2.2節を予習し、「熱力学の第一法則」を調べる。 

〇事後学修 ３種類の熱力学系それぞれの特徴をまとめること。 

第 ５回 密閉系がする仕事、熱力学の第一基礎式 

〇事前学修 教科書の第 2.3節を予習することと、演習問題の 2.1と 2.2を解答すること。 

〇事後学修 密閉系全体に適用した熱力学の第一基礎式を書いて、式中の記号を説明すること。 

第 ６回 エンタルピー、熱力学の第二基礎式 

〇事前学修 教科書の第 2.4節を予習することと、「エンタルピーとは」を調べること。 

〇事後学修 開放系を例として、エンタルピーの持つ物理的意味を説明すること。 

第 ７回 定積比熱と定圧比熱 

〇事前学修 教科書第 2章の第 2.5節を予習すること。 

〇事後学修 「レポートその 2」の問題を解答すること。 

第 ８回 理想気体の状態式 

〇事前学修 教科書の第 3.1節を予習することと、「理想気体」「気体定数」を調べること。 

〇事後学修 質量 m[kg]の理想気体の状態式を書き、式中の記号を説明すること。 

第 ９回 理想気体の内部エネルギーとエンタルピー 

〇事前学修 教科書第 3章の第 3.2節を予習すること。 
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〇事後学修 演習問題 3.2と 3.3を解答すること。 

第 １０回 理想気体のガス定数、比熱の関係式 

〇事前学修 教科書第 3章の第 3.3節を予習すること。 

〇事後学修 マイヤーの関係式（cp－cv=R ）が成立することを示せ。 

第 １１回 理想気体の状態変化 

〇事前学修 教科書第 4章の第 4.1節を予習すること。 

〇事後学修 等圧膨張過程、等積冷却過程、等温圧縮過程を p-V座標に定性的に示すこと。 

第 １２回 理想気体の代表的状態変化の計算 

〇事前学修  

〇事後学修  

 

〇事前学修 「状態量」、「状態変数」、「示強変数」、「示量変数」を調べておくこと。 

〇事後学修 等積変化、等温変化と断熱変化について、変化前後の状態量の関係式を書く。 

第 １３回 理想気体のポリトロープ変化 

〇事前学修 教科書第 4章の第 4.2節を予習すること。 

〇事後学修 ポリトロープ指数 nが 0となると、等圧変化過程になることを考察すること。 

第 １４回 理想気体の混合と混合気体の性質 

〇事前学修 教科書第 4章の第 4.3と 4.4節を予習すること。 

〇事後学修 「レポートその 3」の問題を解答しておくこと。 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 配付資料と教科書の関連内容について、不明な点を整理し、授業時に質問すること。 

〇事後学修 配付資料、レポートの解答、自筆ノートを整理すること。 

期末試験 

【テキスト】 

工業熱力学の基礎、（斎藤 孟 著、サイエンス社 出版） 

【参考書・参考資料等】 

わかりやすい熱力学、（一色 尚次・北山 直方 共著、森北出版） 

【成績評価の方法等】 

レポート(30%)、授業中の質問応答(20%)と定期試験(50%)などの成績により総合的に評価す

る。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

多くの物理量の単位が扱われているので、単位の換算ができること。 
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BM19-201080-A 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 濱田 直巳 

授業科目 機械設計学Ⅰ 授業形態 

英  訳 Machine Design Ⅰ 単独 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【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 

【授業の到達目標】 

機械設計の基礎を修得し、さらにその基礎知識による簡単な機械設計ができる能力を身につけさせる 

【授業の概要】 

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 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 機械設計と必要知識 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ２回 設計計算 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ３回 寸法公差とはめあい 

〇事前学修 寸法公差とはめ合いについて不明な点をチェックする。（1時間） 

〇事後学修 演習問題を自ら解き、理解を深める。（1時間） 

第 ４回 標準規格 

〇事前学修 標準規格について調べる。（1時間） 

〇事後学修 標準規格に関してまとめる。（1時間） 

第 ５回 設計上の基本通則（切欠きについて） 

〇事前学修 切欠きについて調べる。（1時間） 

〇事後学修 切欠きに関する練習問題を解き、理解を深める。（1時間） 

第 ６回 設計上の基本通則（疲労強度およびクリープ強度） 

〇事前学修 疲労およびクリープ現象について調べる。（1時間） 

〇事後学修 疲労およびクリープについてノートにまとめる。（1時間） 

第 ７回 ねじ 

〇事前学修 ねじについて教科書を読み、ねじの種類について調べる。（1時間） 

〇事後学修 教科書のねじに関する練習問題を解く。（1時間） 

第 ８回 キー、コッタおよびピン 

〇事前学修 教科書を読み、不明な点をまとめる。（1時間） 

〇事後学修 授業内容をノートにまとめる。（1時間） 

第 ９回 リベット継手および溶接継ぎ手 

〇事前学修 リベットおよび溶接についての強度計算について調べる。（1時間） 

〇事後学修 教科書のリベットおよび溶接についての練習問題を解く。（1時間） 

第 １０回 軸の強度 

〇事前学修 軸の強度計算について調べる。（1時間） 

〇事後学修 練習問題を解き、軸の強度計算について理解を深める。（1時間） 

第 １１回 軸継手 

〇事前学修 教科書を読み、軸継ぎ手の種類、強度計算について調べる。（1時間） 



68 

 

〇事後学修 軸継ぎ手の練習問題を解き、理解を深める。（1時間） 

第 １２回 軸受けおよび潤滑法（すべり軸受け） 

〇事前学修 すべり軸受けの種類について調べる。(1時間) 

〇事後学修 すべり軸受けを用いた設計法についてまとめる。(1時間) 

第 １３回 軸受けおよび潤滑法（転がり軸受け） 

〇事前学修 ころがり軸受けの種類について調べておく。（1時間） 

〇事後学修 ころがり軸受けを用いた設計法についてまとめる。(1時間) 

第 １４回 摩擦伝動装置 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 １５回 まとめ 

〇事前学修  

〇事後学修  

期末試験 

【テキスト】 

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・参考資料等】 

機械設計入門 塚田忠夫、舟橋宏明、野田昭治 共著 実教出版 

【成績評価の方法等】 

期末試験(80%)、平常点(20%)で評価する 

評価が「合」 

【履修要件等】 

材料力学Ⅰを同時に履修することが望ましい 
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BM19-201090-B 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 濱田 直巳 

授業科目 機械設計学Ⅱ 授業形態 

英  訳 Machine Design Ⅱ 単独 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【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巻き掛け伝動装置の設計を行うための手法を

身につける。 

【授業の到達目標】 

機械設計の基礎を修得し、さらにその基礎知識による簡単な機械設計ができる能力を身につけさせる。 

【授業の概要】 

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。 

 

【授業計画と準備学修】 

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 

〇事前学修 歯車の大きさ、種類、各部の名称および歯の大きさについてまとめる（1時間） 

〇事後学修 演習問題を解く。 （1時間） 

第 ２回 歯形曲線 

〇事前学修 歯型曲線について事前にまとめる。（1時間） 

〇事後学修 歯型曲線に関する演習問題を解く。 （1時間） 

第 ３回 標準平歯車 

〇事前学修 標準平歯車について事前にまとめる。 （1時間） 

〇事後学修 教科書の練習問題を解く。  （1時間） 

第 ４回 かみあい率、すべり率 

〇事前学修 かみ合い率およびすべ利率について事前にまとめる。（1時間） 

〇事後学修 教科書の練習問題を解く。 （1時間） 

第 ５回 転位歯車 

〇事前学修 転移歯車について事前にまとめる。 （1時間） 

〇事後学修 転移歯車についての演習問題を解く。（1時間） 

第 ６回 標準平歯車の歯の強度 

〇事前学修 ルイスの式およびヘルツの式につて事前に調べる。（1時間） 

〇事後学修 練習問題を解く。（1時間） 

第 ７回 標準平歯車の練習問題とその解答 

〇事前学修 標準平歯車の演習問題を事前に解く。（1時間） 

〇事後学修 演習問題の間違ったところを精査する。(1時間) 

第 ８回 はすば歯車とその強度 

〇事前学修 はすば歯車の強度計算法を事前に調べる。（1時間） 

〇事後学修 はすば歯車の強度計算に関する問題を解く。（1時間） 

第 ９回 かさ歯車とその強度 

〇事前学修 かさ歯車の強度計算について事前に調べる。（1時間） 

〇事後学修 かさ歯車の授業内容についてまとめる。（1時間） 

第 １０回 ウォームギヤとその強度 

〇事前学修 ウォームギアの強度計算について事前に調べる。（1時間） 

〇事後学修 ウォームギアの授業内容についてまとめる。（1時間） 
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第 １１回 はすば、かさおよびウォームギヤの演習 

〇事前学修 かさ歯車およびウォームギアの演習問題を事前に解く。（1時間） 

〇事後学修 演習問題で間違ったところを精査する。(1時間) 

第 １２回 巻掛伝動装置（ベルト伝動） 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 １３回 巻掛伝動装置（チェーン伝動） 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 １４回 巻掛伝動装置の演習 

〇事前学修  

〇事後学修  

第 １５回 まとめ 

〇事前学修  

〇事後学修  

期末試験 

【テキスト】 

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・参考資料等】 

機械設計入門 塚田忠夫、舟橋宏明、野田昭治 共著 実教出版 

【成績評価の方法等】 

期末試験(80%)、平常点(20%)で評価する 

評価が「合」 

【履修要件等】 

材料力学Ⅰおよび機械設計学Ⅰを同時に履修することが望ましい 
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BM19-201100-B 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 船本 準一 

授業科目 機械設計製図 Ⅰ 授業形態 

英  訳 Machin Design and Drawing Ⅰ 単独 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 「ものづくり」に必要な機械製図力を身に付けるため、機械設計製図の基礎を理解し、何をどう設計しどう図面化

するかの手順の習得と同時に作図力及び図解力の向上を図る。 

【授業の到達目標】 

 製図の基礎的な知識を習得し、サンプル図のトレースができる作図力及び図解力を身に付ける。 

【授業の概要】 

 機械製図に必要な製図規格や製図法の基礎事項について解説。サンプル図のトレースを中心に作図作業を行うこと

で、情報共有ツールとしての図面の描き方、ルールを理解し習得する。 

 各回の授業内容についてGoogle Classroomを使用して確認問題の実施および質問の受付を行い、次週解答と解説を

行う。 

 事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 イントロダクション、アンケート／製図の目的・意義、製図規格 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 事前学習で理解不足だった部分を確認すること。 

第 ２回 ドラフターの使い方／線・文字・図面の様式、演習 

〇事前学修 教科書第 2章を読んでおくこと。 

〇事後学修 ドラフターの使い方について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ３回 投影法、演習 

〇事前学修 教科書第 3章を読んでおくこと。 

〇事後学修 投影法について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ４回 課題確認／図形の表し方、演習 

〇事前学修 教科書第 4章を読んでおくこと。 

〇事後学修 図形の表し方について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ５回 寸法記入法、演習 

〇事前学修 教科書第 5章を読んでおくこと。 

〇事後学修 寸法記入について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ６回 作図テスト~パッキン押さえ 

〇事前学修 第 2回から第 5回までの演習内容を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 これまでの演習について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ７回 作図テスト結果の解説／機械要素部品（ネジ等）描き方、演習 

〇事前学修 教科書第 6章を読んでおくこと。 

〇事後学修 機械要素部品の描き方について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ８回 ボルト・ナットの製図‐1（課題提出問題) 

〇事前学修 これまでの演習および作図テストを確認すること。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ９回 ボルト・ナットの製図‐2 

〇事前学修 これまでの演習および作図テストを確認すること。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 
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第 １０回 作図テスト結果の解説／寸法公差とはめあい、演習 

〇事前学修 教科書第 7章を読んでおくこと。 

〇事後学修 寸法公差とはめあいについて理解不足だった部分を確認すること。 

第 １１回 表面性状の図示方法、演習 

〇事前学修 教科書第 9章を読んでおくこと。 

〇事後学修 表面政情の図示方法について理解不足だった部分を確認すること。 

第 １２回 豆ｼﾞｬｯｷの製図‐1 (課題提出問題) 

〇事前学修 第 7回から第 11回までの演習内容を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １３回 豆ｼﾞｬｯｷの製図‐2 

〇事前学修 第 7回から第 11回までの演習内容を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １４回 演習問題（組立図から形状を読み取り単品図作成‐1（課題提出問題) 

〇事前学修 組立図について調べること。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １５回 演習問題（組立図から形状を読み取り単品図作成‐2、アンケート、前期まとめ、課題配布） 

〇事前学修 これまでの演習および作図テストについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

基礎製図 第5版（大西清著、オーム社） 

【参考書・参考資料等】 

JISにもとづく標準機械製図集（大柳康・蓮見善久 共著、オーム社） 

機械製図（林洋次著、実教出版） 

機械製図問題集2（近藤巌編、パワー社） 

図面ってどない描くねん！第2版（山田学著、日刊工業新聞社） 

参考となる情報をhttps://sites.google.com/a/edu.hkg.ac.jp/cad_lessons/ に載せる。著作権等の問題

からアクセスは受講者に制限している。 

 

【成績評価の方法等】 

課題提出 (80%)、小テスト(20%) で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

受講生は上記教科書を開講時に入手すること。 

製図道具（円のテンプレート、字消し板も必須）を必ず準備すること。 
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BM19-201110-C 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 船本 準一 

授業科目 機械設計製図 Ⅱ 授業形態 

英  訳 Machin Design and Drawing Ⅱ 単独 

配当年次 3年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 「ものづくり」に必要な機械製図力を身に付けるため、機械設計製図の基礎を理解し、何をどう設計しどう図面化

するかの手順の習得と同時に作図力及び図解力の向上を図る。 

【授業の到達目標】 

 スケッチや類似設計計等を通じ機械設計の基本的な流れを理解し、同時に作図力及び図解力を向上させる。 

【授業の概要】 

 機械設計に必要となる、材料・形状・構造及び機能や性質についての解説を行いながら、スケッチや、類似設計を

行う。製品を見たり手に触れたりし、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。 

 各回の授業内容についてGoogle Classroomを使用して確認問題の実施および質問の受付を行い、次週解答と解説を

行う。 

 事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 前期の復習（課題解答、小テスト、作図上の注意事項）／幾何公差と最大実体公差） 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 事前学習で理解不足だった部分を確認すること。 

第 ２回 スケッチ‐1（スケッチによる三面図のベース作成、計算重量 / 実測重量） 

〇事前学修 スケッチについて調べておくこと。 

〇事後学修 スケッチについて理解不足だった部分を確認すること。 

第 ３回 スケッチ‐2（スケッチ 1を基に図面の作成） 

〇事前学修 三面図について復習しておくこと。 

〇事後学修 三面図について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ４回 軸受台の作図／組立図より軸受台の部品図の作成‐1 

〇事前学修 軸受台について調べておくこと。 

〇事後学修 軸受台について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ５回 軸受台の作図／組立図より軸受台の部品図の作成‐2 

〇事前学修 組立図について調べておくこと。 

〇事後学修 組立図について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ６回 軸受台の作図／組立図より軸受台の部品図の作成‐3 

〇事前学修 部品図について調べておくこと。 

〇事後学修 部品図について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ７回 フランジ形固定継手の作図（JIS規格利用した類似設計）‐1 （課題提出問題） 

〇事前学修 継手について調べておくこと。 

〇事後学修 継手について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ８回 フランジ形固定継手の作図‐2 

〇事前学修 JIS規格について調べておくこと。 

〇事後学修 JIS規格について理解不足だった部分を確認すること。 

第 ９回 フランジ形固定継手の作図‐3 

〇事前学修 提出課題に不備がないか確認すること。 

〇事後学修 演習課題について理解不足だった部分を確認すること。 
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第 １０回 ねじ込み玉形弁の組立図製図 （弁箱の作図法の解説）‐１（課題提出問題） 

〇事前学修 弁箱について調べておくこと。 

〇事後学修 弁箱について理解不足だった部分を確認すること。 

第 １１回 ねじ込み玉形弁の組立図製図‐2 

〇事前学修 これまでの授業で理解が不十分だった部分を確認すること。 

〇事後学修 演習課題について理解不足だった部分を確認すること。 

第 １２回 ねじ込み玉形弁の組立図の製図‐3、3級学科課題配布 

〇事前学修 製図検定 3級について調べておくこと。 

〇事後学修 製図検定 3級について理解不足だった部分を確認すること。 

第 １３回 課題の解答&解説／ねじ込み玉形弁の組立図の製図‐4 

〇事前学修 提出課題に不備がないか確認すること。 

〇事後学修 演習課題について理解不足だった部分を確認すること。 

第 １４回 製図検定 3級の作図‐1 （課題提出問題） 

〇事前学修 これまでの授業で理解が不十分だった部分を確認すること。 

〇事後学修 演習課題について理解不足だった部分を確認すること。 

第 １５回 製図検定 3級の作図‐2 ／後期のまとめ 

〇事前学修 これまでの演習について理解が不十分だった部分を確認すること。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

基礎製図 第5版（大西清著、オーム社） 

【参考書・参考資料等】 

JISにもとづく標準機械製図集（大柳康・蓮見善久 共著、オーム社） 

機械製図（林洋次著、実教出版） 

機械製図問題集2（近藤巌編、パワー社） 

図面ってどない描くねん！第2版（山田学著、日刊工業新聞社） 

参考となる情報をhttps://sites.google.com/a/edu.hkg.ac.jp/cad_lessons/ に載せる。著作権等の問題

からアクセスは受講者に制限している。 

【成績評価の方法等】 

課題提出 (80%)、小テスト(20%) で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

機械設計製図Ⅰを履修していること 
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BM19-201120-B 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 中村 格芳 

授業科目 金属加工実習Ⅰ 授業形態 

英  訳 Practice of  Metal  Working Ⅰ 複数 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 1 単位 

【授業の目的】 

 金属加工の実習を通して知識と技能を修得するとともに、金属加工に使用する基本的な工具の整備・管理の方法を

修得する。 

【授業の到達目標】 

・金属の切断、穴あけ、切削、研削、接合等の加工ができる。 

・金属加工に使用する基本的な工具の整備・管理の方法を修得する。 

・金属を用いた簡単な作品の設計と製作ができる。 

【授業の概要】 

 金属材料の特徴を知るとともに、金属加工用の工具を使って、切削や接合、工具の調整・整備の基礎的知識と技能

を修得し、構想品を製作する。 

 事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 導入教育 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 事前学習で理解不足だった部分を確認すること。 

第 ２回 金属加工に用いる機械の仕組みと使い方 

〇事前学修 金属加工に用いられる工作機械について調べておくこと。 

〇事後学修 工作機械の仕組みについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ３回 金属加工工具の仕組みと整備（1）測定 

〇事前学修 測定工具の種類と使い方を調べておくこと。 

〇事後学修 測定工具について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ４回 金属加工工具の仕組みと整備（2）切削 

〇事前学修 旋盤、フライス盤の仕組みについて調べておくこと。 

〇事後学修 旋盤、フライス盤について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ５回 金属加工工具の仕組みと整備（3）切断 

〇事前学修 切断加工の種類について調べておくこと。 

〇事後学修 切断加工について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ６回 切削･塑性･溶融加工を利用した課題（1）見本の計測、設計製図 

〇事前学修 第三角法による機械設計製図について調べておくこと。 

〇事後学修 計測方法について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ７回 切削･塑性･溶融加工を利用した課題（2）製図 

〇事前学修 機械設計製図に関する JIS規格を調べておくこと。 

〇事後学修 製図について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ８回 切削･塑性･溶融加工を利用した課題（3）製作実習 1 

〇事前学修 切削加工、塑性加工における注意点を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 切削加工、塑性加工について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ９回 切削･塑性･溶融加工を利用した課題（4）製作実習 2 

〇事前学修 溶接加工における注意点を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 溶接加工について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １０回 切削を利用した課題の製作実習（1）荒加工 

〇事前学修 切削加工の荒加工について調べておくこと。 
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〇事後学修 課題の製作について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １１回 切削を利用した課題の製作実習（2）仕上げ加工 

〇事前学修 切削加工の仕上げ方法について調べておくこと。 

〇事後学修 課題の製作について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １２回 塑性を利用した課題の製作実習（1）荒加工 

〇事前学修 塑性加工の荒加工について調べておくこと。 

〇事後学修 課題の製作について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １３回 塑性を利用した課題の製作実習（2）仕上げ加工 

〇事前学修 塑性加工の仕上げ方法について調べておくこと。 

〇事後学修 課題の製作について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １４回 溶融加工を利用した課題の製作実習（1）立向溶接 

〇事前学修 立向溶接について調べておくこと。 

〇事後学修 課題の製作について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １５回 溶融加工を利用した課題の製作実習（2）ガス切断 

〇事前学修 ガス切断について調べておくこと。 

〇事後学修 課題の製作について理解が不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

必要な資料は配付する。 

【参考書・参考資料等】 

金属材料や金属加工の内容が掲載されているもの。 

【成績評価の方法等】 

技能の修得状況（30%）、理解度（30%）、工夫する態度（20%）、レポート（20%）で総合的

に評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

実習ができる服、および靴で出席すること。 
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BM19-201130-C 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 中村 格芳 

授業科目 金属加工実習Ⅱ 授業形態 

英  訳 Practice of  Metal  Working Ⅱ 複数 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数 1 単位 

【授業の目的】 

 金属加工の実習を通して機械工作および機械計測の実際を学び、知識と技能を修得するとともに、金属加工に使用

する基本的な工作機械の使用方法を修得する。 

【授業の到達目標】 

・金属の切断、穴あけ、切削、研削、接合等の加工ができる。 

・金属加工に使用する基本的な工作機械の使用方法を修得する。 

・金属を用いた簡単な作品の設計と製作ができる。 

【授業の概要】 

 金属加工実習Ⅰを基礎にして、金属材料の特徴を知るとともに、工作機械を使って、切削や接合、工具の調整・整

備の基礎的知識と技能を修得し、構想品を製作する。 

 事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 金属加工実習Ⅰの復習及び導入教育 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 事前学習で理解不足だった部分を確認すること。 

第 ２回 旋盤加工・ストレートゲージ柄部のローレット加工 1（荒加工） 

〇事前学修 ストレートゲージついて調べておくこと。 

〇事後学修 旋盤作業について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ３回 旋盤加工・ストレートゲージ柄部のローレット加工 2（仕上加工） 

〇事前学修 ローレット加工について調べておくこと。 

〇事後学修 旋盤作業について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ４回 旋盤加工・ストレートゲージゲージ部の仕上加工 1（荒加工） 

〇事前学修 旋盤加工の手順と注意点ついて調べておくこと。 

〇事後学修 旋盤作業について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ５回 旋盤加工・ストレートゲージゲージ部の仕上加工 2（仕上加工） 

〇事前学修 旋盤加工の仕上げ加工について調べておくこと。 

〇事後学修 旋盤作業について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ６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 1（荒加工） 

〇事前学修 円テーブルについて調べておくこと。 

〇事後学修 計測方法について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ７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 2（仕上加工） 

〇事前学修 長ミゾ加工について調べておくこと。 

〇事後学修 フライス加工について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ８回 フライス加工・割出を用いた加工 1（荒加工） 

〇事前学修 割出について調べておくこと。 

〇事後学修 フライス加工について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ９回 フライス加工・割出を用いた加工 2（仕上加工） 

〇事前学修 フライス加工の手順と注意点について調べておくこと。 

〇事後学修 フライス加工について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １０回 NC加工・NCプログラムの作成と編集 

〇事前学修 NC加工について調べておくこと。 
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〇事後学修 NC加工について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １１回 NC加工・CNC旋盤による自動加工 

〇事前学修 CNC旋盤について調べておくこと。 

〇事後学修 NC加工について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １２回 溶接・立向溶接 

〇事前学修 立向溶接作業の注意点について調べておくこと。 

〇事後学修 溶接作業について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １３回 溶接・横向溶接 

〇事前学修 横向溶接作業の注意点について調べておくこと。 

〇事後学修 溶接作業について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １４回 溶接・ガス切断 

〇事前学修 ガス切断作業の注意点について調べておくこと。 

〇事後学修 ガス切断作業について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 これまでの授業において理解が不十分だった部分を確認すること。 

〇事後学修 授業の振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

必要な資料は配付する。 

【参考書・参考資料等】 

金属材料や金属加工の内容が掲載されているもの。 

【成績評価の方法等】 

技能の修得状況（30%）、理解度（30%）、工夫する態度（20%）、レポート（20%）で総合的

に評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

実習ができる服、および靴で出席すること。 
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BM19-201140-D 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 黄 樹偉 

