
2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

国語Ⅲ 機械工学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 黒田譜美 

キーワード 科目概要 

思考力, 

読解力, 

記述力 

現代文では作品の分析・読解方法を習得し、多角的観点から表現されている

思考・感情を理解する。また目的に応じて効果的な形式方法で自己の考えを

客観的・論理的に表現する。古典・漢文では、作品内容を的確に捉え、そこ

に表れた人間、社会、自然に対する思想や感情を読み取ることを目的とす

る。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「精選現代文Ｂ」,中島国彦,明治

書院 

②「高等学校古典Ｂ」,久保田淳,明

治書院 

③「新訂国語総合ガイド」,井筒雅

風,京都書房 

① 「書き込み式漢字ベーシック」,

明治書院 

科目：国語Ⅰ,国語Ⅱ,国語Ⅳ, 

文化・思想 

資格：日本語検定 

評価方法 

評価項目 定期試験 小テスト 課題 学習態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 20 20 10   100 50 

後学期 50 20 20 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 成績は定期試験・小テスト・課題・学習態度等を総合的に判断して評価する。 

受講上のアドバイス 

・ノートは板書したものだけではなく、口頭での説明も書くようにすること。 

・課題は必ず実行すること。 

・辞書は必ず用意すること。また、辞書を常に引くように心がけ、知らない言葉を確認し、着実に身に付けるこ

と。 

・対象作品は徹底的に読み込むこと。 

・さまざまなジャンルの書物を読むよう心がけること。 

科目の達成目標 

① 漢文を正確に訓読し、内容を理解できる。 

② 文章に描かれた人物、情景、心情などを表現に即して読み味わうことができる。 

③ 文章の構成・展開の特色を把握し、正確に読解できる。 

④ 自分の考えを明快な文章構成や語彙力で表現できる。 

  

  

関連する本校の学習・教育目標 人間性 

問い合わせ・質問先 1階104室（教員室） 

オフィスアワー 金曜日 15：10～16：50 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 漢文とは 漢文の基本知識を理解できる。 
  

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

第2週 訓読について 訓読について理解できる。 
配布資料を通読する。 15 

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

第3週 「史記」Ⅰ 
「史記」の基本知識を理解でき

る。 

配布資料を通読する。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第4週 「史記」Ⅱ 
「鴻門之会」を正確に読解でき

る。 

指定箇所を訓読する。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第5週 「史記」Ⅲ 
「鴻門之会」を正確に読解でき

る。 

指定箇所を訓読する。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第6週 「史記」Ⅳ 
「鴻門之会」を正確に読解でき

る。 

指定箇所を訓読する。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第7週 「史記」Ⅴ 
「鴻門之会」を正確に読解でき

る。 

指定箇所を訓読する。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第8週 「史記」Ⅵ 
「鴻門之会」を正確に読解でき

る。 

指定箇所を訓読する。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第9週 「史記」Ⅶ 
「鴻門之会」を正確に読解でき

る。 

指定箇所を訓読する。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第10週 「檸檬」Ⅰ 
作者の年譜的事実を把握し、理解

できる。 

配布資料を通読する。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第11週 「檸檬」Ⅱ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に読解できる。 

配布資料を通読する。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第12週 「檸檬」Ⅲ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に読解できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第13週 「檸檬」Ⅳ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に読解できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第14週 「檸檬」Ⅴ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に読解できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

 

第15週 「檸檬」Ⅵ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に読解できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 評論の読み方について 評論の読み方を理解できる。 
  

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

第2週 接続詞 接続詞の使い分けを理解できる。 
配布資料の課題を解く。 15 

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

第3週 主張と根拠 
根拠を示して意見を述べることが

できる。 

配布資料の課題を解く。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第4週 要約Ⅰ 要約の方法を理解できる。 
配布資料の課題を解く。 15 

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

第5週 要約Ⅱ 要約の方法を理解できる。 
配布資料の課題を解く。 15 

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

第6週 
「脳のなかの古い水路」

Ⅰ 

構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第7週 
「脳のなかの古い水路」

Ⅱ 

構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第8週 
「脳のなかの古い水路」

Ⅲ 

構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第9週 「いのちのかたち」Ⅰ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第10週 「いのちのかたち」Ⅱ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第11週 「いのちのかたち」Ⅲ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第12週 「猫は後悔するか」Ⅰ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第13週 「猫は後悔するか」Ⅱ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第14週 「猫は後悔するか」Ⅲ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