授業科目 流体工学 授業形態 

英  訳 Fluid Engineering 単独 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

この授業では流体の粘性などを考慮したときの、管内流を中心とした流体の流れの動力学について学ぶ。流れる現象

を流体工学的視点から捉え、図表や実験式を用いて種々の流れにおける摩擦損失等を計算する方法を修得し、ポンプ

や配管などの設計に役立つ実用的な基礎を身に付けることを目的とする。 

【授業の到達目標】 

層流、乱流、レイノルズ数、臨界レイノルズ数、粘性応力、摩擦損失、圧力損失など、粘性流体の流れに関する概念

を理解できること、図表および公式などによる管摩擦係数λの算出と、ダルシーとワイスパッハの式による損失ヘッ

ドの計算ができること、管路に沿っての、断面形状変化やバルブの設置など種々の流れ変化に伴う損失を理解し、そ

れぞれの損失を定量的に計算できることと、水力勾配線、とエネルギー勾配線を作成し、管路設計ができることを授

業の目標とする。 

【授業の概要】 

授業の内容は大きく３部分に分けられる。まずは、粘性を有する実在流体の流れの典型的な形態である層流と乱流に

ついて、レイノルズの実験を紹介し、流れの速度分布、レイノルズ数、粘性応力、レイノルズ応力、摩擦応力などの

概念を導入する。つぎに、粘性摩擦損失を考慮して、完全流体に関するベルヌーイの式に修正項を加え、この式を、

粘性を有する実在流体の流れに適用させたうえ、ダルシーとワイスパッハの式を中心にこの摩擦損失項の詳細計算に

ついて解説する。最後は水力勾配線、とエネルギー勾配線の意味と作成方法を解説し、管路設計の演習を行う。また

、流れの中の物体に働く抗力と揚力、次元解析。これらの現象の理解と実用的な扱い方についても言及する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 流体工学の概要 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」などを読むこと。 

〇事後学修 「水理学」、「水力学」、「流体力学」、「流体工学」をインターネットで調べる。 

第 ２回 層流と乱流、流れのレイノルズ数 

〇事前学修 層流、乱流、レイノルズの実験、臨界レイノルズ数を Wikipediaで調べる。 

〇事後学修 レイノルズの実験の装置略図を描き、その実験手順を述べる。 

第 ３回 管摩擦による圧力損失 

〇事前学修 教科書第 4.2節を予習し、ダルシーとワイスパッハの式を調べる。 

〇事後学修 ダルシーとワイスパッハの式の役割、式中に用いる記号の意味などを理解する。 

第 ４回 ハゲン・ポアズイユの法則と管摩擦係数λの計算式 

〇事前学修 教科書第 4.3節後半を予習し、水力学で学習した体積流量を復習する。 

〇事後学修 管内流が層流の場合の速度分布の式[式（4.6）]を考察する。 

第 ５回  

〇事前学修  

〇事後学修  

第 ６回 管内の流れの摩擦損失とレイノルズ応力 

〇事前学修 レイノルズ応力、プラントルの混合距離理論、摩擦速度などを調べる。 

〇事後学修 乱流中のせん断応力τ、レイノルズ応力τR、うず動粘度εの関係を整理する。 

第 ７回 演習（管路の流れと損失） 

〇事前学修 「レポートその１」を解答する。 

〇事後学修 「レポートその 1」の解答例を参考に、修正・訂正をし、所定期限まで提出する。 

第 ８回 粘性流体に対するベルヌーイの式の拡張 

〇事前学修 完全流体に対するベルヌーイの式を復習し、教科書第 4.6節を予習する。 
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〇事後学修 実在流体に対するベルヌーイの式と、完全流体に対するベルヌーイの式を比較する。 

第 ９回 管摩擦係数λの実用公式とムーディ線図 

〇事前学修 教科書第 4.7節の前半を復習して、後半を予習する。 

〇事後学修 レイノルズ数の範囲別に管摩擦係数の計算式を整理する。 

第 １０回 円形断面以外の管の摩擦損失 

〇事前学修 教科書第 4.8節を予習し、円形断面以外の管の摩擦損失の計算方法を理解する。 

〇事後学修 非円形断面の管内流の、水力平均深さ、レイノルズ数などの計算方法を整理する。 

第 １１回 水力勾配線およびエネルギー勾配線 

〇事前学修 教科書第 5.1節と 5.2節を予習し、水力勾配線とエネルギー勾配線を理解する。 

〇事後学修 与えられた条件（配付資料）での水力勾配線およびエネルギー勾配線を作成する。 

第 １２回 演習（管摩擦係数、水力勾配線およびエネルギー勾配線の作成） 

〇事前学修 「レポートその２」を完成する。 

〇事後学修 解答例を参考に、「レポートその２」解答を訂正し、所定期限まで提出する。 

第 １３回 管路上の各種損失ヘッド（曲り管、弁およびコック、管の分岐と合流）の計算 

〇事前学修 教科書第 5.3～5.6節を予習し、管路上の各種損失の発生原因を理解する。 

〇事後学修 管路上の各種損失の損失係数の求め方を復習する。 

第 １４回 管路によって送られる流体動力と配管の設計計算 

〇事前学修 教科書第 5.8～5.9節を予習する。 

〇事後学修 「レポートその３」を完成する。 

第 １５回 総まとめ（全授業内容の概要と質疑応答） 

〇事前学修 配布資料を整理し、質問したい疑問質問をリストアップする。 

〇事後学修 「レポートその３」を修正・訂正して提出する。 

期末試験 

【テキスト】 

水力学 （第２版）（宮井善弘・他共著、森北出版） 

【参考書・参考資料等】 

演習水力学（生井武文校閲; 国清行夫・他共著、森北出版） 

【成績評価の方法等】 

授業中の質問応答と小テスト（30%）、レポート(30%)、定期試験(40%)等を総合して評価す

る。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

この授業は「水力学」の後続科目であるので、「水力学」の単位を修得した者を対象とする。 
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BM19-201150-D 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 黄 樹偉 

授業科目 エンジン工学 授業形態 

英  訳 Engine Technology 単独 

配当年次 3年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

ガソリンエンジンとディーゼルエンジンを主とする熱機関の構造や動作原理、用いる燃料とその燃焼，エンジンの熱

力学理論を学習・理解したうえ、エンジンの抱えているエネルギー問題と地球環境問題を理解する。 

【授業の到達目標】 

1. 熱機関の分類を理解し、熱機関の研究開発歴史を了解する。2. ガソリンエンジンとディーゼルエンジンそれぞ

れの構造と作動原理を説明できる。3. ガソリンエンジンを構成する各系統（装置）の役割、性能要求などを理解す

る。4. ガソリンエンジンとディーゼルエンジンそれぞれの燃料の特性要求と、それぞれの燃焼過程を理解する。5. 

オットーサイクル、ディーゼルサイクルとサバテサイクルなど典型的な熱力サイクルによる簡単なエンジン性能計算

ができる。6. エンジンの動力性能、経済性性能と、環境性能などを評価する指標がわかる。 

【授業の概要】 

この授業は、まず、エンジンとは何かから始まり、エンジンの分類と歴史を概説する。つぎに、ガソリンエンジンと

ディーゼルエンジンの動作原理を、インディケータ線図を併用して解説する。続いて、ガソリンエンジンを重点に、

エンジンの各主要部の構造、役割、設計時の性能要求などを詳説する。ガソリンエンジンに関する知識を基に、ディ

ーゼルエンジンの構造を取り上げる。そこでは、ガソリンエンジンと異なる部分に重点を置く。そして、ガソリンエ

ンジンとディーゼルエンジンに用いる燃料の性状と燃焼過程、およびノッキング現象を解説する。最後は、エンジン

の設計と性能向上について、熱力学サイクルによる動力性能の計算の方法と、エンジン性能を評価する指標を解説す

る。授業内容の理解度確認と理解を深めるため、３つのレポート提出が必要である。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 エンジン概説、エンジンの分類 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」を読み、教科書を購入する。 

〇事後学修 原動機、熱機関、熱効率、ガソリンエンジンなどの用語を自分の言葉で説明する。 

第 ２回 エンジンの歴史 

〇事前学修 配付資料の「第 1.4節 内燃機関の歴史」を予習する。 

〇事後学修 熱機関発明の年表を作って、各発明の主要特徴を表中に記入すること。 

第 ３回 ガソリンエンジンの作動原理 

〇事前学修 熱力学の P-V線図、サイクルを復習し、教科書の第 1章「総論」を予習すること。 

〇事後学修 ガソリンエンジンの作動原理を自分の言葉で説明すること。 

第 ４回 ディーゼルエンジンの作動原理 

〇事前学修 配布資料の第 1.5節「ディーゼルエンジンの作動原理」を予習すること 

〇事後学修 4サイクルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンの動作を比較すること。 

第 ５回 ガソリンエンジンの機関本体構造 

〇事前学修 配付資料「第 3章 ガソリンエンジン」の第１と第 2節を予習すること。 

〇事後学修 ガソリンエンジンの各主要部の名称とそれぞれの役割を整理する。 

第 ６回 ガソリンエンジンの燃料装置と点火装置 

〇事前学修 配付資料「第 3章 ガソリンエンジン」の第３と第４節を予習すること。 

〇事後学修 ガソリンエンジンの燃料装置と点火装置それぞれの役割と性能要求をまとめること。 

第 ７回 ガソリンエンジンの潤滑装置と冷却装置 

〇事前学修 配付資料「第 3章 ガソリンエンジン」の第５と第６節を予習すること。 

〇事後学修 ガソリンエンジンの潤滑装置と冷却装置それぞれの役割と性能要求をまとめること。 

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 

〇事前学修 配付資料「第 3章 ガソリンエンジン」の第７～９節の内容を予習すること。 
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〇事後学修 ガソリンエンジンの吸・排気装置それぞれの役割と性能要求をまとめる。 

第 ９回 ディーゼルエンジンの燃焼室と燃料噴射装置 

〇事前学修 教科書の第 8.4節と配付資料第 4章の第 4.1節を予習すること。 

〇事後学修 3種類のディーゼルエンジンの燃焼室それぞれの特徴をまとめること。 

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 

〇事前学修 配付資料「第 4章ディーゼルエンジンの構造」の第 4.2～4.4節を予習する。 

〇事後学修 車用ディーﾃﾞﾙエンジンの圧縮比、熱効率、燃料消費率などを図表で再確認する。 

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タン価 

〇事前学修 教科書第 4章と、配付資料「第 5章燃料と燃焼」の第 5.1と 5.2節を予習する。 

〇事後学修 オクタン価、セタン価、予混合燃焼、拡散燃焼、当量比などの用語を理解すること。 

第 １２回 ガソリンエンジンの燃焼過程，ディーゼルエンジンの燃焼過程 

〇事前学修 配付資料 第 5章の第 5.3と 5.4節を予習し、「レポートその 2」を完成する。 

〇事後学修 内燃機関の「ノッキング」現象とその対策を調べること。 

第 １３回 各種の理論空気サイクル 

〇事前学修 教科書の第 2.1と 2.2節と配付資料の第 2.1と 2.2節を予習する。 

〇事後学修 授業中の３種類のサイクルを p-V座標に描き、各変化過程の名称を記入すること。 

第 １４回 理論空気サイクル計算演習，実際サイクル 

〇事前学修 配付資料の第 2.3節を予習し、「レポートその３」を完成する。 

〇事後学修 理論空気サイクルと実際のサイクルとの比較をして、その異同をまとめること。 

第 １５回 エンジンの性能評価 

〇事前学修 教科書第 10章と、配付資料「第 6章 エンジンの性能評価」を予習すること。 

〇事後学修 エンジンの性能を評価する種類の指標がそれぞれ何のためであるかをまとめること。 

期末試験 

【テキスト】 

1. 田坂英紀 著『内燃機関［第３版]』、森北出版株式会社 出版 

2. 配布資料 

 

【参考書・参考資料等】 

広安 博之・他 共著『内燃機関』、コロナ社 出版 

【成績評価の方法等】 

授業中の質問応答(20%)、レポート(30%)、期末試験(50%)等を総合して評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

エンジン工学は機械工学、特に熱工学に関する広範な知識を必要とするため、熱力学を修得しておくこと。また、授

業内容が多いため、十分な予習復習が必要であること。 
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BM19-201160-B 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 北御門 雄大、中村 格芳 

授業科目 CAD応用 授業形態 

英  訳 Application of CAD 複数 

配当年次 1年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 ものづくりには設計・製図が必要不可欠であり、これを担当するエンジニアにとって必要な製図の規則を学ぶこと

を目標とする。さらに、コンピュータの援用による設計・製図、すなわちCADについて概要を理解し、基本的な操作の

習得を目指す。 

【授業の到達目標】 

 基本的な製図のルールを習得し、AutoCADを使用して簡単な図面の作成が出来る。 

【授業の概要】 

 本講義ではCAD入門を修得した学生を対象とする。AUTODESK社のAutoCADを使用し、CAD入門で学んだ基礎操作により

、実際の製品の機械製図を作図する。また、基本的な製図のJIS規格について学ぶ。 

 各回の授業内容についてGoogle Classroomを使用して確認問題の実施および質問の受付を行い、次週解答と解説を

行う。 

 事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 CAD入門のおさらい 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 事前学習で理解不足だった部分を確認すること。 

第 ２回 CADによる各種寸法記入法・角度・径・引き出し線について 

〇事前学修 教科書 演習 3.11を読んでおくこと。 

〇事後学修 ソフトウェアの操作方法について理解が不十分だった部分を確認すること。 

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 

〇事前学修 教科書 演習 3.16、演習 3.19を読んでおくこと。 

〇事後学修 ソフトウェアの操作方法について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ４回 寸法公差（はめあい）について 

〇事前学修 前回配布されたプリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 事前学修で理解不足だった部分を追加・修正しておくこと。 

第 ５回 CADによる機械部品の作図 1 （ブロック） 

〇事前学修 教科書 演習 3.28を読んでおくこと。 

〇事後学修 ソフトウェアの操作方法について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ６回 仕上げ記号について 

〇事前学修 プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 事前学修で理解不足だった部分を追加・修正しておくこと。 

第 ７回 CADによる機械部品の作図 2 （フランジ） 

〇事前学修 教科書 演習 5.14を読んでおくこと。 

〇事後学修 ソフトウェアの操作方法について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ８回 ボルト（おねじ／めねじ）・キー類について 

〇事前学修 プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 事前学修で理解不足だった部分を追加・修正しておくこと。 

第 ９回 CADによる機械部品の作図 3 （シャフト類） 

〇事前学修 教科書 演習 5.16を読んでおくこと。 

〇事後学修 ソフトウェアの操作方法について理解が不十分だった部分を確認すること。 
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第 １０回 組立図の描き方について 

〇事前学修 プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 事前学修で理解不足だった部分を追加・修正しておくこと。 

第 １１回 CADによる機械部品の作図 4 （構造部材） 

〇事前学修 教科書 演習 5.25、演習 5.26を読んでおくこと。 

〇事後学修 ソフトウェアの操作方法について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １２回 歯車の描き方について 

〇事前学修 プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 事前学修で理解不足だった部分を追加・修正しておくこと。 

第 １３回 ベアリング・ばねの描き方について 

〇事前学修 プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 事前学修で理解不足だった部分を追加・修正しておくこと。 

第 １４回 幾何公差について 

〇事前学修 プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 事前学修で理解不足だった部分を追加・修正しておくこと。 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 これまでの授業を振り返り理解不足だった部分をまとめておくこと。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

AutoCAD LT2019 機械製図（間瀬喜夫・土肥美波子共著、オーム社） 

【参考書・参考資料等】 

基礎製図（第5版）（大西清著、オーム社） 

参考となる情報をhttps://sites.google.com/a/edu.hkg.ac.jp/cad_lessons/ に載せる。著作権等の問題

からアクセスは受講者に制限している。 

 

【成績評価の方法等】 

授業毎と期末に課すCAD演習課題を総合して評価する。課題提出（80%）、平常点（20%） 

評価が「合」 

【履修要件等】 

CAD入門に続く科目であるため、CAD入門を履修していること。 
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BM19-201170-C 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 西原 亜弥、中村 格芳 

授業科目 3次元CADⅠ 授業形態 

英  訳 3D-CAD Ⅰ 複数 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 各種業界の急速な３次元CAD導入により、学生に対する３次元CAD教育の要望が強くなっている。本講義は、3次元

CADに関する基礎概念と基本的操作の修得を目的として、演習形式で行う。 

【授業の到達目標】 

 3次元CADの基本概念をよく理解し、3次元CADソフトの基礎的な使用方法を習得する。 

【授業の概要】 

 使用するソフトウエアは、多くの製造業で実際に業務として適用されているSolidWorksである。講義内容は、3次元

CADの基本概念・利用目的、基本操作、スケッチ・ベースフィーチャー作業習得、作成部品を用いての組立作業 (アセ

ンブリー)、ドローイングである。 

 各回の授業内容についてGoogle Classroomを使用して確認問題の実施および質問の受付を行い、次週解答と解説を

行う。 

 事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 3次元 CADの基本概念 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 事前学習で理解不足だった部分を確認すること。 

第 ２回 3次元 CADの利用目的 

〇事前学修 2D-CADと 3D-CADの違いについて調べておくこと。 

〇事後学修 事前学習で理解不足だった部分を確認すること。 

第 ３回 基本操作 1（ユーザーインターフェイスについて） 

〇事前学修 3D-CADソフトウェア(SolidWorks)の特徴を調べておくこと。 

〇事後学修 ソフトウェアの操作方法について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ４回 基本操作 2（面の選択、視点の切り替え） 

〇事前学修 前回配布されたプリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 ソフトウェアの操作方法について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ５回 スケッチ・ベースフィーチャー作業 1（押し出し） 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 スケッチについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ６回 スケッチ・ベースフィーチャー作業 2（回転） 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 スケッチについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ７回 スケッチ・ベースフィーチャー作業 3（切断） 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 スケッチについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ８回 スケッチ・ベースフィーチャー作業 4（押し出しカット） 

〇事前学修 第 5回から第 7回までの授業内容を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 スケッチについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ９回 アセンブリー1（基本概念） 

〇事前学修 アセンブリーとは何か調べておくこと。 

〇事後学修 アセンブリーについて理解が不十分だった部分を確認すること。 
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第 １０回 アセンブリー2（部品の配置） 

〇事前学修 前回配布されたプリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 アセンブリーについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １１回 アセンブリー3（合致） 

〇事前学修 配布されたプリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 アセンブリーについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １２回 アセンブリー4（演習問題） 

〇事前学修 第 9回から第 11回までの授業内容を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 アセンブリーについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １３回 ドローイング 1（図面の作成） 

〇事前学修 第三角法による投影法について調べておくこと。 

〇事後学修 ドローイングについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １４回 ドローイング 2（修正） 

〇事前学修 前回配布されたプリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 前回配布されたプリントの該当箇所を確認しておくこと。 

第 １５回 小テスト（実技）とまとめ 

〇事前学修 ソフトウェアの使用方法を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

基本操作マニュアル（配布資料）、演習課題図面（配布資料） 

【参考書・参考資料等】 

基礎製図（第5版)（大西清著、オーム社） 

参考となる情報をhttps://sites.google.com/a/edu.hkg.ac.jp/cad_lessons/ に載せる。著作権等の問題

からアクセスは受講者に制限している。 

【成績評価の方法等】 

試験は行わず、演習課題によって評価する。課題提出(80%)、小テスト(20%) 

評価が「合」 

【履修要件等】 

興味があれば、3次元CAD利用技術者試験の受験をチャレンジしてみよう。 

 



87 

 

BM19-201180-D 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 西原 亜弥、中村 格芳 

授業科目 3次元CADⅡ 授業形態 

英  訳 3D-CAD Ⅱ 複数 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 近年の3次元設計においてもトレース・読図は必要不可欠である。本講義では3次元CADⅠを修得した学生を対象とし

、Drawing機能を習得することを目的として演習形式で行う。この技術を使用しエンジンの一部設計とトレースを行う

。 

【授業の到達目標】 

 3次元CADの概念を深く理解し、3次元CADソフトの様々な使用方法を習得する。 

【授業の概要】 

 使用するソフトウェアは、多くの製造業で実際に業務として適用されているSolidWorksである。講義の内容は、サ

ーフェス機能の習得、エンジンの機構、ピストン・ピストンピンおよびリング・クランクシャフトのフィーチャー作

成、エンジンアセンブリー、排気量計算、モデル編集と図面作成である。 

 各回の授業内容についてGoogle Classroomを使用して確認問題の実施および質問の受付を行い、次週解答と解説を

行う。 

 事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 サーフェスの基本概念 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 事前学習で理解不足だった部分を確認すること。 

第 ２回 サーフェス演習 1（押出し） 

〇事前学修 ソリッドとサーフェスの違いを調べておくこと。 

〇事後学修 サーフェスについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ３回 サーフェス演習 2（ロフト・スイープ） 

〇事前学修 ロフト・スイープについて調べておくこと。 

〇事後学修 サーフェスについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ４回 サーフェス演習 3（トリム） 

〇事前学修 第 1回目から第 3回目までの授業内容を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 サーフェスについて理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ５回 エンジンの機構・作成手順について 

〇事前学修 レシプロエンジンの仕組みについて調べておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ６回 ピストンのフィーチャー作成 1 

〇事前学修 前回配布されたプリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ７回 クランクシャフトのフィーチャー作成 2 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ８回 コンロッドのフィーチャー作成 3 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 ９回 エンジンアセンブリー 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 
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〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １０回 エンジンモデルの完成 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １１回 排気量計算 （演習） 

〇事前学修 排気量とは何か調べておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １２回 モデル編集と図面作成 1（モデル編集） 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １３回 モデル編集と図面作成 2（図面作成） 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １４回 モデル編集と図面作成 3（モデル、図面の修正） 

〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。 

〇事後学修 演習課題について理解が不十分だった部分を確認すること。 

第 １５回 小テスト（実技）とまとめ 

〇事前学修 ソフトウェアの使用方法を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

基本操作マニュアル（配布資料）、演習課題図面（配布資料） 

【参考書・参考資料等】 

基礎製図（第5版）（大西清著、オーム社） 

参考となる情報をhttps://sites.google.com/a/edu.hkg.ac.jp/cad_lessons/ に載せる。著作権等の問題

からアクセスは受講者に制限している。 

【成績評価の方法等】 

試験は行わず、演習課題によって評価する。課題提出（80%）、小テスト（20%） 

評価が「合」 

【履修要件等】 

3次元CADⅠに続く科目であるため、3次元CADⅠを履修していること。 
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BM19-201190-D 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 中村 格芳 

授業科目 CAM 授業形態 

英  訳 Computer Aided Manufacturing 単独 

配当年次 4年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 設計や生産部門では、CAD・CAM・CAE・CATによる高効率化が急速な勢いで浸透してきている。本授業は、CAMを中心

にしてこれらに関する基本概念を理解するとともに、実際にコンピュータを用いたCAD・CAM・CAEの運用を経験するこ

とを目的とする。 

【授業の到達目標】 

 CAD・CAM・CAEの概念を理解するとともに、基本的なこれらの作業が行えることを目標とする。 

【授業の概要】 

 CAD入門、CAD応用、3次元CADⅠおよびⅡにおいて学習したCADを用いた基本的な設計・生産の知識を基に、コンピュ

ータ支援生産（CAM）およびシミュレーション（CAE）について演習を中心として学習する。また、それらの社会的背

景や事例の紹介も行う。 

 各回の授業内容についてGoogle Classroomを使用して確認問題の実施および質問の受付を行い、次週解答と解説を

行う。 

 事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 コンピュータ支援による設計・生産の概念（CAD・CAM） 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 事前学習で理解不足だった部分を確認すること。 

第 ２回 コンピュータ支援生産（1）CAM：加工条件の決定 

〇事前学修 CAM作業について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容について理解不足だった部分を確認しておくこと。 

第 ３回 コンピュータ支援生産（2）CAM：NCデータの作成 

〇事前学修 NC加工について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容について理解不足だった部分を確認しておくこと。 

第 ４回 CAM演習（1）工程検討 

〇事前学修 第 2回の内容を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 演習内容について理解不足だった部分を確認しておくこと。 

第 ５回 CAM演習（2）作業設計 

〇事前学修 ソフトウェアの使用方法を確認しておくこと。 

〇事後学修 演習内容について理解不足だった部分を確認しておくこと。 

第 ６回 CAM演習（3）NCプログラミングの基本 

〇事前学修 第 3回の内容を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 演習内容について理解不足だった部分を確認しておくこと。 

第 ７回 CAM演習（4）NCデータの作成と評価 

〇事前学修 ソフトウェアの使用方法を確認しておくこと。 

〇事後学修 演習内容について理解不足だった部分を確認しておくこと。 

第 ８回 コンピュータ事前検討支援（CAE）の概念 

〇事前学修 CAE作業について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容について理解不足だった部分を確認しておくこと。 

第 ９回 コンピュータ事前検討支援（1）CAE：応力解析 1 

〇事前学修 材料力学の「応力とひずみ」を復習すること。 
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〇事後学修 授業内容について理解不足だった部分を確認しておくこと。 

第 １０回 コンピュータ事前検討支援（2）CAE：応力解析 2 

〇事前学修 材料力学の「ハリのたわみ」を復習すること。 

〇事後学修 授業内容について理解不足だった部分を確認しておくこと。 

第 １１回 コンピュータ事前検討支援（3）CAE：流体解析 

〇事前学修 流体工学の「管路の流れ」を復習すること。 

〇事後学修 授業内容について理解不足だった部分を確認しておくこと。 

第 １２回 CAE演習（1）応力解析 

〇事前学修 第 9回、第 10回の内容を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 演習内容について理解不足だった部分を確認しておくこと。 

第 １３回 CAE演習（2）流体解析 

〇事前学修 第 11回の内容を再度確認しておくこと。 

〇事後学修 演習内容について理解不足だった部分を確認しておくこと。 

第 １４回 社会的背景、事例の紹介 

〇事前学修 生産現場における CAD、CAM、CAEの位置づけを調べておくこと。 

〇事後学修 事前学修で理解不足だった部分を追加・修正しておくこと。 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 これまでの授業を振り返り理解不足だった部分をまとめておくこと。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

基本操作マニュアル（配布資料）、演習課題図面（配布資料） 

【参考書・参考資料等】 

いまからはじめるNC工作 （眞柄 賢一 著、オーム社 出版） 

基礎製図（第5版）（大西清著、オーム社） 

参考となる情報をhttps://sites.google.com/a/edu.hkg.ac.jp/cad_lessons/ に載せる。著作権等の問題

からアクセスは受講者に制限している。 

【成績評価の方法等】 

課題提出（70%）、小テスト（30%）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

CAD応用、3次元CADⅡを履修していることが望ましい。 

大学より配布されたログインID、パスワードを持参すること。 
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BM19-201200-C 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 田中 通義 

授業科目 木材加工 授業形態 

英  訳 Woodworking 単独 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

中学校技術・家庭科で指導する範囲の木材加工で求められている材料、加工法、工具、機械などに関する知識と

技術、及び教科運営で必要となる整備・管理などの基礎的技術を習得する。 

【授業の到達目標】 

木工具と木工機械を使用して、木材を安全に加工し製作できる。木工具と木工機械を整備し適切に管理できる。 

【授業の概要】 

木材加工の指導に必要な基礎的知識と基礎的技術の習得の為に、必要に応じて演習を含めて講義を進める。これ

により木工具による手加工や機械加工によるものづくり指導の実際について系統的に学習する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 木材加工と製図及び技術科教育 

〇事前学修 テーマについて中学校技術・家庭科教科書などで情報を収集する。(１時間) 

〇事後学修 授業で話し合った内容についてまとめておく（次回提出）（１時間） 

第 ２回 木材と性質(1) 木材の種類、性質 

〇事前学修 テーマについて参考資料などで情報を収集する。(１時間) 

〇事後学修 木材の種類と性質についてまとめておく。 

第 ３回 木材と性質(2) 合板、集成材、木質材料 

〇事前学修 テーマについて参考資料などで情報を収集する。(１時間) 

〇事後学修 合板、集成材、木質材料についてまとめておく。（2回と 3回のまとめを次回提出）（１

時間） 

第 ４回 木工具と木材の加工(1)木工具の種類と構造 

〇事前学修 テーマについて参考資料などで情報を収集する。(１時間) 

〇事後学修 木工具の種類と構造についてまとめておく。（１時間） 

第 ５回 木工具と木材の加工(2)木工具と切削原理 

〇事前学修 テーマについて参考資料などで情報を収集する。(１時間) 

〇事後学修 木工具と切削原理についてまとめておく。（4回と 5回のまとめを次回提出）（１時間） 

第 ６回 木工具の整備(1)かんな台の調整 

〇事前学修 テーマについて参考資料などで情報を収集する。(１時間) 

〇事後学修 かんな台の調整についてまとめておく。（１時間） 

第 ７回 木工具の整備(2)かんな刃の研磨と手入れ 

〇事前学修 テーマについて参考資料などで情報を収集する。(１時間) 

〇事後学修 かんな刃の研磨と手入れについてまとめておく。（4回と 5回のまとめを次回提出）（１

時間） 

第 ８回 木材の基本工作作法(1)材料と部品加工 

〇事前学修 テーマについて参考資料などで情報を収集する。(１時間) 

〇事後学修 材料と部品加工についてまとめておく。（7回と 8回のまとめを次回提出）（１時間） 

第 ９回 木材の基本工作作法(2)木材の平削り加工 

〇事前学修 テーマについて参考資料などで情報を収集する。(１時間) 

〇事後学修 木材の平削り加工についてまとめておく。（１時間） 

第 １０回 木材の基本工作法(3)木材の鋸断加工 

〇事前学修 テーマについて参考資料などで情報を収集する。(１時間) 
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〇事後学修 木材の鋸断加工についてまとめておく。（１時間） 

第 １１回 木材の基本工作作法(4)木材の接合 

〇事前学修 テーマについて参考資料などで情報を収集する。(１時間) 

〇事後学修 木材の接合についてまとめておく。（1時間） 

第 １２回 木材の接着と塗装 

〇事前学修 テーマについて参考資料などで情報を収集する。(１時間) 

〇事後学修 木材の接着と塗装についてまとめておく。（1時間） 

第 １３回 木工機械と木材の加工 

〇事前学修 テーマについて参考資料などで情報を収集する。(１時間) 

〇事後学修 木工機械と木材の加工についてまとめておく。（次回提出）（1時間） 

第 １４回 作業の安全と管理 

〇事前学修 テーマについて参考資料などで情報を収集する。(１時間) 

〇事後学修 作業の安全と管理についてまとめておく。（次回提出）（1時間） 

第 １５回 まとめ（課題についてのディスカッション） 

〇事前学修 制作課題の完成とレポートをまとめる。（１時間） 

〇事後学修 政策課題が未完成の場合は、完成させる。（１時間） 

 

【テキスト】 

 当日、プリント資料を配布する。 

【参考書・参考資料等】 

・木材の性質と加工 山下晃功 編（出版社）開隆堂  ・中学校技術・家庭科教科書 

【成績評価の方法等】 

 8回から12回における制作課題（60％）、小テスト（20％）、レポート（2％）で総合的

に評価する。 

評価が「合」 

 

【履修要件等】 

 製図や技術科教育法など技術科教員免許の取得に必要な科目を履修していること。 

  



93 

 

BM19-201210-C 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 土屋 英男 

授業科目 木材加工実習 授業形態 

英  訳 Practice of Wood Working 単独 

配当年次 3年次 後期 必選別 選択 単位数 1 単位 

【授業の目的】 

「ものづくり」教育で基礎的加工技術の柱となる木材加工についての知識と技能を修得する。 

【授業の到達目標】 

・木材加工用の工具を合理的に使用することができる。 

・木材加工用の工具の整備と調整ができる。 

・木材の特性を理解し、製作しようと思うものの設計と製作ができる。 

【授業の概要】 

木材の性質とそれを加工する際の工具について理解し、木材の切削、接合、工具の調整・整備の基礎的知識と技能を

修得しつつ構想品を製作する。授業では、毎時間の内容についてレポートにまとめ提出する。 

    作品の構想や工具や機械の使用方法等について、互いに教え合いや支援を通して、共に学び合う体制をつくる。 

 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 製作に必要なジグの設計 

〇事前学修 木材加工実習の授業内容について、シラバスを通して予習しておく（1時間） 

〇事後学修 製作時に使用するジグの意味やその準備状況を確認する（1時間） 

第 ２回 木材の種類とその性質 

〇事前学修 木材の種類と性質について調べる（1時間） 

〇事後学修 自分で作成する作品に用いる木材の材料を考察する（1時間） 

第 ３回 木材加工に必要な工具の種類とその取り扱い 

〇事前学修 木材加工で使用する工具として、のこぎり、かんな、げんのうを調べる（1時間） 

〇事後学修 加工に使用する工具とそれに対応した木工機械等をまとめておく（1時間） 

第 ４回 切断工具の整備 

〇事前学修 のこぎりやのみの切断原理を調べておく（1時間） 

〇事後学修 切削工具の原理とその使用方法を整理してまとめる（1時間） 

第 ５回 切削・研磨工具等その他の工具の整備 

〇事前学修 かんなややすりなど、木材を削ったり磨いたりする工具などを調べる（1時間） 

〇事後学修 切削・研磨工具等の工具の使用方法とそのスキルを備えるよう復習する（1時間） 

第 ６回 打叩工具、測定具、接合用品の試用 

〇事前学修 げんのうやさしがね、蝶番などの名称とその用い方について調べる（1時間） 

〇事後学修 いろいろな工具とその用途を整理してまとめる（1時間） 

第 ７回 製作に必要なジグの試作 

〇事前学修 自分の製作する作品の加工に用いるジグの必要性について考える（1時間） 

〇事後学修 ジグの意味やその使用方法について整理する（1時間） 

第 ８回 製作実習（1）課題の構想設計 

〇事前学修 自分の考える製作品の構想をまとめる（1時間） 

〇事後学修 考えている作品の設計をまとめ構想図をかいて提出する（2時間） 

第 ９回 製作実習（2）課題の設計・製図 

〇事前学修 作品の設計が適正か考察する（1時間） 

〇事後学修 設計の意義と自分の取組について検討を加え、製作図にまとめ提出する（2時間） 
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第 １０回 製作実習（3）材料取り（けがき） 

〇事前学修 自分の作品のけがきについて考えておく（1時間） 

〇事後学修 けがき作業について、反省と今後の課題をまとめておく（1時間） 

第 １１回 製作実習（4）材料取り（切断） 

〇事前学修 切断作業について準備しておく（1時間） 

〇事後学修 断作業の正確性と修正が必要かどうかなど検討する（1時間） 

第 １２回 製作実習（5）部品のかんながけ 

〇事前学修 かんながけの準備をして授業に臨む（1時間） 

〇事後学修 部品加工としてのかんながけの適否を判断し、次回の授業に生かす（1時間） 

第 １３回 製作実習（6）部品の穴あけ 

〇事前学修 卓上ボール盤、電動ドリル、きりなど機械や工具の準備をする（1時間） 

〇事後学修 実際に行った、穴あけ作業を反省し自戒の授業に生かす（1時間） 

第 １４回 製作実習（7）組立て 

〇事前学修 自分作品の組立作業の順序や方法について考える（1時間） 

〇事後学修 組立を通して作品の修正や発展などを考える（1時間） 

第 １５回 仕上げ・塗装実習 

〇事前学修 自分の作品の仕上げや塗装について準備する（1時間） 

〇事後学修 完成した作品を通して、木材加工実習で学んだことをまとめる（1時間） 

 

【テキスト】 

必要な資料は配付する。 

【参考書・参考資料等】 

・「木材の性質と加工」（山下晃功 他 開隆堂） 

・その他必要な資料は配付する。 

【成績評価の方法等】 

技能の修得状況(30%)、理解度(30%)、工夫する態度(20%)、レポート(20%)で総合的に評価す

る。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

実習ができる服、および靴で出席すること。 
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BM19-201220-B 

区  分 専門応用科目－機械工学系科目 担当教員 黄 樹偉 

授業科目 機械工学概論 授業形態 

英  訳 Introduction to Mechanical Engineering 単独 

配当年次 3年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

中学校および高校の工業・技術関連科目を指導するために必要な機械工学知識を提供し、原動機・モータをはじめと

する種々の機械の動作原理，構造などを，力学・機械要素・伝達機構の視点から理解する。 

【授業の到達目標】 

中学校の技術分野で指導する範囲の機械に関する知識を修得するとともに、機械の歴史、力学、機械要素、伝達機構

，工作機械，エネルギー変換など、幅広い機械工学に関する分野を理解できる。 

【授業の概要】 

機械の歴史と，機械に密接に関連する力学体系の概略を学んだのち、機械を構成する要素と力の伝達機構を学ぶ。つ

ぎに，エネルギー変換機械として各種の原動機とモータの作動原理と構造を学ぶ。最後に、技術とエネルギー・環境

問題の関係について考察する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 機械の歴史－製造機械、交通機械の発達－ 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」、「授業の到達目標」、「授業の概要」などを読むこと 

〇事後学修 配付資料とインターネット検索を併用して、工作機械の発達を年表としてまとめる。 

第 ２回 機械に利用される原理（1）材料、材料力学、機械力学 

〇事前学修 「第 2章 機械と機械工学」の「機械の定義、材料力学と、機械力学」を予習する。 

〇事後学修 機械の定義について、複数の辞書を調べて比較すること。 

第 ３回 機械に利用される原理（2）熱力学、流体力学 

〇事前学修 資料「第 2章 機械と機械工学」の「熱力学」と「流体力学」の部分を予習する。 

〇事後学修 配付資料とインターネットを利用して、「レポートその１」を完成すること。 

第 ４回 機械要素と伝達機構の概要 

〇事前学修 第 3章の「1.機械要素と機構」～「4.運動を変換する機械要素」を予習する。 

〇事後学修 自転車を例にとり、どんなリンク機構や対偶が使われているかをまとめること。 

第 ５回 ねじ、ばね、ピンとキー 

〇事前学修 「第 3章 機械要素と機構」の「5. ねじ」～[7. ピンとキー]を予習する。 

〇事後学修 「レポートその 2」を完成すること。 

第 ６回 伝動装置（1）摩擦車、巻きかけ伝動装置 

〇事前学修 「第 4章 伝動装置」の「1. 摩擦車」、「2.巻きかけ伝動装置」を予習する。 

〇事後学修 巻きかけ伝動装置の使用例をインターネットでしらべてまとめること。 

第 ７回 伝動装置（2）歯車、軸受け、減速機 

〇事前学修 「第 4章 伝動装置」の「3. 歯車」～「5.減速機」を予習する。 

〇事後学修 歯車の種類と用途をまとめることと、「レポートその 3」を完成すること。 

第 ８回 力の伝達機構（1）リンク機構 

〇事前学修 「第 5章 力の伝達機構」の「1. リンク機構」を予習すること。 

〇事後学修 リンク機構の種類を調べて、図で示すこと。 

第 ９回 力の伝達機構（2）カム機構 

〇事前学修 配付資料「第 5章 力の伝達機構」の「2. カム機構」を予習すること。 

〇事後学修 インターネットでカム機構を調べ、その使用例を 10例以上挙げること。 

第 １０回 原動機とモータ(1) 直流モータと交流モータ 

〇事前学修 「第 6章 原動機とモータ」の第１節から第３節までを予習すること。 

〇事後学修 エナメル線を用いて、「クリップモータ」を製作し、その動作原理を説明すること。 
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第 １１回 原動機とモータ(2) 新しいモータと応用 

〇事前学修 「第 6章 原動機とモータ」の「4．新しいモータ」を予習すること。 

〇事後学修 リニアモータ、ステッピングモータ、超音波モータの特徴と用途をまとめること。 

第 １２回 熱機関（1）ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、スターリングエンジン 

〇事前学修 「第 7章 熱機関」の第１節から第３節までを予習すること。 

〇事後学修 ビー玉スターリングエンジンの動作原理を図を併用して説明すること。 

第 １３回 第 7章 熱機関（2）ロータリ機関、蒸気・ガスタービン、ジェットエンジン 

〇事前学修 「第 7章 熱機関」の「第４節 ロータリ機関」以降の部分を予習する。 

〇事後学修 図を併用して、ジェットエンジンの種類と用途をまとめること。 

第 １４回 技術とエネルギー問題、環境問題 

〇事前学修 「第 8章 原動機の使用と環境保全」を予習する。 

〇事後学修 「レポートその 4」を完成すること。 

第 １５回 総まとめ 

〇事前学修 「クリップモータ」の製作を教える学習指導案を作成する。 

〇事後学修 教員の視点から、この講義を評価し、レポートとして提出する。 

 

【テキスト】 

章ごとに資料を配布する。 

【参考書・参考資料等】 

小峯 龍男 著『機械工学の基本』、秀和システム 出版 

文部科学省『中学校学習指導要領「技術・家庭編」 

【成績評価の方法等】 

授業中の発表30％、レポート40%と総まとめ30%などで評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-202010-B 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 出木 秀典 

授業科目 電気回路Ⅰ 授業形態 

英  訳 Introduction of Electric Circuit I 単独 

配当年次 1年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

電気回路の最も基本となる直流回路に関する基礎知識を習得させる。 

【授業の到達目標】 

直列回路、並列回路、直並列回路の計算ができるようになる。 

【授業の概要】 

電気工学を学ぶ上で重要な電気回路の概要を説明した後、電気回路計算において基礎となる直流回路の取り扱い、す

なわち、電圧、電流、抵抗の持つ物理的意味と、それらの間の関係法則、数学的取り扱い方法の習得を目的とする。

内容は、（１）電流と電圧（電荷、電位差、起電力と電源）、（２）オームの法則とキルヒホッフの法則（抵抗の直

並列接続、電圧降下）、（３）抵抗の形状と温度による変化、（４）直流の電力と電力量（ジュールの法則）、（５

）複雑な直流回路の解き方、行列の利用による解法、などである。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 電気回路概論 

〇事前学修 教科書の１章を読んでおく 

〇事後学修 授業で行った問題をもう一度解いて理解する 

第 ２回 オームの法則 

〇事前学修 前回の授業内容を確認しておく 

〇事後学修 授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ３回 キルヒホッフの法則 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ４回 抵抗の直列接続 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ５回 抵抗の並列接続 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ６回 分流器と倍率器 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ７回 直流の電力と電力量 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ８回 抵抗の変化 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ９回 直流回路の解き方（1）キルヒホッフの法則 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 
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第 １０回 直流回路の解き方（2）行列を用いた解法 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 １１回 直流回路の解き方（3）ブリッジ回路 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 １２回 回路の定理 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 １３回 いろいろな直流回路 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 １４回 Ｙ−Δ変換 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 これまで解いてきた問題で不得意な部分を復習し理解しておく 

〇事後学修 授業で解いた問題と章末問題を解き、理解しておく 

 

【テキスト】 

電気回路（本田 徳正、日本理工出版会）（予定） 

【参考書・参考資料等】 

電気回路論（平山 博・大附 辰夫、電気学会）または電気回路論の載っているもの 

【成績評価の方法等】 

授業時間中に行うテストの結果（概ね100％）をもとに評価する 

評価が「合」 

【履修要件等】 

電気基礎を必ず履修しておくこと。さらに、線形代数Ｉまたは基礎数学を履修しておくこと 
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BM19-202020-C 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 出木 秀典 

授業科目 電気回路Ⅱ 授業形態 

英  訳 Introduction of Electric Circuit II 単独 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

交流回路の基礎的事項を習得させる。 

【授業の到達目標】 

交流の位相について理解する。直列回路、並列回路の計算ができるようになる。 

【授業の概要】 

交流回路を理解する上で必要な基礎的事項を習得する事を目的とする。内容は、正弦波の発生、周波数と周期、角周

波数、位相などの物理的な意味を踏まえた上で交流回路の解き方を習得する。 

具体的には、（１）正弦波交流（交流発電機、周波数、位相、大きさ）、（２）交流回路の解き方（抵抗回路、イン

ダクタンス回路、コンデンサ回路、RL直・並列回路、RC直・並列回路、（３）記号演算（複素数、オイラーの公式、

正弦波の複素数表示、インピーダンス）、（４）共振回路、（５）電力の複素数表示、などである。 

 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 正弦波交流の発生 

〇事前学修 電気回路Ⅰの内容を復習しておく 

〇事後学修 授業で行った問題をもう一度解いて理解する 

第 ２回 周波数と周期 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ３回 角周波数、位相と位相差 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ４回 正弦波交流の大きさ 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ５回 交流回路の基礎 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ６回 インダクタンス回路と記号演算 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ７回 コンデンサ回路と記号演算 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ８回 複素計算法 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ９回 Ｒ，Ｌ，Ｃの直列回路 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 
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第 １０回 Ｒ，Ｌ，Ｃの並列回路 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 １１回 Ｒ，Ｌ，Ｃの直並列回路 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 １２回 交流回路の計算 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 １３回 交流回路の共振 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 １４回 交流の電力 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 これまで解いてきた問題で不得意な部分を復習し理解しておく 

〇事後学修 授業で解いた問題と章末問題を解き、理解しておく 

 

【テキスト】 

電気回路（本田 徳正 著、日本理工出版会）（予定） 

【参考書・参考資料等】 

電気回路論（平山 博・大附 辰夫、電気学会）または電気回路論の載っているもの 

【成績評価の方法等】 

授業時間中に行うテストの結果（凡そ100％）をもとに評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

電気基礎と電気回路Ⅰを履修しておくこと。線形代数ＩおよびⅡ、微分積分Ⅰを履修しておくこと 
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BM19-202030-C 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 出木 秀典 

授業科目 電気回路演習 授業形態 

英  訳 Circuit Theory 単独 

配当年次 2 年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

電気回路Ⅰ、電気回路Ⅱで学んだ基礎知識を基に、より専門的な知識を習得する。 

【授業の到達目標】 

電気回路の基礎を習得し、様々な交流回路の計算ができるようになる。 

【授業の概要】 

電気回路Ⅰ、電気回路Ⅱで学んだ基礎的な計算方法のまとめを行った後、相互インダクタンスを含んだ回路など、よ

り実践的な問題を解いてゆくことでさらに電気回路について理解を深める。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 直流回路の計算（復習） 

〇事前学修 電気回路ⅠとⅡの内容を復習しておく 

〇事後学修 授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ２回 直流回路実践問題（直列回路、並列回路、直並列回路） 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ３回 直流回路実践問題（諸定理を用いた解法） 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ４回 交流回路の計算（復習） 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ５回 電圧ベクトルと電流ベクトル 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ６回 複素インピーダンス 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ７回 複素電力 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ８回 交流回路における諸定理（基礎） 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 ９回 交流回路における諸定理（応用） 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 １０回 相互誘導回路 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 
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第 １１回 ベクトル軌跡 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 １２回 共振回路 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 １３回 三相交流の基礎 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 １４回 三相交流の計算 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 教科書の章末問題や授業で解いた例題を、解答を見なくても解けるように理解する 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 これまで解いてきた問題で不得意な部分を復習し理解しておく 

〇事後学修 授業で解いた問題と章末問題を解き、理解しておく 

 

【テキスト】 

基礎から学ぶ 電気回路計算 改訂２版（永田博義、オーム社）（予定） 

【参考書・参考資料等】 

電気回路（本田 徳正、日本理工出版会） 

基礎テキスト回路理論（間邊幸三郎、東京電機大学出版局） 

詳解 電気回路演習（上）（大下真二郎、共立出版） 

 または電気回路の計算法が載っているもの 

 

【成績評価の方法等】 

業中の質疑応答、適宜授業の最後に出す課題等（およそ40％）と授業時間中に行うテストの

結果（およそ60％）を総合的に評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

電気基礎、電気回路Ⅰ、電気回路Ⅱを履修しておくこと。線形代数ＩおよびⅡ、微分・積分Ⅰを履修しておくこと。 
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BM19-202040-B 

区  分 専門応用科目－電気系情報科目 担当教員 酒井 恒 

授業科目 電磁気学Ⅰ 授業形態 

英  訳 Electromagnetism Ⅰ 単独 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【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。電磁気学Ⅰは主に静電界と、電圧と電流を理解す

ることを目的とする。 

【授業の到達目標】 

 主に静電界に関する電界と電位を理解し、静電容量の計算ができるようになる。 

【授業の概要】 

 静電界におけるクーロンの法則から、ガウスの法則を理解して、電磁気学における場の概念を解説する。授業は前

半が講義で、後半に演習を行う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 導入 

〇事前学修 電磁気学がどういう学問かをよく調べ、学習する覚悟を持つこと。 

〇事後学修 授業でわからなかった所を調べたり、できなかった計算をもう一度やってみること。 

第 ２回 静電気とク－ロン力 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 授業でわからなかった所を調べたり、できなかった計算をもう一度やってみること。 

第 ３回 ク－ロンの法則 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 授業でわからなかった所を調べたり、できなかった計算をもう一度やってみること。 

第 ４回 静電界 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 授業でわからなかった所を調べたり、できなかった計算をもう一度やってみること。 

第 ５回 電位 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 授業でわからなかった所を調べたり、できなかった計算をもう一度やってみること。 

第 ６回 ガウスの法則 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 授業でわからなかった所を調べたり、できなかった計算をもう一度やってみること。 

第 ７回 まとめと復習 

〇事前学修 いままでの学習でわからなかったところをチェックしておくこと。 

〇事後学修 授業でわからなかった所を調べたり、できなかった計算をもう一度やってみること。 

第 ８回 導体と抵抗率 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 授業でわからなかった所を調べたり、できなかった計算をもう一度やってみること。 

第 ９回 コンデンサの構造と容量計算 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 授業でわからなかった所を調べたり、できなかった計算をもう一度やってみること。 

第 １０回 コンデンサの直列接続と並列接続 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 授業でわからなかった所を調べたり、できなかった計算をもう一度やってみること。 
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第 １１回 誘電体 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 授業でわからなかった所を調べたり、できなかった計算をもう一度やってみること。 

第 １２回 定常電流 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 授業でわからなかった所を調べたり、できなかった計算をもう一度やってみること。 

第 １３回 オームの法則 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 授業でわからなかった所を調べたり、できなかった計算をもう一度やってみること。 

第 １４回 キルヒホッフの法則 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 授業でわからなかった所を調べたり、できなかった計算をもう一度やってみること。 

第 １５回 まとめと復習 

〇事前学修 いままでの学習でわからなかったところをチェックしておくこと。 

〇事後学修 授業でわからなかった所を調べたり、できなかった計算をもう一度やってみること。 

期末試験 

【テキスト】 

基礎からの電磁気学（著者：原康夫、出版社：学術図書出版社） 

【参考書・参考資料等】 

新・基礎電磁気学（佐野元昭著、サイエンス社） 

【成績評価の方法等】 

毎週、小テストを行う。これと期末試験を考慮して成績を評価する。期末試験70%、小テス

ト30%で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-202050-B 

区  分 専門応用科目－電気系情報科目 担当教員 酒井 恒 

授業科目 電磁気学Ⅱ 授業形態 

英  訳 Electromagnetism Ⅱ 単独 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【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。電磁気学Ⅱは主に静磁界と電磁誘導、および交流

回路を理解することを目的とする。 

【授業の到達目標】 

 交流回路の計算と電磁波の概念を理解する。 

【授業の概要】 

 ビオ・サバールの法則やアンペールの法則から、電磁誘導と発電の原理を解説する。授業は前半が講義で、後半に

演習を行う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 導入 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 小テストを元にして授業内容をよく理解し、間違ったところは必ずチェックする。 

第 ２回 静磁界 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 小テストを元にして授業内容をよく理解し、間違ったところは必ずチェックする。 

第 ３回 ビオ・サバールの法則 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 小テストを元にして授業内容をよく理解し、間違ったところは必ずチェックする。 

第 ４回 電磁力 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 小テストを元にして授業内容をよく理解し、間違ったところは必ずチェックする。 

第 ５回 フレミングの左手の法則 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 小テストを元にして授業内容をよく理解し、間違ったところは必ずチェックする。 

第 ６回 アンペ－ルの法則 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 小テストを元にして授業内容をよく理解し、間違ったところは必ずチェックする。 

第 ７回 まとめと復習 

〇事前学修 いままでの学習の不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 小テストを元にして授業内容をよく理解し、間違ったところは必ずチェックする。 

第 ８回 磁性体とヒステリシス 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 小テストを元にして授業内容をよく理解し、間違ったところは必ずチェックする。 

第 ９回 電磁誘導 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 小テストを元にして授業内容をよく理解し、間違ったところは必ずチェックする。 

第 １０回 発電 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 小テストを元にして授業内容をよく理解し、間違ったところは必ずチェックする。 
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第 １１回 交流回路 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 小テストを元にして授業内容をよく理解し、間違ったところは必ずチェックする。 

第 １２回 交流回路における三角関数表示 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 小テストを元にして授業内容をよく理解し、間違ったところは必ずチェックする。 

第 １３回 交流回路における複素数表示 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 小テストを元にして授業内容をよく理解し、間違ったところは必ずチェックする。 

第 １４回 交流電力と電圧変換 

〇事前学修 次回の教科書の項を読んでおき、不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 小テストを元にして授業内容をよく理解し、間違ったところは必ずチェックする。 

第 １５回 まとめと復習 

〇事前学修 いままでの学習の不明点をチェックしておくこと。 

〇事後学修 小テストを元にして授業内容をよく理解し、間違ったところは必ずチェックする。 

期末試験 

【テキスト】 

基礎からの電磁気学（著者：原康夫、出版社：学術図書出版社） 

【参考書・参考資料等】 

新・基礎電磁気学（著者：佐野元昭著、出版社：サイエンス社） 

【成績評価の方法等】 

 毎週、小テストを行う。これと期末試験を考慮して成績を評価する。期末試験70%、小テ

スト30%で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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6BM19-202050-B 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 佐伯 哲二 

授業科目 電子回路 授業形態 

英  訳 Electrical Circuits 単独 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 
電気・電子回路計算法について理解する。 

 

【授業の到達目標】 
受動・能動素子における直流・交流回路の動作原理・使用法について理解する。 

 

【授業の概要】 
・電気回路理論から開始し、電子回路の基礎、トランジスタ回路について講義する。 

・直流回路の計算、記号法による交流回路の計算法などの応用を取り入れながら講義し、演習を行う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 電気の流れ（ガイダンス） 

〇事前学修 一年時において電気回路履修していること 

〇事後学修 静電気について確認 

第 ２回 起電力と電気回路 

〇事前学修 電流について理解しておく 

〇事後学修 単位記号の確認 

第 ３回 ブリッジ回路 

〇事前学修 オームの法則について理解しておく 

○ 〇事後学修 直流についてレポートにまとめる 

第 ４回 正弦波交流の表現 

〇事前学修 周期について 

〇事後学修 平均値、実効値の確認 

第 ５回 複素数とベクトル表示 

〇事前学修 絶対値と位相角について 

〇事後学修 極形式の確認 

第 ６回 交流回路におけるRLC 直列・並列回路 

〇事前学修 基準ベクトルについて 

〇事後学修 共振の確認 

第 ７回 記号法による交流回路の計算法 

〇事前学修 複素数とベクトルについて 

〇事後学修 交流波形についてレポートにまとめる 

第 ８回 直流・交流回路テスト 

〇事前学修 各法則について 

〇事後学修 直流・交流回路をアナログ回路に応用していく 

第 ９回 ダイオードとトランジスタの基本事項 

〇事前学修 半導体について 

〇事後学修 静特性、動特性の確認 

第 １０回 アナログとディジタル 

〇事前学修 アナログ信号・ディジタル信号の表現について 

〇事後学修 標本化と量子化の確認 
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第 １１回 トランジスタの静特性 

〇事前学修 エミッタ接地について 

〇事後学修 電気的特性の確認 

第 １２回 増幅回路 

〇事前学修 増幅度について 

〇事後学修 動作点の確認 

第 １３回 負荷線、バイアス回路 

〇事前学修 電流帰還回路について 

〇事後学修 静特性グラフの作成提出 

第 １４回 デシベル 

〇事前学修 対数について 

〇事後学修 利得計算の確認 

第 １５回 2進数の計算 

〇事前学修 進数、変換について 

〇事後学修 ディジタル回路に必要 

期末試験 

【テキスト】 

電気・電子回路計算法入門講座（浅川毅著、電波新聞社） 

【参考書・参考資料等】 

 なし 

【成績評価の方法等】 

課題（20％）、小テスト(40％) 、期末試験(40％) で評価する。 

評価が「合」 

 

【履修要件等】 

電気回路の基礎知識が必要。 

  



109 

 

BM19-202070-B 

区  分 専門応用科目－電気系情報科目 担当教員 歌谷 昌弘 

授業科目 ディジタル回路 授業形態 

英  訳 Digital Circuit 単独 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 トランジスタによるアナログ信号処理とディジタル信号処理の違いを理解する。ゲート回路の組み合わせでいろい

ろな信号処理ができることを理解する。 

【授業の到達目標】 

 簡単なデジタル回路の設計ができるようになる。論理ゲート回路の動きを読み取れるようになる。 

【授業の概要】 

 アナログ回路の復習を行ってから、デジタル回路を学んでもらう。デジタル回路がアナログ回路の特殊なものであ

ることを理解してもらう。その際に、回路シミュレーター( ngspice )を用いて波形も確認できるようにする。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 回路シミュレーターの使い方・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ２回 2閉路の回路解析・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 2閉路の回路解析を復習しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ３回 3閉路の回路解析・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 3閉路の回路解析を復習しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ４回 ベース接地回路・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 デジタル回路とベース接地回路の関係について調べておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ５回 コレクタ接地回路・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 デジタル回路とコレクタ接地回路の関係について調べておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ６回 固定バイアスエミッタ接地回路・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 デジタル回路と固定バイアスエミッタ接地回路の関係を調べておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ７回 電流帰還バイアスエミッタ接地回路・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 デジタル回路と電流帰還バイアスエミッタ接地回路の関係を調査。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ８回 自己バイアスエミッタ接地回路・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 デジタル回路と自己バイアスエミッタ接地回路の関係を調べておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ９回 NAND回路・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 NAND回路について調べておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １０回 いろいろなゲート回路・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 いろいろなゲート回路が NANDの組み合わせで作れることを調査。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 
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第 １１回 RSフリップフロップ回路・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 RSフリップフロップ回路がどこで使用されるか調べておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １２回 半加算回路・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 半加算回路について調べておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １３回 全加算回路・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 全加算回路について調べておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １４回 ２の補数器・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 ２の補数が何に使用されるか調べておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １５回 全体の振り返り 

〇事前学修 講義 14回分のまとめを作成しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業の振り返りで不十分だった部分を確認しておくこと。（1時間） 

期末試験 

【テキスト】 

【参考書・参考資料等】 

【成績評価の方法等】 

期末試験(60%)、課題提出（20%）・積極的な授業への取り組み（20%） 

評価が「合」 

【履修要件等】 

電気回路I、電気回路II、電子回路を履修していることが望ましい。 授業では電卓を使用する。 
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BM19-202080-C 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 出木 秀典 

授業科目 電子物性工学 授業形態 

英  訳 Material  Science 単独 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【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を習得させる。 

【授業の到達目標】 

物質の性質がどの様な理由から発現しているかを探求できるようになる。 

【授業の概要】 

エレクトロニクス分野で利用されているデバイスは構成する材料の様々な性質を利用している。この物質の性質（物

性）を理解するために必要な基礎知識に加え、物質の成り立ちについて解説する。物質は電気的な性質により導体、

半導体、絶縁体に区分し解説を行う。主な内容は、物質の基本性質（原子の結合や結晶構造など）、導体、半導体、

絶縁体で観察される特徴的な現象（電流の流れ易さの違いなど）、これらの材料の組み合わせによりデバイスを構成

することで生じる様々な現象、などである。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 結晶の結合力 

〇事前学修 教科書のまえがきを読んでおく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ２回 結晶の構造 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ３回 結晶によるＸ線および粒子線の回折 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ４回 物質の分極 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ５回 誘電体 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ６回 磁性体 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ７回 金属内の自由電子 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ８回 電気伝導 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ９回 金属と半導体 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 



112 

 

第 １０回 真性半導体 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １１回 不純物半導体 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １２回 ｐｎ接合 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １３回 トランジスタ 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １４回 その他のデバイス 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 これまでの授業内容を復習しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

 

【テキスト】 

電気・電子材料 電気・電子系教科書シリーズ11（中沢達夫・藤原勝幸・押田京一・服部忍・森山実 、コロナ社）（

予定） 

【参考書・参考資料等】 

物性について記されているもの 

【成績評価の方法等】 

授業中の質疑応答や適宜授業の最後に出す課題等（約30％）と、授業時間中に行うテストの

結果（約70％）を総合的に評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

数学（線形代数、微分・積分）および化学Ⅰを履修していることが望ましい 
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BM19-202090-C 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 出木 秀典 

授業科目 電気機器学 授業形態 

英  訳 Electrical Machinery 単独 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

電気エネルギーと運動エネルギーの相互変換機器として直流機（発電機、電動機）や、誘導機、同期機を取り上げ、

これらの原理や構造などを解説する。講義は電磁気学的な現象を扱うことになるため、電磁気学の復習も行う。 

【授業の到達目標】 

直流機と誘導機、同期機について原理や構造、それぞれの特性を理解する。 

【授業の概要】 

電気機器として代表的な直流機と交流機を取り上げ、その原理、構造、特性、応用について解説する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 エネルギー変換と電気機器 

〇事前学修 電磁気学と電気回路の復習をしておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ２回 直流機の原理・構造 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ３回 直流機の理論 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ４回 直流発電機の種類と特性 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ５回 直流電動機の種類と特性 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ６回 直流電動機の始動法 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ７回 直流機の損失、効率 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ８回 誘導電動機の原理・構造 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ９回 誘導電動機の理論 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １０回 誘導電動機の特性 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １１回 誘導電動機の運転法 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 



114 

 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １２回 同期発電機の種類と構造 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １３回 同期発電機の理論 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １４回 同期電動機の原理と始動法 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 これまでの授業内容を復習しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

 

【テキスト】 

電気機器学基礎論（多田隈進・石川芳博・常広譲、電気学会）（予定） 

【参考書・参考資料等】 

電気機器概論（深尾正、実況出版) 

 そのほか電気機器に関する本 

 

【成績評価の方法等】 

授業中の質疑応答、適宜授業の最後に出す課題等（ほぼ40％）と、授業時間中に行うテスト

の結果（ほぼ60％）を総合的に評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

電気回路、電磁気学、物理、数学（線形代数、微分・積分）を履修していることが望ましい 
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BM19-202100-C 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 出木 秀典 

授業科目 電気材料 授業形態 

英  訳 Electric Materials 単独 

配当年次 3年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

電気機器や電力ケーブル、半導体デバイスなどには様々な電気材料が使われている事を理解する。さらに、それぞれ

の材料の特性や特徴について理解する。 

【授業の到達目標】 

各電気材料の特長を理解する。どのようなところでその材料が使われているかを理解する。 

【授業の概要】 

電気機器や電力ケーブル、半導体デバイスなどにはさまざまな特長を持つ電気材料が利用されている。本講義ではこ

れらの主な指標となる抵抗・容量・誘導の概念を理解した上で、絶縁材料、導電材料、磁性材料など各材料における

基本特性とその応用例を、実際にどのような使われ方をしているのかを含めて解説を行う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 電気電子材料の基礎 

〇事前学修 電子物性工学の復習をしておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ２回 電磁気学復習 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ３回 誘電体の特性 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ４回 分極とコンデンサ 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ５回 絶縁材料の特性 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ６回 絶縁材料の種類・応用 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ７回 導電材料の特性 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ８回 導電材料の種類・応用 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ９回 磁性材料の特性 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １０回 磁性材料の種類・応用 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 
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第 １１回 抵抗材料の特性 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １２回 抵抗材料の種類・応用 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １３回 半導体の特性 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １４回 半導体の種類・応用 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 これまでの授業内容を復習しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

 

【テキスト】 

電気電子材料（大木義路・石原好之・奥村次徳・山野芳昭、電気学会)（予定） 

【参考書・参考資料等】 

電気・電子材料 電気・電子系教科書シリーズ11（中沢達夫・藤原勝幸・押田京一・服部忍・森山実 、コ

ロナ社） 

【成績評価の方法等】 

授業中の質疑応答、適宜授業の最後に出す課題等（およそ40％）と、授業時間中に行うテス

トの結果（およそ60％）を総合的に評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

電磁気学ⅠおよびⅡ、電子物性工学、数学（線形代数、微分・積分）、化学Ⅰを履修していることが望ましい 
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BM19-202110-C 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 歌谷 昌弘 

授業科目 発変電工学 授業形態 

英  訳 Power Generation and Transformation 単独 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【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。 

【授業の到達目標】 

 各種発電方式の原理を学び、理論出力や熱効率等の基礎的な計算ができるようになる。変電設備の役割を学び、高

圧送電の必要性を理論的に説明できるようになる。 

【授業の概要】 

 主要発電方式（水力発電、火力発電、原子力発電）の原理や主要設備、その他の自然エネルギーなどを利用した発

電方式の現状、変電施設の概要を解説するとともに、簡単な計算を交えて理解を深める。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 発変電の基礎・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ２回 水力発電の原理・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 水力発電の原理について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ３回 水力発電で使用される水車・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 水力発電で使用される水車について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ４回 水路式水力発電・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 水路式水力発電について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ５回 ダム式水力発電・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 ダム式水力発電について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ６回 火力発電の原理・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 火力発電の原理について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ７回 火力発電で使用される燃料・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 火力発電で使用される燃料について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ８回 火力発電設備（ボイラー）・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 火力発電で使用されるボイラーについて教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ９回 火力発電設備（蒸気タービン）・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 火力発電で使用されるタービンについて教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １０回 原子力発電の原理・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 原子力発電の原理について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 
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第 １１回 原子力発電で使用される炉心・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 原子力発電で使用される炉心について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １２回 原子力発電の現状・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 原子力発電の現状について新聞等で調べておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １３回 変圧器の仕組み・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 変電設備の要である変圧器について仕組みを調べておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １４回 変電所・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 変電所の役割・名部の設備について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １５回 全体の振り返り 

〇事前学修 講義 14回分のまとめを作成しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業の振り返りで不十分だった部分を確認しておくこと。（1時間） 

 

【テキスト】 

電力技術入門（石井彰三／監修・実教出版） 

【参考書・参考資料等】 

【成績評価の方法等】 

課題提出（80%）・積極的な授業への取り組み（20%） 

評価が「合」 

【履修要件等】 

物理I、物理II、電気回路I、電気回路II、電気磁気学I、電気磁気学IIを履修していることが望ましい。 授業では電

卓を使用する。 
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BM19-202120-C 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 歌谷 昌弘 

授業科目 送配電工学 授業形態 

英  訳 Power Transmission and Distribution 単独 

配当年次 3年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【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所から家庭まで送電され、どの様な問題を抱えているか等、

電気系技術者として必要な知識習得を目指す。 

【授業の到達目標】 

 交流電気回路で学んだことを基にして、送電線を数式でモデル化し解析できるようになる。送電線や配電製を構成

する様々な設備の役割を理解し解説できるようになる。 

【授業の概要】 

 電気回路の基礎および三相交流回路の復習も交えながら、送配電線の電圧降下率、電力損失率、故障計算など送電

・配電に必要な理論について学習する。送電線・配電線を構成する様々な設備の役割を解説する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 送配電について・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ２回 送電のしかた・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 電気方式や送電電圧の決定方法について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ３回 架空送電線路・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 架空送電線路の設備や電気特性について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ４回 地中送電線路・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 地中送電線路について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ５回 送電線の運用（定電圧送電）・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 定電圧送電について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ６回 送電線の等価回路・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 送電線の等価回路について文献調査をしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ７回 電力円線図・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 電力円線図について文献調査をしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ８回 送電線路の事故・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 送電線路の事故について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ９回 対称座標法・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 対称座標法について文献調査をしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １０回 対称座標法による 1線地絡解析・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 1線地絡故障について文献調査をしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 
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第 １１回 2線地絡と 2線短絡故障解析・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 2線地絡故障と 2線短絡故障について文献調査をしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １２回 配電設備の構成・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 配電設備の構成について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １３回 供給設備容量・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 配電線路の供給設備容量について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １４回 配電線路の力率改善・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 配電線路の力率改善について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １５回 全体の振り返り 

〇事前学修 講義 14回分のまとめを作成しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業の振り返りで不十分だった部分を確認しておくこと。（1時間） 

 

【テキスト】 

電力技術入門（石井彰三／監修・実教出版） 

【参考書・参考資料等】 

【成績評価の方法等】 

課題提出（80%）・積極的な授業への取り組み（20%） 

評価が「合」 

【履修要件等】 

物理I、物理II、電気回路I、電気回路II、電気磁気学I、電気磁気学IIを履修していることが望ましい。 授業では電

卓を使用する。 
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BM19-202130-C 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 出木 秀典 

授業科目 パワーエレクトロニクス 授業形態 

英  訳 Power Electronics 単独 

配当年次 3年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

パワーエレクトロニクスを理解する上で必要な半導体スイッチング素子及び電力の変換・制御の基礎知識を習得する

ことを目的とする。 

【授業の到達目標】 

大電力の利用について理解する。 

【授業の概要】 

パワーエレクトロニクスは、電力用半導体をスイッチング素子として電力の変換・制御を行う技術である。サイリス

タが発明されたことに端を発し、今日では、電力事業、一般産業、情報機器、家電製品などにも広く用いられている

。本講義では、半導体スイッチング素子についての基礎理論とその応用について説明する。主な内容は、ダイオード

の特性、整流回路の基礎、環流ダイオード、三相交流の整流、サイリスタを用いた整流回路、点弧角による電流・電

圧制御などである。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 パワーエレクトロニクスとは 

〇事前学修 教科書の１章を読んでおく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ２回 半導体の基礎 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ３回 ダイオードとトランジスタの基礎 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ４回 電力用ダイオードとパワートランジスタ 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ５回 パワーMOSFET 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ６回 サイリスタ 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ７回 整流回路（1）単相整流回路 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ８回 整流回路（2）三相整流回路 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ９回 インバータ（1）原理 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 
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第 １０回 インバータ（2）種類 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １１回 インバータ（3）制御法 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １２回 直流チョッパとサイクロコンバータ 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １３回 パワーエレクトロニクスの応用技術（1）電動機制御分野 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １４回 パワーエレクトロニクスの応用技術（2）電源分野 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 これまでの授業内容を復習しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

 

【テキスト】 

パワーエレクトロニクス（江間敏・高橋勲、コロナ社）（予定） 

【参考書・参考資料等】 

半導体および電力変換について記されているもの。 

【成績評価の方法等】 

授業中の質疑応答、適宜授業の最後に出す課題等（大凡40％）と、授業時間中に行うテスト

の結果（大凡60％）を総合的に評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

電磁気学、電子物性工学、電気機器学、数学（線形代数、微分・積分）を履修していることが望ましい 

 



123 

 

BM19-202140-C 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 出木 秀典 

授業科目 電力応用 授業形態 

英  訳 Electric Power Application 単独 

配当年次 4年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【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。 

【授業の到達目標】 

我々の生活の中で電気は、電気エネルギーを熱エネルギーや光エネルギーなどへ変換することにより、加熱器や照明

などに広く利用されている。また、電池のように物質の持つ化学エネルギーを電気エネルギーとして取り出す技術も

著しい進歩が見られ、生活の中で広く利用されている。電力応用ではこれらのエネルギー変換の基礎知識について説

明し、その応用技術について解説を行う。主な内容は、照明の基礎と設計に関わる計算、電気加熱に関する基礎とそ

の応用、電気化学に関する基礎と応用などであり、新技術についても適宜紹介する。 

【授業の概要】 

電力の様々な応用について理解する 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 電力応用とは 

〇事前学修 教科書の１章を読んでおく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ２回 照明（1）単位 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ３回 照明（2）種類 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ４回 照明（3）計算法 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ５回 電熱（1）種類 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ６回 電熱（2）原理 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ７回 電熱（3）応用 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ８回 電気化学とその応用（1）化学の基礎理論 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 ９回 電気化学とその応用（2）種類 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 
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第 １０回 電気化学とその応用（3）応用 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １１回 その他の電力応用（1）冷凍 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １２回 その他の電力応用（2）電気分解 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １３回 その他の電力応用（3）金属防食 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １４回 新しい技術 

〇事前学修 前回の授業内容を理解しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 これまでの授業内容を復習しておく 

〇事後学修 授業で説明した事項について教科書、ノートを使って復習する 

 

【テキスト】 

改訂 電気応用（１）（深尾保・増田参一郎・雨宮武男・佐土根範次、コロナ社）（予定） 

【参考書・参考資料等】 

照明、電熱、電気化学に関係する書籍 

【成績評価の方法等】 

授業中の質疑応答、適宜授業の最後に出す課題等（ほぼ40％）と、授業時間中に行うテスト

の結果（ほぼ60％）を総合的に評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

電磁気学、電気回路、電子物性工学、電気機器学、数学（線形代数、微分・積分）、化学Ⅰを履修していることが望

ましい 

 



125 

 

BM19-202150-C 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 池坊 繁屋 

授業科目 ネットワーク入門 授業形態 

英  訳 Introduction to Networking 単独 

配当年次 1年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【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（OSI・TCT/IPモデル）を基礎としたネットワークの基礎概念を学ぶ。 

【授業の到達目標】 

 ネットワークの基礎を修得し、さらにその基礎知識による応用力を身につける。 

 ネットワークの仕組みについて知り、説明できるようになる。 

【授業の概要】 

 コンピュータネットワークの基礎知識について、OSI基本参照モデルとTCP/IPモデルを中心に解説していく。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 ネットワーク基礎知識 

〇事前学修 授業内容をよく理解しておくこと、不明点は質問すること。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ２回 ネットワークプロトコル 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ３回 OSI基礎知識 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ４回 TCP/IP基礎知識 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ５回 物理層 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ６回 データリンク層 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ７回 ネットワーク層 ： IPv4アドレス 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ８回 ネットワーク層 ： IPネットワークのサブネット化 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ９回 前半のまとめと中間試験 

〇事前学修 前半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 前半の授業範囲を整理し、専門用語の意味や内容を理解すること（1時間） 

第 １０回 ネットワーク層 ： IPv6アドレス 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １１回 ルーティングプロトコル 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 
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〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １２回 ドメインと DNS 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １３回 アプリケーション層 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １４回 ネットワーク設定・管理、将来展望 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

 

【テキスト】 

当日資料配布。 

【参考書・参考資料等】 

・基本情報技術者 合格教本（角谷、技術評論社） 

・ネットワークスペシャリスト 合格教本（岡嶋、技術評論社） 

【成績評価の方法等】 

課題(30%)、小テスト(50%)、平常点(20%)で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

1年前期「情報工学概論」を受講していることが望ましい。 
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BM19-202160-C 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 中村 学 

授業科目 計算機基礎 授業形態 

英  訳 Introduction to Computer 単独 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 オブジェクト指向プログラミングについて学ぶ。 

【授業の到達目標】 

 オブジェクト指向プログラミングの基礎を学び、オブジェクト指向プログラミング言語でプログラムを作成できる

ようになる。 

【授業の概要】 

 オブジェクト指向プログラミング言語でプログラムを作成、コンパイル、実行する方法を学ぶ。問題を分析、プロ

グラムを設計、構築する方法を学ぶ。実習も行う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 導入 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ２回 メソッド①宣言、利用 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ３回 メソッド②引数、返り値 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ４回 メソッド③応用 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ５回 メソッドのオーバーロード 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ６回 クラス①宣言 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ７回 クラス②メソッド 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ８回 クラス③フィールド 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ９回 クラス④インスタンス 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １０回 スタティックフィールド 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 
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第 １１回 スタティックメソッド 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １２回 パッケージ 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １３回 クラスの拡張 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １４回 メソッドのオーバーライド 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 総復習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 総復習し、期末試験に備える。（1時間） 

期末試験 

【テキスト】 

新・明解Java入門（柴田望洋、SBクリエイティブ） 

【参考書・参考資料等】 

開講前に指定する。 

【成績評価の方法等】 

期末試験(60%)、レポート(20%)、授業への取り組み(20%)で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

プログラミング演習、プログラミングⅠを履修していること。 
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BM19-202170-B 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 池坊 繁屋 

授業科目 計算機アーキテクチャ 授業形態 

英  訳 Computer Architecture 単独 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【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、

スケーラビリティなどの知識も学ぶ。 

【授業の到達目標】 

 計算機アーキテクチャの基礎を修得し、さらにその基礎知識による応用力を身につける。 

【授業の概要】 

 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。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 計算機モデル 

〇事前学修 授業内容をよく理解しておくこと、不明点は質問すること。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ２回 コンピュータの基本構造 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ３回 ノイマン型計算機アーキテクチャ 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ４回 命令セットの設計 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ５回 CPU構成 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ６回 アドレス指定方式 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ７回 入出力制御 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ８回 まとめ 1（第 1回～第 7回についての分析と考察） 

〇事前学修 前半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 前半の授業範囲を整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ９回 メモリシステム ： 実記憶管理 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １０回 メモリシステム ： 仮想記憶システム 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 
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第 １１回 並列処理システム ： 概要 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １２回 並列処理システム ： マルチプロセッサ 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １３回 並列処理システム ： メモリ 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １４回 将来展望など 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １５回 まとめ 2 

〇事前学修 後半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

 

【テキスト】 

当日資料配布。 

【参考書・参考資料等】 

・基本情報技術者 合格教本（角谷、技術評論社） 

・応用情報技術者 合格教本（大滝・岡嶋、技術評論社） 

【成績評価の方法等】 

課題(50%)、小テスト(30%)、平常点(20%)で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

1年前期「情報工学概論」、1年後期「ネットワーク入門」、2年後期「計算機基礎」を受講していることが望ましい。 
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BM19-202180-D 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 中村 学 

授業科目 計算機応用 授業形態 

英  訳 Applications of Computer 単独 

配当年次 3年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 データ構造とアルゴリズムの基礎（配列、リスト、スタック）について学ぶ。データベースとそれを利用したアプ

リケーションのアーキテクチャ、作成など、計算機の応用技術について学ぶ。 

【授業の到達目標】 

 データ構造とアルゴリズムの基礎を学び、効果的なプログラムを作成できるようになる。データベース，SQLの基礎

を学び、それらを利用したアプリを作成できるようになる。 

【授業の概要】 

 データ構造とアルゴリズムの基礎について学ぶ。計算機の応用技術であるデータベース、それを利用するためのSQL

、それを利用したアプリのアーキテクチャ、作成方法を理解する。実習も行う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 導入 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ２回 配列 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ３回 リスト 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ４回 スタック 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ５回 データベース①データベースの操作 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ６回 データベース②表の操作 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ７回 データベース③セキュリティ 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ８回 SQL①insert 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ９回 SQL②delete 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １０回 SQL③select 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 
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第 １１回 データベースを利用したアプリケーション①HTML 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １２回 データベースを利用したアプリケーション②Jave Script 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １３回 データベースを利用したアプリケーションの作成①Servlet 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １４回 データベースを利用したアプリケーションの作成②JSP 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １５回 データベースを利用したアプリケーションの作成③セキュリティ 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

 

【テキスト】 

新・明解Java入門（柴田望洋、SBクリエイティブ） 

【参考書・参考資料等】 

開講前に指定する。 

【成績評価の方法等】 

レポート(80%)、授業への取り組み(20%)で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

プログラミング演習、プログラミングⅠ、Ⅱ、計算機基礎、ソフトウェア工学を履修していること。 
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BM19-202190-B 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 中村 学 

授業科目 プログラミングⅠ 授業形態 

英  訳 Programming Ⅰ 単独 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 プログラミング言語に関して、関数、配列、ポインタ、構造体について学ぶ。 

【授業の到達目標】 

 プログラミングの基礎を学び、関数、配列、ポインタ、構造体を使用したプログラムを作成できるようになる。 

【授業の概要】 

 プログラミング言語の機能（関数、配列、ポインタ、構造体）について学ぶ。問題を分析、プログラムを設計、構

築する方法を学ぶ。実習も行う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 導入 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ２回 関数① 関数の宣言 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ３回 関数② 関数の使用 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ４回 関数③ 関数の応用 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ５回 配列① 配列の宣言 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ６回 配列② 配列への代入 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ７回 配列③ 配列の使用 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ８回 ポインタ① ポインタの宣言 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ９回 ポインタ② アドレス演算 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １０回 ポインタ③ ポインタポインタ 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 
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第 １１回 ポインタ④ ポインタの応用 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １２回 構造体① 構造体の宣言 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １３回 構造体② 構造体の使用 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １４回 構造体③ 構造体の応用 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 総復習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 総復習し、期末試験に備える。（1時間） 

期末試験 

【テキスト】 

新・明解C言語入門編（柴田望洋、SBクリエイティブ） 

【参考書・参考資料等】 

開講前に指定する。 

【成績評価の方法等】 

期末試験(60%)、レポート(20%)、授業への取り組み(20%)で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

プログラミング演習を履修していること。 
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BM19-202200-C 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 中村 学 

授業科目 プログラミングⅡ 授業形態 

英  訳 Programming Ⅱ 単独 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 GUI（Graphical User Interface）プログラミングについて学ぶ。 

【授業の到達目標】 

 プログラミングの基礎を学び、GUIを持つプログラムを作成できるようになる。 

【授業の概要】 

 GUIを持つプログラムを作成、コンパイル、実行する方法を学ぶ。問題を分析、プログラムを設計、構築する方法を

学ぶ。実習も行う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 導入 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ２回 フレーム 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ３回 イベント処理① イベント処理の作成 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ４回 イベント処理② イベント処理の登録 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ５回 ボタン 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ６回 ラベル 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ７回 メニュー 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ８回 ポップアップメニュー 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ９回 テキストフィールド 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １０回 テキストエリア 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 
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第 １１回 ダイアログ 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １２回 コンボボックス 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １３回 リスト 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １４回 応用 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲の演習問題を解く（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 総復習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 総復習し、期末試験に備える。（1時間） 

期末試験 

【テキスト】 

Java Swing教科書（赤間世紀、工学社） 

【参考書・参考資料等】 

開講前に指定する。 

【成績評価の方法等】 

期末試験(60%)、レポート(20%)、授業への取り組み(20%)で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

プログラミング演習、プログラミングⅠを履修していること。 
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BM19-202210-D 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 中村 学 

授業科目 ソフトウェア工学 授業形態 

英  訳 Software Engineering 単独 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 アプリ作成の基礎について学ぶ。 

【授業の到達目標】 

 アプリ作成について学び、自分でアプリを作成できるようになる。 

【授業の概要】 

 アプリ作成の基礎について学ぶ。実習も行う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 導入 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ２回 エディタの作成①メニュー 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ３回 エディタの作成②アイコン 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ４回 エディタの作成③ショートカット 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ５回 電卓の作成①計算 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ６回 電卓の作成②便利な機能 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ７回 レポート 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ８回 時計の作成①デジタル時計 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 ９回 時計の作成②アナログ時計 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １０回 時計の作成③レポート 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １１回 アプリの自作①分析 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 
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〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １２回 アプリの自作②設計 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １３回 実装 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １４回 アプリの自作④デバッグ 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

第 １５回 アプリの自作⑤レポート 

〇事前学修 授業範囲を予習し、不明点をチェックしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を復習する（プログラムを作成する）。（1時間） 

期末試験 

【テキスト】 

新・明解Java入門（柴田望洋、SBクリエイティブ）、Java Swing教科書（赤間世紀、工学社） 

【参考書・参考資料等】 

開講前に指定する。 

【成績評価の方法等】 

レポート(80%)、授業への取り組み(20%)で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

プログラミング演習、プログラミングⅠ、Ⅱ、計算機基礎を履修していること。 
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BM19-202220-C 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 池坊 繁屋 

授業科目 ネットワークセキュリティ 授業形態 

英  訳 Network Security 単独 

配当年次 4年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 情報の収集や活用を安全に行うため、情報セキュリティが必要であることを理解するとともに、情報セキュリティ

に対する脅威と脆弱性にはどのようなものがあるのかを理解する。 

【授業の到達目標】 

 ネットワークセキュリティの基礎を修得し、さらにその基礎知識による応用力を身につける。 

 ネットワークセキュリティ対策について知り、説明できるようになる。 

【授業の概要】 

 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。また、セキュリティ管理・対策に関する基本的な考え

方を理解し、セキュリティを維持するために必要な認証、アクセス制御、暗号などの技術の役割を理解する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 セキュリティの基本概念 

〇事前学修 授業内容をよく理解しておくこと、不明点は質問すること。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ２回 TCP/IPの仕組み 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ３回 情報資産 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ４回 脅威と脆弱性 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ５回 リスクマネジメント 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ６回 セキュリティマネジメント 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ７回 個人情報保護 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ８回 課題プレゼンテーション（発表） 

〇事前学修 発表の準備をしておく。（1時間） 

〇事後学修 発表内容を整理し、その意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 ９回 人的セキュリティ対策の種類 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １０回 技術的セキュリティ対策の種類 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 
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第 １１回 物理的セキュリティ対策の種類 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １２回 暗号技術 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １３回 セキュリティの実装技術 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １４回 国際標準・法律 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1時間） 

〇事後学修 授業範囲を整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1時間） 

 

【テキスト】 

当日資料配布。 

【参考書・参考資料等】 

・基本情報技術者 合格教本（角谷、技術評論社） 

・情報処理安全確保支援士 合格教本（岡嶋、技術評論社） 

【成績評価の方法等】 

課題(50%)、小テスト(30%)、平常点(20%)で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

1年前期「情報工学概論」、1年後期「ネットワーク入門」を受講していることが望ましい。 

セキュリティを意識しながらネットワークを使用しましょう。 
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BM19-202230-B 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 歌谷 昌弘 

授業科目 センシング技術 授業形態 

英  訳 Sensing Technology 単独 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 電流・電圧及び磁場等の測定法について理解する。またアナログデータをデジタル変換するADコンバーターの仕組

みや、利用方法について理解する。 

【授業の到達目標】 

 誤差を含む数値の解析処理ができるようになる。電圧計の倍率器、電流計の分流器が設計できるようになる。計測

器の原理を理解し解説できるようになる。 

【授業の概要】 

 抵抗・容量・誘導の概念を記憶させ、その応用法である計測について講義する。様々な計測原理を解説する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 計測の基礎・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ２回 誤差と有効数字・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 誤差と有効数字について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ３回 電気の単位と標準器の仕組み・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 電気の単位と標準機の仕組みについて教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ４回 直動式指示電気計器・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 直動式指示電気計器について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ５回 可動コイル型直流計器・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 可動コイル型直流計器について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ６回 分流器・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 分流器について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ７回 倍率器・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 倍率器について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ８回 可動鉄片形計器・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 可動鉄片形計器について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 ９回 電流力計形電力計・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 電流力計形電力計について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １０回 高電圧と大電流の計測・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 高電圧と大電流の計測方法について教科書を熟読しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １１回 デジタル計器のしくみ・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 デジタル計器のしくみについて教科書を熟読しておくこと。（1時間） 
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〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １２回 計測とオペアンプ（反転僧服回路）・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 反転僧服回路について文献調査をしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １３回 計測とオペアンプ（正転僧服回路）・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 正転僧服回路について文献調査をしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １４回 計測とオペアンプ（加減算回路）・課題（次回講義で解答・解説） 

〇事前学修 加減算回路について文献調査をしておくこと。（1時間） 

〇事後学修 課題を次回講義までに提出（1時間） 

第 １５回 全体の振り返り 

〇事前学修 講義 14回分のまとめを作成しておくこと。（1時間） 

〇事後学修 授業の振り返りで不十分だった部分を確認しておくこと。（1時間） 

期末試験 

【テキスト】 

絵ときでわかる電気電子計測（熊谷文宏／著・オーム社） 

【参考書・参考資料等】 

【成績評価の方法等】 

期末試験（60%）・課題提出（20%）・積極的な授業への取り組み（20%） 

評価が「合」 

【履修要件等】 

 電気磁気学I、電気磁気学II、電気回路I、電気回路IIを履修していることが望ましい。 授業では電卓を使用する。 
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BM19-202240-D 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 渡邊 真彦 

授業科目 ロボット制御工学 授業形態 

英  訳 Control Engineering and Robotics 単独 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 制御工学の基礎を学習し，ロボットに限らず，他の工学への応用も学習する。 

【授業の到達目標】 

 制御工学の基礎的な考え方を理解し，ロボット制御に応用できるようになる。 

【授業の概要】 

 ロボットが自動的に動くためには制御工学の知識が不可欠となる。制御工学は工学の他の多くの分野にも応用され

ている基礎的な工学である。制御工学の基礎的な考え方を習得することに力点を置く。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 制御とは ～微分方程式とのつながり～ 

〇事前学修 微積分の初歩的な計算について復習しておくこと（3時間） 

〇事後学修 微分方程式のたて方について復習をすること（1時間） 

第 ２回 システムの数学モデル 

〇事前学修 マルサスの人口モデルについて調べること（1時間） 

〇事後学修 講義中に出てきた微分方程式について自分で再度解いて理解すること（1時間） 

第 ３回 伝達関数の役割 

〇事前学修 デルタ関数とラプラス変換について調べること（1時間） 

〇事後学修 講義で示した例題について再度解いて理解すること（１時間） 

第 ４回 動的システムの応答 

〇事前学修 フィードバックについて調べておくこと（１時間） 

〇事後学修 制御方式について整理してまとめること（１時間） 

第 ５回 システムの応答特性 

〇事前学修 一次遅れ要素の例について調べておくこと（１時間） 

〇事後学修 講義で示した例題について再度解いて理解すること（１時間） 

第 ６回 2 次遅れ系の応答 

〇事前学修 二次遅れ要素の例について調べておくこと（１時間） 

〇事後学修 講義で示した例題について再度解いて理解すること（１時間） 

第 ７回 制御系の構成とその安定性 

〇事前学修 制御系およびその要素について具体例を調べまとめておくこと（１時間） 

〇事後学修 講義で示した安定性評価法について復習すること（１時間） 

第 ８回 まとめ 1 

〇事前学修 前回までの内容について復習すること（1時間） 

〇事後学修 今回の講義で学んだ内容について復習すること（１時間） 

第 ９回 PID 制御 

〇事前学修 PID制御が活用されている事例について調べておくこと（１時間） 

〇事後学修 PID制御の利点と欠点について整理してまとめること（１時間） 

第 １０回 フィードバック制御系の定常特性 

〇事前学修 開ループ制御と閉ループ制御について調べておくこと（１時間） 

〇事後学修 正、負それぞれのフィードバックの特徴と応用についてまとめること（１時間） 
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第 １１回 周波数特性の解析 

〇事前学修 共振について調べておくこと（１時間） 

〇事後学修 周波数、利得、位相について理解すること（１時間） 

第 １２回 ボード線図の特性と周波数伝達関数 

〇事前学修 フィルタ回路について調べておくこと（１時間） 

〇事後学修 今回の講義で学んだ内容について復習すること（１時間） 

第 １３回 ロボット工学への応用 

〇事前学修 ロボットとは何か調べておくこと（１時間） 

〇事後学修 センサ、アクチュエータについてまとめること（１時間） 

第 １４回 その他の工学への応用 

〇事前学修 電気工学と機械工学における類似性について調べておくこと（１時間） 

〇事後学修 制御工学が応用されている事例についてまとめること（２時間） 

第 １５回 まとめ 2 

〇事前学修 これまでの内容を復習しておくこと（2時間） 

〇事後学修 学修ノートおよび配布資料等を整理し復習すること（2時間） 

期末試験 

【テキスト】 

適宜プリントを配布する。 

【参考書・参考資料等】 

各回における参考書は授業において提示する。 

【成績評価の方法等】 

期末試験(100%)による。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-202250-D 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 渡邊 真彦 

授業科目 組み込み技術 授業形態 

英  訳 Embedded System Engineering 単独 

配当年次 3年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 組込み技術におけるプロセッサおよびソフトウェアについて学習する。 

【授業の到達目標】 

 組込み技術の基礎的な考え方を理解し，説明できる。 

【授業の概要】 

 様々な機器やシステムに導入されている組込システムをハードウェアとソフトウェアの両面から解説し，基礎的な

考え方を習得することに力点を置く。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 組込みシステム概論 

〇事前学修 組込みシステムとは何かについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 ２回 組込みプロセッサ 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 ３回 CPUコア・アーキテクチャ 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 ４回 メモリと周辺回路 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 ５回 関連技術 

〇事前学修 エンベデッドシステムのハードウェアについてしらべておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 ６回 組込みソフトウェア 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 ７回 組込みオペレーティングシステム 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 ８回 まとめ 1 

〇事前学修 第 7回までの内容について復習すること（2時間） 

〇事後学修 今回の内容まで含め整理し理解すること（2時間） 

第 ９回 組込みソフトウェアの開発技法 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 １０回 組込みソフトウェア向けの設計手法 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 
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第 １１回 携帯電話と情報家電 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 １２回 カーエレクトロニクス 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 １３回 センサネットワーク 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 １４回 ロボット工学 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 １５回 まとめ 2 

〇事前学修 第 8回から前回までの内容について復習すること（2時間） 

〇事後学修 すべての内容を復習し理解すること（2時間） 

期末試験 

【テキスト】 

適宜プリントを配布する。 

【参考書・参考資料等】 

各回における参考書は授業において提示する。 

【成績評価の方法等】 

期末試験(100%)による。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-202260-C 

区  分 専門応用科目－電気情報系科目 担当教員 神垣 太持 

授業科目 情報処理演習 授業形態 

英  訳 Information Processing Workshop 単独 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 中学校技術・家庭科の「情報に関する技術」における指導の実際を認識し、「情報通信と情報モラル」の指導方法

を習得する。また、「プログラムによる計測・制御」の指導に必要なマイコンを用いたシステムの制御に関する基本

的スキルを身につける。 

【授業の到達目標】 

 中学校技術・家庭科の該当分野における指導方法習得のための基本的スキルを身につける。 

【授業の概要】 

 中学校技術・家庭科における「情報に関する技術」の指導に関して、「情報通信と情報モラル」の指導方法につい

て学ぶためにパソコンを使用した演習を行う。また、「プログラムによる計測・制御」に関する指導方法を学ぶため

にマイコンを使用したセンサによる計測、LEDやモータの制御に関する演習を行う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 ガイダンス、コンピュータの構成と基本的な情報処理の仕組み 

〇事前学修 シラバスの内容をよく読み、理解しておくこと。 

〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。 

第 ２回 情報通信ネットワークにおける基本的な情報利用の仕組み 

〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。 

〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。 

第 ３回 プログラムによる計測・制御（1）コンピュータを利用した計測・制御の基本的な仕組み 

〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。 

〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。 

第 ４回 プログラムによる計測・制御（2）マイコン実習モジュールの設計 

〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。 

〇事後学修 設計した図面の間違いがないか確認しておくこと。 

第 ５回 プログラムによる計測・制御（3）マイコン実習モジュールの製作 

〇事前学修 図面を見て、製作の順序を考えておくこと。 

〇事後学修 基板が正しく製作できているか確認しておくこと。 

第 ６回 プログラムによる計測・制御（4）情報処理の手順と、簡単なプログラムの作成 

〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。 

〇事後学修 制作したプログラムの流れが漏れなく理解できているか確認しておくこと。 

第 ７回 プログラムによる計測・制御（5）LED制御、スイッチによる入力 

〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。 

〇事後学修 制作したプログラムの流れが漏れなく理解できているか確認しておくこと。 

第 ８回 プログラムによる計測・制御（6）アナログとディジタル、AD変換 

〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。 

〇事後学修 制作したプログラムの流れが漏れなく理解できているか確認しておくこと。 

第 ９回 プログラムによる計測・制御（7）LCDによる状態の表示 

〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。 

〇事後学修 制作したプログラムの流れが漏れなく理解できているか確認しておくこと。 

第 １０回 プログラムによる計測・制御（8）モータの制御 

〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。 



148 

 

〇事後学修 制作したプログラムの流れが漏れなく理解できているか確認しておくこと。 

第 １１回 プログラムによる計測・制御（9）センサ入力による制御 

〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。 

〇事後学修 制作したプログラムの流れが漏れなく理解できているか確認しておくこと。 

第 １２回 プログラムによる計測・制御（10）教材への展開（ディスカッション） 

〇事前学修 教材への展開について自分なりの展開例を考え、まとめておくこと。 

〇事後学修 他の受講生の意見をも含めて、ディスカッションした内容をまとめておくこと。 

第 １３回 著作権や発信した情報に対する責任と情報モラル 

〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。 

〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。 

第 １４回 情報に関する技術の適切な評価・活用 

〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。 

〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 本講義全体を通しての不明点、質問したい事項等をまとめておくこと。 

〇事後学修 本講義全体を通して学修したことを振り返ってまとめておくこと。 

 

【テキスト】 

担当者が作成した小冊子を配布する。 

【参考書・参考資料等】 

中学校学習指導要領解説（技術・家庭編）。また、担当者が作成し共有のサーバにアップロードしてあるも

のを各自ダウンロードして使用する 

【成績評価の方法等】 

レポート(60%)、授業への取り組み(40%)により評価する 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-203010-A 

区  分 専門応用科目－ バイオ生産系科目 担当教員 新川 英典 

授業科目 生物利用技術 授業形態 

英  訳 Technology of biological application 単独 

配当年次 1年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

最初に、細胞や呼吸・光合成・生物群集・生態系・遺伝子と遺伝の法則および生物の諸機能など、生物学の基礎を修

得する。また、動物の反応と調節、植物の反応と調節等の学修をもとにして、生物による物質生産、生物による環境

浄化、動植物のバイオテクノロジーなど、生物を利用した技術について学修することを目的とする。 

【授業の到達目標】 

 高等学校学習指導要領解説工業編の工業化学において、生活と化学工業製品の分野の内容にバイオテクノロジーの

化学があり、この中では発酵、培養などを取り上げ、バイオテクノロジーとその利用、酵素や微生物を利用した化学

工業の概要などについて理解させるとなっている。そこで、生物工学の基本的事項を学ぶ上で必要な、細胞や呼吸・

光合成・生物群集・生態系・遺伝子と遺伝の法則等の生物学の基礎および生物の諸機能を学修し、生物工学習得のた

めの基礎知識を習得する。また、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

などについて理解し、さまざまな生物利用についても分かりやすく原理を紹介できるような力を身に付ける。 

【授業の概要】 

 生物工学を学ぶ上で必要な生物の基本とその応用を学修する。具体的には細胞の構造と機能、増殖、酵素、代謝、

遺伝、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、生物および生命とは何かを科学

的に講義し、工学としての生物利用についても概論を講義する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 細胞の構造と働き 

〇事前学修 授業内容に関する事柄を教科書で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容を理解しておく。（1時間程度） 

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 

〇事前学修 授業内容に関する事柄を教科書で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容を理解しておく。（1時間程度） 

第 ３回 代謝とエネルギー、呼吸、酵素反応、工業利用の実例 

〇事前学修 授業内容に関する事柄を教科書で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容を理解しておく。（1時間程度） 

第 ４回 生物によるエネルギー生産、光合成とエネルギー 

〇事前学修 授業内容に関する事柄を教科書で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容を理解しておく。（1時間程度） 

第 ５回 生物群集の分布と遷移、個体群、生物群落、生物資源の探索 

〇事前学修 授業内容に関する事柄を教科書で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容を理解しておく。（1時間程度） 

第 ６回 生態系による環境評価と物質循環の評価と生物の環境浄化への応用 

〇事前学修 授業内容に関する事柄を教科書で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容を理解しておく。（1時間程度） 

第 ７回 農業生産、物質生産への生物応用 

〇事前学修 授業内容に関する事柄を教科書で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容を理解しておく。（1時間程度） 

第 ８回 遺伝と変異、遺伝の法則、遺伝子とは、遺伝子工学 

〇事前学修 授業内容に関する事柄を教科書で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容を理解しておく。（1時間程度） 
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第 ９回 遺伝子組換え実験の原理と生命倫理 

〇事前学修 授業内容に関する事柄を教科書で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容を理解しておく。（1時間程度） 

第 １０回 動物の反応と調節、神経系、動物の行動、生命工学 

〇事前学修 授業内容に関する事柄を教科書で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容を理解しておく。（1時間程度） 

第 １１回 生殖、発生、受精、生物工学による医療への可能性 

〇事前学修 授業内容に関する事柄を教科書で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容を理解しておく。（1時間程度） 

第 １２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） 

〇事前学修 授業内容に関する事柄を教科書で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容を理解しておく。（1時間程度） 

第 １３回 植物の反応と調節、成長の調節、花芽形成の調節（植物バイオテクノロジ－） 

〇事前学修 授業内容に関する事柄を教科書で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容を理解しておく。（1時間程度） 

第 １４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） 

〇事前学修 授業内容に関する事柄を教科書で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容を理解しておく。（1時間程度） 

第 １５回 まとめ（生物利用による工業技術） 

〇事前学修 これまでの授業内容を整理してまとめておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容を理解しておく。（1時間程度） 

 

【テキスト】 

バイオテクノロジー −基礎原理から工業生産の実際まで− 第2版（久保・新川・竹口・蓮実 共著、大学教育出版社） 

【参考書・参考資料等】 

高等学校学習指導要領解説 工業編（平成２２年１月）、文部科学省 

生物工学実験書、日本生物工学会 

新版工業化学実習１、小林基義ほか９名、実教出版 

【成績評価の方法等】 

達成度試験（80％）、積極的な授業への取り組み（20％）により評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

バイオテクノロジーに関する技術を学ぶ意志があること。 

化学Ⅰの履修が望ましい。 
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BM19-203020-B 

区  分 専門応用科目－バイオ生産系科目 担当教員 新川 英典 

授業科目 微生物利用技術 授業形態 

英  訳 Technology of microbiological application 単独 

配当年次 1年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 基礎編として生物の利用技術を学修した上で、さらに深く微生物の機能と特性について習得することで、生物学の

基礎をさらに深める。また、微生物の特性を利用した有用物質生産技術などの基礎と応用について理解し、工業化学

の一分野として、さまざまな微生物利用について実例と原理を理解する。 

【授業の到達目標】 

 高等学校学習指導要領解説工業編の工業化学において、生活と化学工業製品の分野の内容にバイオテクノロジーの

化学があり、この中では発酵、培養などを取り上げ、バイオテクノロジーとその利用、酵素や微生物を利用した化学

工業の概要などについて理解させるとなっている。本講義は、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について習得する。また、微生物の特性を利用した

有用物質生産技術などの基礎と応用について理解し、工業化学の一分野として、さまざまな微生物利用について実例

と原理を分かりやすく紹介できるような力を身に付ける。 

【授業の概要】 

 工学としての微生物利用を学ぶため、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修

する。また、生体エネルギー、呼吸と発酵、光合成微生物、酵素化学、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。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 生物の中の微生物と役割 

〇事前学修 タイトルに関することを教科書等で学修しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容をまとめておく。（1時間程度） 

第 ２回 原核生物と真核生物、その応用例 

〇事前学修 タイトルに関することを教科書等で学修しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容をまとめておく。（1時間程度） 

第 ３回 工業利用としての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 

〇事前学修 タイトルに関することを教科書等で学修しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容をまとめておく。（1時間程度） 

第 ４回 光合成微生物のエネルギー獲得と調節 

〇事前学修 タイトルに関することを教科書等で学修しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容をまとめておく。（1時間程度） 

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 

〇事前学修 タイトルに関することを教科書等で学修しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容をまとめておく。（1時間程度） 

第 ６回 代謝調節と生物化学工学 

〇事前学修 タイトルに関することを教科書等で学修しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容をまとめておく。（1時間程度） 

第 ７回 細胞の構造とオルガネラの機能と役割 

〇事前学修 タイトルに関することを教科書等で学修しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容をまとめておく。（1時間程度） 

第 ８回 遺伝子科学の概論、核酸（DNA，RNA）、遺伝子工学 

〇事前学修 タイトルに関することを教科書等で学修しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容をまとめておく。（1時間程度） 
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第 ９回 タンパク質生合成機構，オペロン調節、その工業的応用 

〇事前学修 タイトルに関することを教科書等で学修しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容をまとめておく。（1時間程度） 

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、生体工学 

〇事前学修 タイトルに関することを教科書等で学修しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容をまとめておく。（1時間程度） 

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 

〇事前学修 タイトルに関することを教科書等で学修しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容をまとめておく。（1時間程度） 

第 １２回 微生物利用による有用物質生産 

〇事前学修 タイトルに関することを教科書等で学修しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容をまとめておく。（1時間程度） 

第 １３回 生物化学工学、代謝工学 

〇事前学修 タイトルに関することを教科書等で学修しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容をまとめておく。（1時間程度） 

第 １４回 遺伝子組換え微生物と物質生産 

〇事前学修 タイトルに関することを教科書等で学修しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容をまとめておく。（1時間程度） 

第 １５回 まとめ（微生物利用による産業技術） 

〇事前学修 これまでの授業内容を整理しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理して授業内容をまとめておく。（1時間程度） 

 

【テキスト】 

バイオテクノロジー −基礎原理から工業生産の実際まで− 第2版（久保・新川・竹口・蓮実 共著、大学教育出版社） 

【参考書・参考資料等】 

高等学校学習指導要領解説 工業編（平成２２年１月）、文部科学省 

生物工学実験書、日本生物工学会 

新版工業化学実習１、小林基義ほか９名、実教出版 

【成績評価の方法等】 

達成度試験（80％）、積極的な授業への取り組み（20％）により評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

バイオテクノロジーに関する技術を学ぶ意志があること。生物利用技術の履修を求める。 
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BM19-203030-C 

区  分 専門応用科目－バイオ生産系科目 担当教員 竹野 健次、佐々木 慧 

授業科目 課題探求（化学） 授業形態 

英  訳 Practice in Experimental Project (Chemistry) 複数 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 種々の環境分析を題材にした分析化学実験を行い、分析化学の基礎を修得する。また、化学の反応理論とパーソナ

ルコンピュータを用いたデータの解析手法を学び、理科の実験において必要な知識と器具の使い方、安全に実験する

ための技能の習得を目的とする。 

【授業の到達目標】 

 水質を題材にした分析化学実験を行い、分析化学の基礎を修得する。また、化学の反応理論と環境教育、データの

解析手法を身に付け、教育現場で役立つ基礎知見と実習指導力を養う。 

【授業の概要】 

 各種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学修を行う。本科目の受講により化学の反応理論

の学修もあわせて行い、主に理科の教員に必要な実験実習指導に対応できる応用的・発展的な実験内容についても学

習する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーション（受講および実験の心得） 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 基礎講習（器具の使い方） 

〇事前学修 化学実験の器具について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ３回 水質サンプリングと水生昆虫の調査 

〇事前学修 水質と水生昆虫について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ４回 キレート滴定：水の硬度分析 

〇事前学修 水の硬度について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ５回 COD、過マンガンカリウム消費量の測定 

〇事前学修 水の汚れと評価について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ６回 比色分析（1）リン際イオンの測定 

〇事前学修 リンと水質について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ７回 比色分析（2）溶解性鉄の比色定量 

〇事前学修 鉄と水質について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ８回 比色分析の測定原理、データ解析 

〇事前学修 吸光光度計について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ９回 比色分析（3）硝酸性窒素の比色定量 

〇事前学修 硝酸性窒素と水質について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １０回 パックテストによる水質調査 

〇事前学修 水質とパックテストについて調べておくこと。 



154 

 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １１回 滴定分析：塩素イオン（モール法） 

〇事前学修 塩素イオンと水質について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １２回 ｐHと測定原理 

〇事前学修 ｐＨと水質について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １３回 濃度計算の実践 

〇事前学修 水質分析と濃度について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １４回 パーソナルコンピュータを用いたデータ解析 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、まとめを作成しておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １５回 まとめ及び到達確認 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、まとめを作成しておくこと。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

非化学系技術者のための化学実験（佐々木 健、鈴木 洸次郎 共著、学術図書） 

【参考書・参考資料等】 

生活の基礎化学（飯田真、加藤陽一、他４名、東京教学社） 

【成績評価の方法等】 

積極的な授業への取り組み（50％）、レポート(50%)で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

化学実験、化学Ⅰ、化学Ⅱ、環境科学の履修が望ましい。 
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BM19-203040-C 

区  分 専門応用科目－ バイオ生産系科目 担当教員 新川 英典、河嶋 孝彦 

授業科目 課題探求（生物） 授業形態 

英  訳 Practice in Experimental Project (Biology) 複数 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 生物試料を扱う実習や、先端分野である遺伝子工学や分子生物学を実験・実習を通して修得することを目標とする

。また、バイオインフォマティックスの実際を実習により学び、理科教育上必要な生物系データベースによる情報収

集の基礎知識の修得などコンピュータの利活用もできるようにすることを目標とする。 

【授業の到達目標】 

 生物実験および遺伝子工学実験の基本操作ができるようになる。プレゼンテーション資料作成やプレゼンテーショ

ンなどができるようになる。 

【授業の概要】 

 生物試料の取扱いや観察、遺伝子工学の基本的な実験、インターネットで利用可能な種々のデータベース利用、コ

ンピュータを利用したデータ処理やプレゼンテーション資料の作成および実施など、コンピュータ利活用やプレゼン

テーション能力育成も行う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 生物試料の取扱いと微生物の培養 

〇事前学修 実験内容について配付資料を読んで理解しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、実験内容をよく理解しておくこと。（1時間程度） 

第 ２回 微生物の増殖曲線作成 

〇事前学修 実験内容について配付資料を読んで理解しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、実験内容をよく理解しておくこと。（1時間程度） 

第 ３回 細胞の顕微鏡観察 

〇事前学修 実験内容について配付資料を読んで理解しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、実験内容をよく理解しておくこと。（1時間程度） 

第 ４回 遺伝子組換え技術の現状，変遷，最新技術 

〇事前学修 実験内容について配付資料を読んで理解しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、実験内容をよく理解しておくこと。（1時間程度） 

第 ５回 遺伝子組換え実験（1）ベクターと挿入 DNAの連結による組換え体作成 

〇事前学修 実験内容について配付資料を読んで理解しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、実験内容をよく理解しておくこと。（1時間程度） 

第 ６回 遺伝子組換え実験（2）宿主への形質転換 

〇事前学修 実験内容について配付資料を読んで理解しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、実験内容をよく理解しておくこと。（1時間程度） 

第 ７回 遺伝子組換え実験（3）組換え体 DNAの分析 

〇事前学修 実験内容について配付資料を読んで理解しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、実験内容をよく理解しておくこと。（1時間程度） 

第 ８回 DNAシークエンサーによる塩基配列解析（1）反応とデータの取得 

〇事前学修 実験内容について配付資料を読んで理解しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、実験内容をよく理解しておくこと。（1時間程度） 

第 ９回 DNAシークエンサーによる塩基配列解析（2）データの解析 

〇事前学修 実験内容について配付資料を読んで理解しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、実験内容をよく理解しておくこと。（1時間程度） 

第 １０回 データベース利用による遺伝子情報解析 

〇事前学修 実験内容について配付資料を読んで理解しておくこと。（1時間程度） 
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〇事後学修 ノートを整理し、実験内容をよく理解しておくこと。（1時間程度） 

第 １１回 酵素化学実験 

〇事前学修 実験内容について配付資料を読んで理解しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、実験内容をよく理解しておくこと。（1時間程度） 

第 １２回 Excelによるデータ処理と PowerPointを用いた生物系プレゼンテーション 

〇事前学修 実習内容について配付資料を読んで理解しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、実習内容をよく理解しておくこと。（1時間程度） 

第 １３回 PowerPointによるプレゼンテーション資料作成 

〇事前学修 実習内容について配付資料を読んで理解しておくこと。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、実習内容をよく理解しておくこと。（1時間程度） 

第 １４回 プレゼンテーションの実施および指導 

〇事前学修 プレゼンテーション資料のチェックと練習（1時間程度） 

〇事後学修 プレゼンテーションを振り返る。（1時間程度） 

第 １５回 まとめ（レポート作成） 

〇事前学修 レポートを書くための準備（1時間程度） 

〇事後学修 授業内容の整理（1時間程度） 

 

【テキスト】 

適宜プリント等を配布する。 

【参考書・参考資料等】 

【成績評価の方法等】 

達成度試験（60％）、積極的な授業への取り組み（20％）、レポート（20％） 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-203050-D 

区  分 専門応用科目－バイオ生産系科目 担当教員 新川 英典、竹野 健次、佐々木 慧 

授業科目 バイオ工学演習 授業形態 

英  訳 Bioengineering seminar 複数 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 生物と日常生活との関連を念頭に、バイオテクノロジー分野のテーマを、担当教員それぞれが提示し、教員の指導

のもとで実験を行いバイオテクノロジーの専門知識と基礎技術を修得することを目標とする。また、高等学校学習指

導要領解説工業編の工業化学において、生活と化学工業製品の分野の内容にバイオテクノロジーの化学があり、この

中では発酵、培養などを取り上げ、バイオテクノロジーとその利用、酵素や微生物を利用した化学工業の概要などに

ついて理解させるとなっている。本授業では、各種バイオテクノロジーの理論を身に付け、工業教育の実験実習にお

いて必要な知識と器具の使い方、安全に実験するための操作技術の習得を目標とし、さまざまな微生物利用について

実例と原理を分かりやすく紹介できる力を身に付け、それぞれのテーマの実験におけるデータ処理や成果発表資料作

成など、コンピュータの利活用を修得することも目標とする。 

【授業の到達目標】 

 微生物を用いた物質生産や排水処理など、バイオテクノロジーを身に付ける。また、工業教育での実験実習におい

て、必要な知識と器具の使い方、安全に実験するための操作技術の習得を目標とする。 

【授業の概要】 

 担当教員それぞれがバイオテクノロジー分野の研究テーマを提示し、学生の要望を踏まえつつテーマを具体化する

。学生は、卒業研究へ発展させることを念頭にテーマを選択し、教員の指導により実験を行う。その間、専門知識や

実験技術、各種装置や分析機器の取扱い方などを修得する。また、コンピュータを利用したデータ処理やプレゼンテ

ーション資料の作成などコンピュータ利活用や、成果発表を行うことでプレゼンテーション能力育成も行う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーション（バイオ工学の意義と実践） 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 実験室および実験機器のガイダンス（取り扱い方法） 

〇事前学修 バイオ実験の機器について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ３回 研究テーマの実験（1）培地調製などの実験準備 

〇事前学修 微生物を培養する培地について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ４回 研究テーマの実験（2）微生物の培養 

〇事前学修 微生物の培養方法について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ５回 研究テーマの実験（3）微生物の観察 

〇事前学修 微生物の観察方法について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ６回 研究テーマの実験（4）培養物の生化学分析 

〇事前学修 微生物が消費する物質と生産する物質について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ７回 研究テーマの実験（5）酵素活性測定 

〇事前学修 微生物の酵素活性について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ８回 研究テーマの実験（6）微生物による汚水処理とメタンなどの有価物質生産 

〇事前学修 微生物による汚水処理と物質変換について調べておくこと。 
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〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ９回 研究テーマの実験（7）自然界から微生物の分離 

〇事前学修 自然界に存在する有用微生物について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １０回 研究テーマの実験（8）微生物の純粋培養 

〇事前学修 微生物の純粋培養方法について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １１回 研究テーマの実験（9）微生物の分類・同定 

〇事前学修 微生物の分類と同定方法について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １２回 研究テーマの実験（10）微生物の保存 

〇事前学修 微生物の保存方法について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １３回 まとめとプレゼンテーション資料作成 

〇事前学修 これまでのワークシートに目を通して、まとめを作成しておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、プレゼン資料を作成する。 

第 １４回 成果発表および指導 

〇事前学修 授業内容を復習し、プレゼン資料を作成する。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容についてレポートを作成の準備をすること。 

第 １５回 演習総括，レポート作成 

〇事前学修 授業内容を復習し、学習内容についてレポートを作成の準備をすること。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

適宜、プリントを配布する。 

【参考書・参考資料等】 

高等学校学習指導要領解説 工業編（平成２２年１月）、文部科学省 

生物工学実験書、（日本生物工学会） 

新版工業化学実習１、小林基義ほか９名、（実教出版） 

 

【成績評価の方法等】 

積極的な授業への取り組み（５０％）、演習レポート（５０％）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

バイオテクノロジーに関する技術を学ぶ意志があること。 

生物利用技術、微生物利用技術の履修が望ましい。 
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BM19-203060-C 

区  分 専門応用科目－バイオ生産系科目 担当教員 渡邊 真彦、新川 英典、佐々木 慧 

授業科目 放射線科学 授業形態 

英  訳 Radiation Science 複数 

配当年次 3年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 放射線を正しく利用するために必要な知識の習得を目標とする。 

【授業の到達目標】 

 放射線は物理、化学、生物、環境など多方面に大きな影響を与えている。この講義では基礎から応用事例まで実例

などを交え幅広く紹介する。 

【授業の概要】 

 福島における原発事故以降、日本では放射線への関心が深まっておりWEBには多くの情報が掲載されているので各自

講義を受ける前によく調べておくこと。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 放射線とは 

〇事前学修 テーマについて事前に情報を収集する。（１時間） 

〇事後学修 講義内容を復習しまとめておく。（１時間） 

第 ２回 放射性壊変 

〇事前学修 テーマについて事前に情報を収集する。（１時間） 

〇事後学修 講義内容を復習しまとめておく。（１時間） 

第 ３回 放射線と物質の相互作用 

〇事前学修 テーマについて事前に情報を収集する。（１時間） 

〇事後学修 講義内容を復習しまとめておく。（１時間） 

第 ４回 放射線の計測法と安全管理 

〇事前学修 テーマについて事前に情報を収集する。（１時間） 

〇事後学修 講義内容を復習しまとめておく。（１時間） 

第 ５回 放射線の工業分野への応用事例、小テスト 1 

〇事前学修 テーマについて事前に情報を収集する。（１時間） 

〇事後学修 講義内容を復習しまとめておく。（１時間） 

第 ６回 放射線の人体への影響 

〇事前学修 テーマについて事前に情報を収集する。（１時間） 

〇事後学修 講義内容を復習しまとめておく。（１時間） 

第 ７回 密封線源と非密封線源 

〇事前学修 テーマについて事前に情報を収集する。（１時間） 

〇事後学修 講義内容を復習しまとめておく。（１時間） 

第 ８回 放射線の安全管理と関連法規 

〇事前学修 テーマについて事前に情報を収集する。（１時間） 

〇事後学修 講義内容を復習しまとめておく。（１時間） 

第 ９回 非密封線源の利用：トレーサーとして生化学の分野で 

〇事前学修 テーマについて事前に情報を収集する。（１時間） 

〇事後学修 講義内容を復習しまとめておく。（１時間） 

第 １０回 非密封線源の利用：遺伝子工学の分野で、小テスト 2 

〇事前学修 テーマについて事前に情報を収集する。（１時間） 

〇事後学修 講義内容を復習しまとめておく。（１時間） 
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第 １１回 放射線の環境への影響 1 

〇事前学修 テーマについて事前に情報を収集する。（１時間） 

〇事後学修 講義内容を復習しまとめておく。（１時間） 

第 １２回 放射線の環境への影響 2 

〇事前学修 テーマについて事前に情報を収集する。（１時間） 

〇事後学修 講義内容を復習しまとめておく。（１時間） 

第 １３回 放射線の除染処理 1 

〇事前学修 テーマについて事前に情報を収集する。（１時間） 

〇事後学修 講義内容を復習しまとめておく。（１時間） 

第 １４回 放射線の除染処理 2 

〇事前学修 テーマについて事前に情報を収集する。（１時間） 

〇事後学修 講義内容を復習しまとめておく。（１時間） 

第 １５回 現場における放射線の安全処理、小テスト 3 

〇事前学修 テーマについて事前に情報を収集する。（１時間） 

〇事後学修 講義内容を復習しまとめておく。（１時間） 

 

【テキスト】 

必要に応じて資料を配布する。 

【参考書・参考資料等】 

授業中に指示する。 

【成績評価の方法等】 

3回の小テスト(100%)で評価する。なお、小テストは返却しない。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-203070-B 

区  分 専門応用科目－ バイオ生産系科目 担当教員 新川 英典 

授業科目 生命化学Ⅰ 授業形態 

英  訳 Biochemistry I 単独 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 日常生活や社会との関連を図りながら生物や生物現象への関心を高めることを念頭におき、生物学の基本的な概念

や原理、法則を理解し、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修得することを目

的とする。 

【授業の到達目標】 

生物と分子生物学を学ぶための基礎である、タンパク質、糖質、脂質，核酸など生命に関わる物質について説明でき

るようなる。 

【授業の概要】 

化学I・IIで学習した化学の基礎を復習しながら、生命活動に必要なエネルギーと代謝、そして生命に関わる物質を学

習し、バイオサイエンスの基礎を、生命現象を通して学べるよう講義する。授業理解度を確認するため小テストを行

い、次回の授業で返却し解説する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 化学と生命 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 配付資料をノートに貼り整理して授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ２回 生命を構成する元素 小テスト（次回の授業で返却し解説する） 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 配付資料をノートに貼り整理して授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ３回 生体分子の化学結合 小テスト（次回の授業で返却し解説する） 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 配付資料をノートに貼り整理して授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ４回 生体分子の分子間相互作用 小テスト（次回の授業で返却し解説する） 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 配付資料をノートに貼り整理して授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ５回 生命の物質（1）アミノ酸 小テスト（次回の授業で返却し解説する） 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 配付資料をノートに貼り整理して授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ６回 生命の物質（2）タンパク質 小テスト（次回の授業で返却し解説する） 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 配付資料をノートに貼り整理して授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ７回 生命の物質（3）糖類 小テスト（次回の授業で返却し解説する） 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 配付資料をノートに貼り整理して授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ８回 生命の物質（4）脂質 小テスト（次回の授業で返却し解説する） 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 配付資料をノートに貼り整理して授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ９回 生命の物質（5）核酸 小テスト（次回の授業で返却し解説する） 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 配付資料をノートに貼り整理して授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 １０回 生体物質の溶解とその溶液 小テスト（次回の授業で返却し解説する） 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 
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〇事後学修 配付資料をノートに貼り整理して授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 １１回 ATPと化学エネルギー 小テスト（次回の授業で返却し解説する） 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 配付資料をノートに貼り整理して授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 １２回 生体反応速度 小テスト（次回の授業で返却し解説する） 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 配付資料をノートに貼り整理して授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 １３回 タンパク質の反応速度 小テスト（次回の授業で返却し解説する） 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 配付資料をノートに貼り整理して授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 １４回 生体エネルギーと酸化還元反応 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 配付資料をノートに貼り整理して授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 １５回 まとめ（生体物質の化学） 

〇事前学修 これまでの授業内容について整理しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 これまでの授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

 

【テキスト】 

適宜プリントを配布する。 

【参考書・参考資料等】 

バイオサイエンス化学（新井孝夫 他著、東京化学同人） 

【成績評価の方法等】 

達成度試験（60％）、小テスト（20％）、積極的な授業への取り組み（20％） 

評価が「合」 

【履修要件等】 

化学Ⅰ、Ⅱを履修しておくことを求める。 
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BM19-203080-B 

区  分 専門応用科目－ バイオ生産系科目 担当教員 新川 英典 

授業科目 生命化学Ⅱ 授業形態 

英  訳 Biochemistry Ⅱ 単独 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 生命化学Iの講義を引き継ぎ、生体エネルギー、酵素、異化や同化といった代謝など生物現象を更に広範に取り扱い

、生命現象を理解するための分子レベルの基礎知識を学修する。 

【授業の到達目標】 

 生命現象を支える物質の働き、重要な生命物質の化学構造、物性、機能および主要な代謝を理解し、説明できるよ

うにする。 

【授業の概要】 

 生命化学Iで学習した基礎知識をもとに、種々の生体構成成分、酵素、生体エネルギーの獲得機構、代謝（異化、同

化）を学修し生命現象を分子レベルで理解できるように講義を行う。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 生体元素 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ２回 糖質の種類と構造 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ３回 脂質と生体膜 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ４回 核酸の組成と構造 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ５回 タンパク質の一次構造，高次構造 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ６回 酵素，補酵素と酵素反応 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ７回 酵素反応速度論と酵素阻害 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ８回 細胞の構造：原核生物と真核生物 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ９回 解糖系 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 １０回 クエン酸回路 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 
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第 １１回 電子伝達系 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 １２回 光合成 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 １３回 脂質代謝（β酸化） 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 １４回 自由エネルギー変化と高エネルギー化合物 

〇事前学修 授業内容について、参考書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 １５回 まとめ（生命現象の化学） 

〇事前学修 これまでの授業内容について整理しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

 

【テキスト】 

適宜プリントを配布する。 

【参考書・参考資料等】 

生化学の教科書などが参考書として利用できるが、特に指定しない。 

【成績評価の方法等】 

達成度試験（80％）、積極的な授業への取り組み（20％） 

評価が「合」 

【履修要件等】 

生命化学Ⅰを履修しておくことを求める。 

 



165 

 

BM19-203090-C 

区  分 専門応用科目－ バイオ生産系科目 担当教員 新川 英典 

授業科目 遺伝子工学 授業形態 

英  訳 Genetic Engineering 単独 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 生物や生命現象に対する探究心と生物学の基本的な概念や原理・法則の理解を深めることを念頭に、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

本原理を修得することを目的とする。 

【授業の到達目標】 

 遺伝子の基礎を学修し、用語を説明できるようになることと、遺伝子工学の原理と生命倫理を学修し、技術者とし

ての基礎知識と倫理観を身につける。 

【授業の概要】 

 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いて学習する

。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いて解説する

。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 遺伝の法則 

〇事前学修 授業内容に関するところを教科書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ２回 DNAと RNAの構造 

〇事前学修 授業内容に関するところを教科書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ３回 遺伝情報の流れ（1）複製 

〇事前学修 授業内容に関するところを教科書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ４回 遺伝情報の流れ（2）転写 

〇事前学修 授業内容に関するところを教科書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ５回 遺伝情報の流れ（3）翻訳 

〇事前学修 授業内容に関するところを教科書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ６回 組換え DNA技術の始まりと生命倫理 

〇事前学修 授業内容に関するところを教科書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ７回 組換え DNAの原理（1）宿主・ベクター系 

〇事前学修 授業内容に関するところを教科書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ８回 組換え DNAの原理（2）制限酵素、修飾酵素 

〇事前学修 授業内容に関するところを教科書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 ９回 組換え DNAの原理（3）遺伝子導入法 

〇事前学修 授業内容に関するところを教科書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 １０回 遺伝子クローニングの原理と実際 

〇事前学修 授業内容に関するところを教科書等で学修しておく。（1時間程度） 
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〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 １１回 遺伝子の相同性分析技術 

〇事前学修 授業内容に関するところを教科書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 １２回 PCRの原理 

〇事前学修 授業内容に関するところを教科書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 １３回 PCRと遺伝子クローニング 

〇事前学修 授業内容に関するところを教科書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 １４回 PCRと遺伝子鑑定 

〇事前学修 授業内容に関するところを教科書等で学修しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

第 １５回 まとめ（遺伝子工学の産業応用） 

〇事前学修 これまでの授業内容を整理しておく。（1時間程度） 

〇事後学修 ノートを整理し、授業内容をよく理解しておく。（1時間程度） 

 

【テキスト】 

バイオテクノロジー −基礎原理から工業生産の実際まで− 第2版（久保・新川・竹口・蓮実 共著、大学教育出版社） 

【参考書・参考資料等】 

参考資料として適宜プリントを配布する。 

【成績評価の方法等】 

達成度試験（80％）、積極的な授業への取り組み（20％） 

評価が「合」 

【履修要件等】 

生物利用技術、生命化学1を履修しておくことを求める。 
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BM19-203100-D 

区  分 専門応用科目－バイオ生産系科目 担当教員 佐々木 慧 

授業科目 酵素工学 授業形態 

英  訳 Enzyme Technology 単独 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

酵素のバイオテクノロジーとの関わりを中心に、酵素に関する基礎知識、生体での酵素の役割、種々の酵素の機能、

生物物理反応、酵素反応速度論、遺伝子工学と酵素、酵素の工業的応用、特に食品工学と酵素、農業と酵素工学、医

学への応用について講義する。 

【授業の到達目標】 

酵素に関する基礎知識、生体での酵素の役割、種々の酵素の機能、生物物理反応、酵素反応速度論、遺伝子工学と酵

素、酵素の工業的応用を理解し、酵素について幅広く理解し、応用が可能なとなるようにする。 

【授業の概要】 

バイオテクノロジーには酵素反応が深くかかわっている。酵素とバイオテクノロジーの関わりを理解するとともに、

酵素の構造、機能、酵素反応速度論、酵素親和性などの酵素の基礎知識と酵素の工学への応用、ものづくりへの応用

を学習することを目的とする。教育指導者として、酵素の現代科学への貢献を理解することも目的とする。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 酵素とバイオテクノロジー概論 

〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおく。(1時間) 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容を再確認しておく。(1時間) 

第 ２回 生体での酵素の役割 

〇事前学修 高校生物の教科書から生体における酵素の役割について調べておく。(1時間) 

〇事後学修 生体における酵素の役割について講義内容を復習する。(1時間) 

第 ３回 生体での酵素の役割２ 

〇事前学修 参考書から生体における酵素の役割について調べておく。(1時間) 

〇事後学修 生体における酵素の役割を調べ、発表資料に使えるようまとめておく。(1時間) 

第 ４回 遺伝子と酵素合成 

〇事前学修 高校生物の教科書から遺伝子と酵素の関係を調べておく。(1時間) 

〇事後学修 遺伝子と酵素の関係について講義内容を復習する。(1時間) 

第 ５回 遺伝子工学と酵素 

〇事前学修 参考書の遺伝子組み換え技術について調べておく。(1時間) 

〇事後学修 遺伝子組み換え技術について発表資料に使えるようまとめておく。(1時間) 

第 ６回 酵素反応速度論 

〇事前学修 参考書の酵素反応の項目に目を通しておく。(1時間) 

〇事後学修 酵素反応速度と関連する要因について復習する。(1時間) 

第 ７回 酵素活性と酵素阻害、抑制 

〇事前学修 酵素の活性化要因と阻害剤について調べておく。(1時間) 

〇事後学修 酵素阻害のメカニズムについて復習する。(1時間) 

第 ８回 酵素の種類と命名基準 

〇事前学修 酵素の種類と命名基準について調べておく。(1時間) 

〇事後学修 酵素ナンバーの割り当てルールついて復習する。(1時間) 

第 ９回 酵素の工業的応用 

〇事前学修 酵素を利用した産業について調べておく。(1時間) 

〇事後学修 酵素産業について発表資料に使えるようまとめておく。(1時間) 

第 １０回 酵素と食品の製造、加工 

〇事前学修 酵素を利用した食品製造について調べておく。(1時間) 
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〇事後学修 麹やチーズの製造と酵素について発表資料に使えるようまとめておく。(1時間) 

第 １１回 酵素固定化技術 

〇事前学修 固定化酵素について調べておく。(1時間) 

〇事後学修 酵素固定材のメーカーの HPから実用例を調べ、まとめておく。(1時間) 

第 １２回 有用実用酵素の製造、利用 

〇事前学修 有用酵素の実例についてについて調べておく。(1時間) 

〇事後学修 酵素のデータベースにアクセスして調べ方を確認する。(1時間) 

第 １３回 酵素を用いた産業のプレゼン実演と小テスト 

〇事前学修 これまでの講義内容を復習しておく。(1時間) 

〇事後学修 プレゼン実演を参考に自分のプレゼン資料を作成する。(1時間) 

第 １４回 酵素利用についてのプレゼンテーション実習 

〇事前学修 酵素の工業的利用の実例について調べ、プレゼン資料を作成する。(1時間) 

〇事後学修 プレゼンテーションで出た質問やコメントをまとめ回答を考察する。(1時間) 

第 １５回 酵素利用についてのプレゼンテーション実習 2 

〇事前学修 酵素の工業的利用の実例について調べ、プレゼン資料を作成する。(1時間) 

〇事後学修 返還した小テストを確認し、間違えた個所を復習する。(1時間) 

 

【テキスト】 

プリントを配布 

【参考書・参考資料等】 

バイオテクノロジー 第2版基礎原理から工業生産の実際まで （久保 幹ら著、大学教育出版） 

【成績評価の方法等】 

小テスト40％、プレゼンテーション40％、出席授業態度20％で評価する。最後に酵素に関連

するテーマでプレゼンテーションを行ってもらう。スライドの造り、発表中の態度、質問へ

回答などを評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

化学Ｉ，化学Ⅱの履修が望ましい。 
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BM19-203110-C 

区  分 専門応用科目－バイオ生産系科目 担当教員 宮本 博子 

授業科目 食品学 授業形態 

英  訳 Food science 単独 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 食品製造は、様々な原料と化学的な技術が関わっている。本講義は食品の成分と栄養機能を中心に、食品の組成、

化学成分、栄養と特性、食品と病気、食品の安全性、機能性食品など、食品にまつわる科学的基礎知見を習得するこ

とを目的とする。 

【授業の到達目標】 

 食品製造技術者育成を念頭に、食品の成分と栄養機能を中心に、食品の組成、化学成分、栄養と特性、食品と病気

、食品の安全性、機能性食品など、食品にまつわる科学的基礎知見を養う。 

【授業の概要】 

 食品とは何か。食べるとは体にどんな意味があるのか。健康と食生活においては食品の知識が必要である。そして

、食品製造においては様々な技術や化学薬品が関わっている。食品の成分と食品に関する化学を理解できていないと

、食品の製造と取り扱いは容易ではない。本講義は食品の成分と栄養機能を中心に、食品の組成、化学成分、栄養と

特性、食品と病気、食品の安全性、機能性食品など、食品にまつわる科学的基礎知見を学習する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 食品学の概要 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 食品の種類と分類・食品成分表 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ３回 食品の成分 ①水 ②炭水化物 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ４回 食品の成分 ③タンパク質 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ５回 食品の成分 ④脂質 ⑤ビタミン 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ６回 食品の成分 ⑥無機質 ⑦嗜好成分 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ７回 官能評価の方法論 

〇事前学修 「食品のテクスチャー」を官能評価する場合に用いる評価項目を考えてくる。 

〇事後学修 グループごとに次回プレゼンテーション用の資料を作成する。 

第 ８回 官能評価の実施 前半部分まとめの小テスト 

〇事前学修 官能評価の試料の作成とプレゼンテーション準備をすること。 

〇事後学修 レポートを作成して次回提出。 

第 ９回 食品成分間反応 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 
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第 １０回 食品の機能性 ①疾病と食品の機能性 ②食品中の三次機能成分 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １１回 食品の機能性 ③特定保健用食品 ④サプリメントと機能性表示食品 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １２回 食品の分類とその特性・評価 ①植物性食品と動物性食品 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １３回 食品の分類とその特性・評価 ②成分抽出素材 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １４回 食品の分類とその特性・評価 ③調味料 ④香辛料 ⑤油脂類 ⑥加工食品 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １５回 食品の分類とその特性・評価 ⑦嗜好飲料と菓子 後半部分のまとめ小テスト 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、まとめを作成しておくこと。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

【参考書・参考資料等】 

新スタンダード栄養・食物シリーズ５ 食品学‐食品成分と機能性‐（東京化学同人） 

食品成分表２０１５ 女子栄養大学出版部 健康料理事典（東京堂出版） 

 

【成績評価の方法等】 

レポート提出（４０％）、小テスト（４０％）、積極的な授業への取り組み（２０％）で評

価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

化学Ⅰ、化学Ⅱ、食品栄養化学の履修を求める。 
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BM19-203120-C 

区  分 専門応用科目－バイオ生産系科目 担当教員 竹野 健次、宮本 博子 

授業科目 食品工学 授業形態 

英  訳 Food technology 複数 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 本講義食品製造に関する生物学、生化学、生物物理学の基礎知識を習得することを目的とする。また、高等学校学

習指導要領解説工業編の工業化学において、生活と化学工業製品の分野の内容にバイオテクノロジーの化学があり、

この中では発酵、培養などを取り上げ、バイオテクノロジーとその利用、酵素や微生物を利用した化学工業の概要な

どについて理解させるとなっている。そこで、殺菌や食品保存、食の安全性などの基礎知識も修得を通して、工業教

育の指導者に求める食の安全や健康への貢献を推進することを目標とし、食品工学の実例と原理を分かりやすく紹介

できるような資質・能力を身に付ける。 

【授業の到達目標】 

 食品製造にかかわる、生物学、生化学、生物物理学の基礎知識を習得することを目的とする。また、殺菌や食品保

存、食の安全性などの基礎知識も習得する。さらに教育指導者として、本講義内容が食の安全、健康への貢献を理解

することも目的とする。 

【授業の概要】 

 食品（発酵食品を含む）の製造の関わる麹や微生物、乳酸菌などの微生物学を中心に、発酵、食と微生物、関連酵

素、食品関連生物物理学、食品製造業の実際などを講義する、さらに、安全な食品製造のための、サニテーション技

術、ＨＡＣＣＰや食の安全、保存技術なども講義する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーションと導入（食品製造の意義と原理） 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 植物性食品の製造（穀類・大豆と豆類・イモ類・野菜・果実の加工） 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ３回 動物性食品の製造（肉・・卵・魚の加工） 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ４回 油脂およびその加工品・調味料・嗜好品の製造 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ５回 食品の貯蔵各論（水分調整による貯蔵・低温を利用した貯蔵・浸透圧の利用・pH の調整・酸素の

除去・殺菌・食品添加物による貯蔵） 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ６回 食品の貯蔵中における変化①（貯蔵中における成分間反応・栄養性に対する影響） 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ７回 食品の貯蔵中における変化②（食品の酸化と酸化測定法・酵素関与の変化） 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ８回 前半部分のまとめと小テスト 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、小テストに備え自学しておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 
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第 ９回 バイオテクノロジーと食品（酵素・微生物利用と食品製造・遺伝子組換え技術・糖質関連酵素の利

用・脂質関連酵素の利用・タンパク質関連酵素の利用） 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １０回 味噌・醤油と食品工学 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １１回 酒の製造と食品工学 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １２回 ビール・ウイスキー・ワインと食品工学 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １３回 乳酸菌発酵と食品工学 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １４回 食品製造と安全性（食品の品質表示の法制化・食品をとりまく状況の変化・食品の安全性・

HACCP）、後半部分のまとめ 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、小テストに備えて自学する。 

第 １５回 食品表示と規格（食品の表示と関連法規・アレルギー表示・栄養成分表示・JAS規格・規格表示

の具体例）後半部分のまとめ小テスト 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、食品製造への理解を深める。 

 

【テキスト】 

必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

【参考書・参考資料等】 

スタンダード栄養・食物シリーズ７ 食品加工貯蔵学 

食品成分表２０１５ 女子栄養大学出版部 健康料理事典（東京堂出版） 

 

【成績評価の方法等】 

レポート提出（４０％）、小テスト（４０％）、積極的な授業への取り組み（２０％）で評

価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

化学Ｉ，化学ＩＩ、食品学の履修が望ましい。 
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BM19-203130-C 

区  分 専門応用科目－バイオ生産系科目 担当教員 宮本 博子 

授業科目 食品衛生学 授業形態 

英  訳 Food hygiene 単独 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 食品添加物や食中毒、感染症などの食品衛生対策、食品の変化や食物アレルギー、さらに食品衛生関連法規など、

食品衛生に関する科学的基礎知見を習得することを目的とする。 

【授業の到達目標】 

 食品製造および販売者など、食品にかかわる業種の就業に必要な、食中毒やアレルギーなどの食品衛生に関する基

礎的知識を習得する。 

【授業の概要】 

 食材の栽培から生産、製造、そして最終消費までの全過程において、食品の安全性、健全性、栄養的完全性につい

ての基礎的内容を概説する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーションと導入（食生活と衛生） 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 食品衛生行政と法規①食品衛生法における食品の表示項目 

〇事前学修 教科書第２章 食品衛生関連法規と社会変化を通読しておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ３回 食品衛生行政と法規②賞味期限と消費期限の設定方法・食品の劣化 

〇事前学修 教科書第２章 食品衛生関連法規と社会変化を通読しておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ４回 食品と微生物①微生物の分類と胞子の特徴 

〇事前学修 教科書第３章１．微生物の概要と２．分類を通読しておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ５回 食品と微生物②微生物の増殖と増殖に影響を与える因子・食品の腐敗 

〇事前学修 教科書第３章３～６を通読しておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ６回 食品衛生上のテーマについて近況を調べるグループワーク 

〇事前学修 食中毒や食アレルギーについて知っていることをまとめておく。 

〇事後学修 グループでプレゼンテーション準備。 

第 ７回 食品衛生上のテーマについて近況を調べるグループワーク：発表 

〇事前学修 グループで発表準備。 

〇事後学修 授業内容を復習し、次回小テストに備えて自学する。 

第 ８回 食中毒と感染症 ①細菌性食中毒・前半部分まとめの小テスト 

〇事前学修 小テストに備えて自学する 教科書第４章４細菌性食中毒を通読しておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ９回 食中毒と感染症 ②ウイルス・動物性・植物性自然毒 

〇事前学修 教科書第４章７．自然毒による食中毒を通読しておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １０回 有害物質による食品汚染 ①農薬・ダイオキシン・重金属 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 
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第 １１回 有害物質による食品汚染 ②カビ毒・食物アレルゲン・抗生物質・洗剤・環境ホルモン 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １２回 食品添加物 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １３回 食品と寄生虫・異物・害虫 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 レポート「寄生虫」次回提出。 

第 １４回 食品衛生対策 ①食中毒の予防と衛生確保 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、小テストに備えて自学する。 

第 １５回 食品衛生対策 ②食品の変質防止・異物混入対策・HACCP・後半部分まとめの小テスト 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、食品衛生への理解を深める。 

 

【テキスト】 

新スタンダード栄養・食物シリーズ８ 食品衛生学（東京化学同人） 

【参考書・参考資料等】 

食品成分表２０１５ 女子栄養大学出版部 健康料理事典（東京堂出版） 

【成績評価の方法等】 

レポート提出（４０％）、小テスト（４０％）、積極的な授業への取り組み（２０％）で評

価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

食品学、食品栄養化学、食品工学の履修が望ましい。 
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BM19-203140-D 

区  分 専門応用科目－バイオ生産系科目 担当教員 竹野 健次、宮本 博子 

授業科目 食品化学演習 授業形態 

英  訳 Food chemistry seminar 複数 

配当年次 3年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 食品学および食品製造を学ぶには、食品化学の知識を得ると同時に実験や実習を行うことも大切である。 

また、実際の食品製造業では、商品開発および品質管理において、成分分析や微生物検査、排水管理まで、多岐にわ

たる分析の技術と知識が必要となる。本科目は、食品の成分分析と品質管理の技術者育成を主目的とし、分析の基礎

となる器具や試薬の扱い方、基本的な化学実験から食品成分の定量と反応の実験を行う。 

【授業の到達目標】 

 食品製造技術者育成を念頭に、食品の成分を中心とした分析技術の習得と、食品に関する化学成分、食品の変化、

食品の安全性、機能性食品など、食品にまつわる科学的基礎知見を養う。 

【授業の概要】 

 食品分析技術の基礎から糖質などの有機質、ミネラル成分など無機成分の定性と定量分析を通して、食品に関する

化学の基礎的知識と分析技術を身につける。各実験後レポート提出を求める。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーションと導入（基礎講習・化学実験の心得・器具の使用方法） 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 食品工学分野：味噌・醤油の製造 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 演習レポートを作成し、次回提出。 

第 ３回 食品工学分野：ヨーグルトの製造 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 演習レポートを作成し、次回提出。 

第 ４回 食品衛生学分野：細菌のグラム染色・一般生菌数の検査法 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 演習レポートを作成し、次回提出。 

第 ５回 食品衛生学分野：合成着色料の検出 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 演習レポートを作成し、次回提出。 

第 ６回 調理科学分野：豚肉の前処理の違いが加熱後のテクスチャーに及ぼす影響を調べる調理実験 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 演習レポートを作成し、次回提出。 

第 ７回 調理科学分野：スポンジケーキの仕上がりに及ぼす砂糖・油脂・卵の影響を調べる調理実験 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 演習レポートを作成し、次回提出。 

第 ８回 食品の成分分析① 食品中の塩分の測定 

〇事前学修 塩分の多い食品について調べておくこと。 

〇事後学修 演習レポートを作成し、次回提出。 

第 ９回 食品の成分分析② 柑橘類の酸度の測定 

〇事前学修 柑橘類の酸味は何か調べておくこと。 

〇事後学修 演習レポートを作成し、次回提出。 

第 １０回 米麹とぶどう糖の測定 

〇事前学修 コウジカビの作用を調べておくこと。 
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〇事後学修 演習レポートを作成し、次回提出。 

第 １１回 葉物野菜のシュウ酸の測定① 葉物野菜の試料調整方法 

〇事前学修 シュウ酸の多い野菜を調べておくこと。 

〇事後学修 演習レポートを作成し、次回提出。 

第 １２回 葉物野菜のシュウ酸の測定② 調整試料のシュウ酸の測定と含有量計算 

〇事前学修 シュウ酸とカルシウムの反応を調べておくこと。 

〇事後学修 演習レポートを作成し、次回提出。 

第 １３回 飲料水検査：水の硬度の測定による「おいしい水」と「醸造用水」の比較 

〇事前学修 硬水と軟水の違いを調べておくこと。 

〇事後学修 演習レポートを作成し、次回提出。 

第 １４回 集団給食調理実習 

〇事前学修 中小規模調理施設における衛生管理の徹底について（厚生労働省 HP）を通読する。 

〇事後学修 授業内容を復習し、食品製造への理解を深める。 

第 １５回 演習総括および演習報告書の作成 

〇事前学修 これまでの各演習内容の資料を見直し、まとめの準備をしておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、食品の成分分析と食品製造への理解を深める。 

 

【テキスト】 

適宜、プリント等を配布する。 

【参考書・参考資料等】 

新・食品学実験 株式会社みらい 編集代表 新美 康隆 

【成績評価の方法等】 

演習レポート（５０％）、積極的な授業への取り組み（５０％）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-203150-B 

区  分 専門応用科目－バイオ生産系科目 担当教員 竹野 健次 

授業科目 環境科学 授業形態 

英  訳 Environmental science 単独 

配当年次 1年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 人類は21世紀を迎え、環境問題はもはや全世界で対応すべき課題である。産業革命以降の水質汚染、大気汚染、酸

性雨、地球温暖化、資源リサイクル、飲料水など、国内外の環境問題は、先進国のみならず、発展途上国における化

学と人間生活の関わりが深く影響している。本講義ではこれらの問題を知り、その科学的解決を模索すると同時に、

化学が人間を含めた社会と環境に果たす役割の理解を深める。 

【授業の到達目標】 

 国内外の環境問題を知り、環境と技術の調和がいかに重要であるかを学ぶと同時に、人と自然との共生など、人類

の産業と環境問題との関わりと解決方法についての知識を習得する。 

【授業の概要】 

 現在は環境問題を軽視して技術を進歩させることはできなくなっている。本講義では、国内外の環境問題を知り、

問題解決を模索することを目的とし、大気汚染、水質汚染、騒音、振動、地形および地質、植物など生物の分布、景

観、化学物質、ハイテク汚染などを総合的にとらえ、環境と技術の調和がいかに重要であるかを学ぶと同時に、産業

革命以降の公害問題、環境ホルモン、酸性雨、地球温暖化、人と自然との共生など、人類の産業と環境問題について

学修する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーション（環境と人間） 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 里山と暮らし 

〇事前学修 里山について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ３回 化学物質と公害 

〇事前学修 公害について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ４回 汚水処理技術 

〇事前学修 汚水処理について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ５回 水環境と水生生物 

〇事前学修 水環境について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ６回 大気汚染 

〇事前学修 大気汚染について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ７回 酸性雨、発生とその影響 

〇事前学修 酸性雨について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ８回 地球温暖化 

〇事前学修 地球温暖化について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ９回 騒音・振動 

〇事前学修 騒音と振動について調べておくこと 
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〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １０回 資源リサイクル 

〇事前学修 資源とリサイクルについて調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １１回 環境倫理 

〇事前学修 環境倫理について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １２回 環境関連の国内法律 

〇事前学修 環境と法律について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １３回 環境関連の国際条約 

〇事前学修 環境と国際条約について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １４回 世界自然遺産 

〇事前学修 世界自然遺産について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １５回 まとめ及び到達確認 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、まとめを作成しておくこと。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

適宜、プリントを配布する。 

【参考書・参考資料等】 

生活の基礎化学（飯田真、加藤陽一、他４名、東京教学社） 

【成績評価の方法等】 

積極的な授業への取り組み（20％）、レポート（20%）、到達確認試験（60%）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

化学Ⅰ、化学Ⅱの履修が望ましい。 
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BM19-203160-C 

区  分 専門応用科目－バイオ生産系科目 担当教員 竹野 健次 

授業科目 水処理工学 授業形態 

英  訳 Water treatment engineering 単独 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 高度成長期の日本は、経済発展と引き換えに悪質な工場廃水を排出し、公害や環境破壊など大きな問題を起こした

。その後、法的整備と水処理技術が進歩することによって、環境保全に大きく貢献した。本講義は環境を守る法律と

、一般家庭および各種産業廃水の処理方法について学習することを目的とする。また、高等学校学習指導要領解説工

業編の工業化学における、地球環境化学の分野の内容に環境保全に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能

力と態度を育てる。 

【授業の到達目標】 

 世界的に水不足が懸念されている背景から、排水処理技術によって汚水から水資源への応用、廃水からメタンや水

素などエネルギー変換を行う高度な水処理技術についての知識を習得する。また、排水量と浄化能力など水処理に関

する施設の設計の能力を養う。 

【授業の概要】 

 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。また、世界的に水不足が懸念さ

れている背景から、排水処理技術によって汚水から水資源への応用と、工業教育においても資源とエネルギーの項目

もあり、汚水や排水を生物利用によりメタンや水素などの資源化利用についても紹介する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーション（水処理工学とは） 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 水質の指標 

〇事前学修 水質について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ３回 水質汚濁の発生源と現状 

〇事前学修 水質汚染について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ４回 国又は地方公共団体の水質汚濁防止対策 

〇事前学修 水質汚染対策について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ５回 汚水処理Ⅰ（測定方法と水質評価） 

〇事前学修 水質評価について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ６回 汚水処理Ⅱ（物理・化学的処理法） 

〇事前学修 汚水の物理・化学的処理について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ７回 汚水処理Ⅲ（生物的処理法） 

〇事前学修 汚水の生物処理について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ８回 水質関係の有害物質Ⅰ（種類と性質） 

〇事前学修 汚水の有害物質について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 ９回 水質関係の有害物質Ⅱ（処理方法） 

〇事前学修 汚水の有害物質の処理について調べておくこと。 
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〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １０回 水質関係の有害物質Ⅲ（測定方法と水質評価） 

〇事前学修 汚水の有害物質の評価について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １１回 汚水の再生利用 

〇事前学修 汚水の再生利用について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １２回 大規模水質汚濁とその影響 

〇事前学修 大規模水質汚染について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １３回 汚水からの有効資源化 

〇事前学修 汚水の資源化について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １４回 下水汚泥の処理と資源利用 

〇事前学修 下水汚泥について調べておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、学習内容を振り返りシートに記入し次回提出。 

第 １５回 まとめ及び到達確認 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、まとめを作成しておくこと。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

適宜、プリントを配布する。 

【参考書・参考資料等】 

生活の基礎化学（飯田真、加藤陽一、他４名、東京教学社） 

【成績評価の方法等】 

積極的な授業への取り組み（20％）、レポート（20%）、到達確認試験（60%）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

化学Ⅰ、化学Ⅱ、環境科学の履修が望ましい。 
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BM19-203170-C 

区  分 専門応用科目－バイオ生産系科目 担当教員 宮本 博子 

授業科目 食品栄養化学 授業形態 

英  訳 Food and nutrition chemistry 単独 

配当年次 2年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 健康に関する生体成分と薬用成分などの関連について、化学的な視点で学習し、健康と栄養、健康のための正しい

食生活、運動と休養などについて理解を深める。 

【授業の到達目標】 

 健康な食生活・生活習慣と特定保健用食品や栄養機能食品に関わる正しい知識を習得する。 

【授業の概要】 

 健康志向の高まりから、多様な栄養関連物質を成分とした特定保健用食品や栄養機能食品が市販され、関心を集め

ている。健康と栄養関連物質との相互関係を化学的理論に基づいて幅広く学習する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 栄養学とは（栄養の概念・食事摂取基準・栄養学の歴史） 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 エネルギー代謝（エネルギー代謝の概念・臓器別エネルギー代謝・エネルギー消費量及び測定法） 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ３回 摂食行動とダイエット（生体リズム・摂食調節の神経機構・摂食行動に係る感覚器の構造と機能・

摂食調節因子について） 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ４回 消化・吸収 ①消化管の構造と機能・消化液の種類・消化管ホルモン 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ５回 消化・吸収 ②栄養素別の消化吸収・栄養素の体内動態 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ６回 糖質の栄養（糖質の種類と特徴・糖質の摂取量・体内代謝・血糖とその調節） 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し次回小テストに備える。 

第 ７回 タンパク質の栄養（種類と特徴・臓器間輸送・アミノ酸代謝）前半部分まとめ小テスト 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ８回 脂質の栄養（脂質の種類と特徴・摂取量と質の評価・体内代謝・コレステロール代謝の調節） 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 レポート課題「異所性脂肪」を調べる。次回講義後レポート提出。 

第 ９回 異所性脂肪についてグループワーク 

〇事前学修 レポート課題「異所性脂肪」を調べわかる部分は記入しておく。 

〇事後学修 グループワークを振り返り理解を深める。 

第 １０回 三大栄養素の相互交換（糖質・タンパク質・脂質と他の栄養素との各相互関係） 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 
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第 １１回 ビタミンの栄養（ビタミンの種類と特徴・ビタミンの機能・代謝・他の栄養素との関係） 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １２回 水・電解質の栄養（体内の水と電解質の分布・機能・水分代謝・体液調節・電解質代謝） 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １３回 無機質の栄養（無機質の種類と特徴・無機質の栄養学的機能・無機質と他の栄養素との関係） 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １４回 非栄養素・遺伝子発現と栄養 後半部分まとめ 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、次回小テストに備える。 

第 １５回 スポーツと栄養の化学  後半部分まとめの小テスト 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、まとめを作成しておくこと。 

〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。 

 

【テキスト】 

必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

【参考書・参考資料等】 

健康・栄養科学シリーズ 食べ物と健康 食品の科学（南江堂） 

新 食品・栄養科学シリーズ 基礎栄養学（化学同人） 

食品成分表２０１５ 女子栄養大学出版部 健康料理事典（東京堂出版） 

 

【成績評価の方法等】 

レポート提出（４０％）、小テスト（４０％）、積極的な授業への取り組み（２０％）で評

価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

化学Ⅰ、化学Ⅱ、食品学の履修を求める。 
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BM19-203180-C 

区  分 専門応用科目－バイオ生産系科目 担当教員 宮本 博子 

授業科目 調理科学 授業形態 

英  訳 Cooking science 単独 

配当年次 2年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 食品調理や食品加工および食品生産のために必要となる食品素材の調理に関する物理・化学的諸変化と特性につい

ての基礎的知識を得る。 

【授業の到達目標】 

 食品製造・加工、食品流通現場等にかかわる業種の就業に必要な基礎的知識を習得する。 

【授業の概要】 

 食品素材の調理・加工に関する基礎的内容と、各種ミネラル等の栄養素やビタミン類の調理による変化、食品に含

有する微量金属の特性等について基礎的内容を概説する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーションと導入（調理学の概要） 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 調理の文化・料理様式と食卓構成・食器と食卓 

〇事前学修 家族であっても箸や湯呑みを共有しない理由を食の文化形成から考えておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ３回 調理における衛生管理 

〇事前学修 広島県・広島市における食中毒事例を調べてくること。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ４回 食事計画論（日本食品標準成分表の理解と活用・献立作成と栄養） 

〇事前学修 日本食品標準成分表「成分表の説明」を通読しておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ５回 非加熱調理操作と調理器具 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ６回 加熱調理操作と調理器具 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ７回 植物性食品の調理特性①米・小麦・雑穀 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ８回 植物性食品の調理特性②イモ・豆・種実 ・前半部分まとめの小テスト 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、小テストに備え自学しておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ９回 植物性食品の調理特性③野菜・果実・海藻・キノコ類 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １０回 成分抽出素材の調理特性 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 レポート課題「デンプンを用いた料理」次回提出。 
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第 １１回 動物性食品の調理特性 ①食肉類 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １２回 動物性食品の調理特性 ②魚介類 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １３回 動物性食品の調理特性 ③卵・乳製品 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １４回 食物の嗜好性とその評価 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、小テストに備えて自学する。 

第 １５回 これからの調理、食生活の行方・後半部分のまとめ小テスト 

〇事前学修 ワークシートに目を通し、小テストに備えて自学する。 

〇事後学修 授業内容を復習し、調理科学への理解を深める。 

 

【テキスト】 

必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

【参考書・参考資料等】 

食物と栄養科学シリーズ５ 調理学（朝倉書店） 

食品成分表２０１５ 女子栄養大学出版部 健康料理事典（東京堂出版） 

 

【成績評価の方法等】 

レポート提出（４０％）、小テスト（４０％）、積極的な授業への取り組み（２０％）で評

価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

食品学、食品栄養化学の履修を求める。 
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BM19-203190-D 

区  分 
専門科目－専門応用科目バイオ生

産系科目 
担当教員 佐々木 慧 河嶋 孝彦 

授業科目 農業資源演習 授業形態 

英  訳 Agricultural resource seminar 複数 

配当年次 3年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 中学校学習指導要領解説技術・家庭科編の技術分野において、生物育成に関する技術があり、この中で作物栽培に

おいては気象的要素、土壌的要素、生物的要素、栽培する作物の特性と生育の規則性などについて考慮する必要があ

るとされている。本授業で農業による生物育成について基礎的な作業や実習を体験する。 

【授業の到達目標】 

 これまでに得た農業的知識の定着を目指し、中学校技術の教員として栽培についての基本的な知識と必要な技術を

身につける。 

【授業の概要】 

 農業資源について基礎的な知識を得るために、野菜の栽培、調理、その他の利用方法について実験・実習をする。 

作物の栽培を中心に、季節に応じた品種の種まき、定植や収穫など作物の管理技術、整地、除草、施肥やかん水など

作物の管理技術を学ぶ。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 ガイダンス：作物栽培と生物育成に関する技術 

〇事前学修 シラバスに目を通しておく。(1時間) 

〇事後学修 配布資料を確認し不明点をまとめる。(1時間） 

第 ２回 圃場の準備作業 

〇事前学修 参考資料に目を通し、圃場の基礎的な知識を学習しておく。(1時間） 

〇事後学修 配布資料を確認し実習内容をレポートにまとめる。(1時間） 

第 ３回 山菜の調理実習 

〇事前学修 参考資料に目を通し、食用可能な山菜について学習しておく。(1時間） 

〇事後学修 配布資料を確認し実習内容をレポートにまとめる。(1時間） 

第 ４回 圃場での作業 

〇事前学修 参考資料から実習の対象の作物について事前に学習しておく。(1時間） 

〇事後学修 実習内容をレポートにまとめておく。(1時間） 

第 ５回 水耕栽培の実習 

〇事前学修 水耕栽培について参考資料を参考に事前に学習しておく。(1時間） 

〇事後学修 実習内容をレポートにまとめておく。(1時間） 

第 ６回 圃場での作業 

〇事前学修 参考資料から実習の対象の作物について事前に学習しておく。(1時間） 

〇事後学修 実習内容をレポートにまとめておく。(1時間） 

第 ７回 野外植物観察 

〇事前学修 近辺の植生について参考資料を参考に学習しておく。(1時間） 

〇事後学修 実習内容をレポートにまとめておく。(1時間） 

第 ８回 圃場での作業 

〇事前学修 参考資料から実習の対象の作物について事前に学習しておく。(1時間） 

〇事後学修 実習内容をレポートにまとめておく。(1時間） 

第 ９回 水耕栽培の実習 

〇事前学修 配布資料を基に水耕栽培の流れを学習しておく。(1時間） 

〇事後学修 実習内容をレポートにまとめておく。(1時間） 

第 １０回 野生植物の利用実習 

〇事前学修 近辺の植生について参考資料を参考に学習しておく。(1時間） 
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〇事後学修 実習内容をレポートにまとめておく。(1時間） 

第 １１回 圃場での作業 

〇事前学修 参考資料から実習の対象の作物について事前に学習しておく。(1時間） 

〇事後学修 実習内容をレポートにまとめておく。(1時間） 

第 １２回 水耕栽培野菜の調理 

〇事前学修 配布資料を基に水耕栽培の流れを学習しておく。(1時間） 

〇事後学修 実習内容をレポートにまとめておく。(1時間） 

第 １３回 圃場での作業 

〇事前学修 参考資料から実習の対象の作物について事前に学習しておく。(1時間） 

〇事後学修 実習内容をレポートにまとめておく。(1時間） 

第 １４回 圃場の片付け 

〇事前学修 圃場の整備に必要な作業を確認し必要な準備をしておく。(1時間） 

〇事後学修 実習内容をレポートにまとめておく。(1時間） 

第 １５回 授業のまとめ、レポート作成 

〇事前学修 これまでの配布資料をまとめ不明点をまとめておく。(1時間） 

〇事後学修 提出レポートについて再度見直し、不明点があれば調べる。(1時間） 

 

【テキスト】 

テーマごとにテキスト及び関連資料を配布する。 

【参考書・参考資料等】 

 中学校学習指導要領解説 技術・家庭科編（平成２９年６月）、文部科学省 

 学校園の栽培便利帳、日本農業教育学会 

【成績評価の方法等】 

 レポート（５０％）、積極的な授業への取り組み（５０％）で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

 生物育成に関する技術を学ぶ意志があること。 
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BM19-203200-D 

区  分 専門応用科目－バイオ生産系科目 担当教員 佐々木 慧 

授業科目 バイオプロセス工学 授業形態 

英  訳 Bioprocess engineering 単独 

配当年次 3年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

生物、特に植物、動物細胞、及び微生物細胞を用いてものづくり（物質生産）を行う上で基礎的に必要となる、生物

反応速度論、数学モデル、細胞培養プロセスのシステム解析、最適化技術、知的制御などを習得することを目的とす

る。さらに教育指導者として、植物工場、医療バイオプロセスなど、バイオプロセス工学の現代科学への貢献を理解

することも目的とする。 

【授業の到達目標】 

物質生産をするための、培養装置、生物反応速度論、数学モデル、培養プロセスのシステム解析、システムの最適化

、コンピュータによる知的制御などを幅広く理解し、各職業現場での適正な応用が可能なとなるようにする。 

【授業の概要】 

植物、動物細胞、微生物細胞を用いて物質生産をするための、培養装置、反応速度論、数学モデル、培養プロセスの

システム解析、システムの最適化、コンピュータによる知的制御などバイオプロセス工学の基礎を講義する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 バイオプロセスとは何か 

〇事前学修 バイオプロセス工学とはどのような学問か調べてくる。(1時間) 

〇事後学修 配布資料を復習し、講義の概要と目的を確認する。(1時間) 

第 ２回 生物反応速度論Ｉ 

〇事前学修 微生物の培養の目的について基礎的な知識を確認しておく。(1時間) 

〇事後学修 小テストを確認し授業の概要を復習する。(1時間) 

第 ３回 生物反応速度論Ⅱ 

〇事前学修 酵素反応の速度式について調べておく。(1時間) 

〇事後学修 小テストを確認し授業の概要を復習する。(1時間) 

第 ４回 物質収支とエネルギー収支 

〇事前学修 微生物培養における収支に影響する要因を調べておく。(1時間) 

〇事後学修 小テストを確認し授業の概要を復習する。(1時間) 

第 ５回 微生物、細胞培養工学 

〇事前学修 微生物培養の方式について調べておく。(1時間) 

〇事後学修 小テストを確認し授業の概要を復習する。(1時間) 

第 ６回 ジャーファーメンターによる培養 

〇事前学修 ジャーファーメンターについて事前に調べておく。(1時間) 

〇事後学修 小テストを確認し授業の概要を復習する。(1時間) 

第 ７回 中間まとめと小テスト 

〇事前学修 これまでの講義内容を復習しておく。(1時間) 

〇事後学修 小テストを確認し授業の概要を復習する。(1時間) 

第 ８回 微生物培養プロセスのシステム解析 

〇事前学修 微生物の大量培養について事前に調べておく。(1時間) 

〇事後学修 小テストを確認し授業の概要を復習する。(1時間) 

第 ９回 微生物、細胞培養装置の制御 

〇事前学修 微生物の大量培養装置に必要な機能ついて事前に調べておく。(1時間) 

〇事後学修 小テストを確認し授業の概要を復習する。(1時間) 

第 １０回 微生物、細胞培養装置の知的制御 

〇事前学修 酸素移動容量係数について事前に調べておく。(1時間) 
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〇事後学修 小テストを確認し授業の概要を復習する。(1時間) 

第 １１回 微生物培養槽の撹拌 

〇事前学修 微生物培養槽の方式について事前に調べておく。(1時間) 

〇事後学修 小テストを確認し授業の概要を復習する。(1時間) 

第 １２回 微生物培養槽の周辺装置 

〇事前学修 除菌フィルターの種類と特性について事前に調べておく。(1時間) 

〇事後学修 小テストを確認し授業の概要を復習する。(1時間) 

第 １３回 微生物培養の培地とシード 

〇事前学修 種菌と本培養の培地の特徴を事前に調べておく。(1時間) 

〇事後学修 小テストを確認し授業の概要を復習する。(1時間) 

第 １４回 生成物の回収と分離精製 

〇事前学修 遠心分離、フィルター、透析の原理について事前に調べておく。(1時間) 

〇事後学修 小テストを確認し授業の概要を復習する。(1時間) 

第 １５回 後半のまとめと達成度確認試験 

〇事前学修 ８回目以降の講義内容を再度復習すること。(1時間) 

〇事後学修 小テストを確認し授業の概要を復習する。(1時間) 

 

【テキスト】 

【参考書・参考資料等】 

バイオテクノロジー 第2版基礎原理から工業生産の実際まで （久保 幹ら著、大学教育出版） 

【成績評価の方法等】 

達成度確認テスト60%、出席と毎回の授業の概要の小テスト40%で評価する。 

評価が「合」 

【履修要件等】 

化学Ｉ，化学Ⅱ、酵素工学の履修が望ましい。 
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BM19-203210-C 

区  分 専門応用科目－バイオ生産系科目 担当教員 渡邊 真彦 

授業科目 物質分析技術 授業形態 

英  訳 Analytical Technology of Substances 単独 

配当年次 3年次 後期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 物質が持つ構造や性質を正確に把握するために機器分析技術が広く利用されている。この講義では、よくつかわれ

る手法について測定の原理、対象、データ解釈などに関する知識を深めることを目的とする。 

【授業の到達目標】 

 計測利用対象にふさわしい分析方法を選択し、その動作原理や適用対象・範囲について説明できるようになる。 

【授業の概要】 

 各種分析機器について動作原理、測定対象、データ処理や解釈について講義する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 化学分析法の種類と手法 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 ２回 試験体の化学的前処理法 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 ３回 分離濃縮法の基礎 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 ４回 重量法、容量法、吸光光度法 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 ５回 分光スペクトル分析の基礎（吸光、発光） 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 ６回 分光スペクトル分析（蛍光、ラマン） 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 ７回 原子スペクトル（原子吸光、ICP発光分析） 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 ８回 クロマトグラフィーの基礎 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 ９回 クロマトグラフィー（ガス、液体） 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 １０回 質量分析の基礎（ビーム収束、安定性） 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 １１回 ガスクロマトグラフと質量分析器の接続 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 
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〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 １２回 X線分析の基礎（X線の発生、回折） 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 １３回 X線分析（蛍光、オージェ分光） 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 １４回 核磁気共鳴分析の基礎 

〇事前学修 授業タイトルについて事前に調べておくこと（1時間） 

〇事後学修 講義内容について図表などを活用しまとめ理解しておくこと（1時間） 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 第 14回までの内容や演習問題について復習すること（2時間） 

〇事後学修 すべての内容を復習し理解すること（2時間） 

期末試験 

【テキスト】 

適宜プリントを配布する。 

【参考書・参考資料等】 

機器分析（化学実験テキスト研究会編、産業図書） 

【成績評価の方法等】 

期末試験(100%) による。 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-203220-C 

区  分 専門応用科目－バイオ生産系科目 担当教員 宮本 博子 

授業科目 公衆衛生学 授業形態 

英  訳 Public health science 単独 

配当年次 4年次 前期 必選別 選択 単位数 2 単位 

【授業の目的】 

 人々の集団としての健康水準に関する内容であることを理解するため、公衆衛生および公衆衛生行政の歴史と概念

を学び、上水道衛生、下水道衛生、公害対策、伝染病予防対策、感染症予防対策、地域保健活動、保険所の役割等を

概説する。さらに、生活環境衛生、住環境衛生に関する事例や、食品衛生、特に生活習慣病への対策を概説する。ま

た、学校保険、労働衛生管理など産業保健や老人保健に関する事例も概説する。 

【授業の到達目標】 

 食品製造および販売者など、食品にかかわる業種の就業に必要な基礎的知識を習得する。 

【授業の概要】 

 公衆衛生および公衆衛生行政の歴史と概念を講義した後に、上水道衛生、下水道衛生、公害対策、伝染病予防対策

、感染症予防対策、地域保健活動、保険所の役割等を概説する。さらに、近年重要となっている生活環境衛生、住環

境衛生に関する事例や、食品衛生、特に生活習慣病に対する対策を概説する。また、学校保険、労働衛生管理などの

産業保健や老人保健に関する事例も概説する。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 オリエンテーションと導入（公衆衛生の概念） 

〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。 

〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。 

第 ２回 地域保健サービスの体系 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ３回 母子保健対策 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ４回 精神障がい者の社会復帰対策 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出 

第 ５回 学校保健の体系と課題 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ６回 メタボリックシンドローム予防 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ７回 産業保健 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、次回小テストに備えて自学する。 

第 ８回 災害医療体制・医療安全対策・前半部分のまとめ小テスト 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 ９回 結核対策・エイズ予防対策 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 
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第 １０回 食中毒対応 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １１回 国際保健・栄養協力① 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、質問や授業の気づきをコメントシートに記入し次回提出。 

第 １２回 国際保健・栄養協力②グループワーク 

〇事前学修 グループワークに向けて開発途上国の保健衛生・栄養不良の状況を調べておくこと。 

〇事後学修 次回発表に向けてグループでプレゼンテーション資料を作成する。 

第 １３回 国際保健・栄養協力③発表 

〇事前学修 グループでプレゼンテーションの準備をする。 

〇事後学修 発表内容をまとめてレポート作成、次回提出。 

第 １４回 感染症の危機管理 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、小テストに備えて自学する。 

第 １５回 環境保健・環境衛生・上下水道・ 後半部分まとめの小テスト 

〇事前学修 ワークシートに目を通して、わかる部分は埋めておくこと。 

〇事後学修 授業内容を復習し、公衆衛生への理解を深める。 

 

【テキスト】 

必要に応じて、適宜プリントを配布する。 

【参考書・参考資料等】 

栄養科学シリーズ 公衆衛生学 （講談社 サイエンティフィク） 

保健所研修ノート （医歯薬出版株式会社） 

 

【成績評価の方法等】 

レポート提出（４０％）、小テスト（４０％）、積極的な授業への取り組み（２０％）で評

価する 

評価が「合」 

【履修要件等】 

食品衛生学の履修を求める。 
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BM19-301010-D 

区  分 専門科目 担当教員 

濱田 直巳、新川 英典，黄 樹偉、酒井 恒

、 歌谷 昌弘，渡邊 真彦，竹野 健次，佐

々木 慧 中村 格芳，中村 学，池坊 繁屋

、出木 秀典、古元 秀昭、北御門 雄大 

授業科目 ゼミナール 授業形態 

英  訳 Seminar クラス分け 

配当年次 3年次 後期 必選別 必修 単位数 2 単位 

【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。 

【授業の到達目標】 

 自分で課題を見つけて調べる能力や、発表やリポートにまとめる能力が身につくようにする。 

【授業の概要】 

 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。 

【授業計画と準備学修】 

第 １回 研究テーマの概略説明 

〇事前学修 研究室配属の時に渡された資料を熟読し、質問を整理しておく。 

〇事後学修 研究テーマについて各自調査する。 

第 ２回 関連する基礎知識の学習① 

〇事前学修 質問を整理しておく。 

〇事後学修 研究テーマについてまとめ、不明な点を各自調査する。 

第 ３回 関連する基礎知識の学習② 

〇事前学修 質問を整理しておく。 

〇事後学修 研究テーマについてまとめ、不明な点を各自調査する。 

第 ４回 関連する基礎知識の学習③ 

〇事前学修 質問を整理しておく。 

〇事後学修 研究テーマについてまとめ、不明な点を各自調査する。 

第 ５回 関連する基礎知識の学習④ 

〇事前学修 質問を整理しておく。 

〇事後学修 研究テーマについてまとめ、不明な点を各自調査する。 

第 ６回 関連分野の研究論文などの解読① 

〇事前学修 事前に論文を熟読し、質問を整理する。 

〇事後学修 不明な点を各自調査する。 

第 ７回 関連分野の研究論文などの解読② 

〇事前学修 事前に論文を熟読し、質問を整理する。 

〇事後学修 不明な点を各自調査する。 

第 ８回 研究テーマの検討① 

〇事前学修 質問を整理する。 

〇事後学修 研究テーマについてまとめ、不明な点を各自調査する。 

第 ９回 研究テーマの検討② 

〇事前学修 質問を整理する。 

〇事後学修 研究テーマについてまとめ、不明な点を各自調査する。 
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第 １０回 研究テーマの検討③ 

〇事前学修 質問を整理する。 

〇事後学修 研究テーマについてまとめ、不明な点を各自調査する。 

第 １１回 実験の進め方の検討 

〇事前学修 質問を整理する。 

〇事後学修 研究テーマについてまとめ、不明な点を各自調査する。 

第 １２回 実験① 

〇事前学修 実験手順や資料の確認 

〇事後学修 実験のまとめとデータ解析 

第 １３回 実験② 

〇事前学修 実験手順や資料の確認 

〇事後学修 実験のまとめとデータ解析 

第 １４回 結果の検討 

〇事前学修 不明な点や問題点を整理 

〇事後学修 発表の準備 

第 １５回 まとめ 

〇事前学修 発表の準備 

〇事後学修 最終的なまとめを作成し提出 

 

【テキスト】 

各研究室で適宜指定する。 

【参考書・参考資料等】 

各研究室で適宜指定する。 

【成績評価の方法等】 

テーマに取り組む姿勢およびリポートを総合的に評価する。研究室にもよるがリポート50%

、発表50%が基準である。 

 

評価が「合」 

【履修要件等】 
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BM19-401010-D 

区  分 専門科目 担当教員 

濱田直巳、新川英典，黄樹偉、酒井恒、 

歌谷昌弘，渡邊真彦，竹野健次，佐々木慧 

中村格芳，中村学，池坊繁屋、出木秀典 

授業科目 卒業論文 授業形態 

英  訳 Graduation Thesis クラス分け 

配当年次 4 年次  通年 必選別 必修 単位数 5 単位 

【授業の目的】 

研究を通して学問の奥深さ、先人の知恵、創造・探求の楽しさを体験することになる。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。 

【授業の到達目標】 

自分で課題を見つけて調べる能力や、発表やレポートにまとめる能力が身につくようにする。 

【授業の概要】 

「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。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。 

【授業計画と準備学修】 

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。 

 

〇事前学修 教員から示された課題について調べておき発表や質疑応答ができるようになっておくこと。 

〇事後学修 結果をまとめて報告書として記録する。 

【テキスト】 

各研究室で適宜指定する。 

【参考書・参考資料等】 

 各研究室で適宜指定する。 

【成績評価の方法等】 
テーマに取り組む姿勢およびリポートを総合的に評価する。 

研究室にもよるが普段の研究態度30％、論文40%、発表30%が基準である。 

評価が「合」 

 

【履修要件等】 

 

 