 

第15週 「猫は後悔するか」Ⅳ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

 定期試験     

 自己点検     

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

歴史Ⅱ 機械工学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 大崎富雄 

キーワード 科目概要 

ヨーロッパ, 

歴史認識, 

文明の文法, 

キリスト教 

我々が生活している世界は、今後どのような方向に進んでいくのか。これを

考察するに際して最も必要なことは、世界の歴史と文化についてただ単なる

表層知識だけではなく、その本質的な内在論理の究明である。これらをヨー

ロッパ世界を中心に、様々な領域のこれまでの人類の知の集積を駆使しなが

ら、その多面性を抽出したい。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① 「世界史B」福井憲彦、東京書籍 

② 「明快世界史図説エスカリエ」

１１訂版、帝国書院 

随時、紹介する 
科目：歴史Ⅰ 

資格： 

評価方法 

評価項目 定期試験 レポート 学習態度    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 60 30 10    100 50 

後学期 60 30 10    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

成績は定期試験・レポート・学習態度などを総合的に判断し評価する。学年評価は前・後学期との

平均とする。 

 

受講上のアドバイス 

・ノートは板書したものだけではなく、口頭での説明も書くこと。 

・授業で紹介する参考文献は読むように心がけること。 

・様々な事象を多角的に捉え、徹底的に思考する習慣をみにつけること 

科目の達成目標 

①  文明の生成、構造、特質について理解することができる。 

②  歴史の断片的資料群からその記憶の再生、想起について理解することができる。 

③  歴史認識について理解することができる。 

④  ヨーロッパ世界の形成について理解することができる。 

⑤  宗教の方法論的構造が理解できる。 

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 人間性 

問い合わせ・質問先 １階104室（教員室） 

オフィスアワー 金曜日 16:00～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 歴史とは何か 歴史認識が理解できる。 
  

 
歴史認識を整理する。 30 

第2週 先史の世界Ⅰ 人類の発生形態が理解できる。 
教科書pp22-25を読む。 30 

 
事項をノートで確認する。 30 

第3週 先史の世界Ⅱ 
地域文化の形成過程が理解でき

る。 

教科書pp26-27を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第4週 古代オリエントⅠ 
古代オリエントの特質が理解でき

る。（メソポタミア文明） 

教科書pp28-31を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第5週 古代オリエントⅡ 
古代オリエントの特質が理解でき

る。（エジプト文明） 

教科書pp32-33を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第6週 古代オリエントⅢ 
古代オリエントの特質が理解でき

る。（古代オリエントの統一） 

教科書pp33-38を読む。 30 
 

課題を調べる。 30 

第7週 古代ギリシアⅠ 

ギリシア文明の特質が理解でき

る。（エーゲ文明、古典期ギリシ

ア） 

教科書pp39-41を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第8週 古代ギリシアⅡ 
ギリシア文明の特質が理解でき

る。（古典期ギリシア） 

教科書pp41-43を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第9週 古代ギリシアⅢ 
ギリシア文明の特質が理解でき

る。（ヘレニズム世界） 

教科書pp44-45を読む。 30 
 

課題を調べる。 30 

第10週 ローマⅠ 
ローマの特質が理解できる。(共

和制ローマ) 

教科書pp46-51を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第11週 ローマⅡ 
ローマの特質が理解できる。（ロ

ーマ帝国） 

教科書pp52-55を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第12週 ローマⅢ 
ローマの特質が理解できる。（ロ

ーマ文化） 

教科書pp52-53を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第13週 キリスト教Ⅰ 
キリスト教の原初形態が理解でき

る。 

教科書p35を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第14週 キリスト教Ⅱ 
原始キリスト教の特質が理解でき

る。 

教科書p54を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

 

第15週 キリスト教Ⅲ 
キリスト教の理論的展開が理解で

きる。 

教科書pp56-57を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
中世ヨーロッパⅠ 

（西ヨーロッパ世界） 

西ヨーロッパ世界の風土と民族に

ついて理解できる。 

教科書pp144-145を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第2週 
中世ヨーロッパⅡ 

（西ヨーロッパ世界） 

西ヨーロッパ世界の成立が理解で

きる。 

教科書pp146-147を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第3週 
中世ヨーロッパⅢ（西ヨ

ーロッパ封建社会） 

西ヨーロッパ封建社会の成立過程

が理解できる。 

教科書pp148-149を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第4週 
中世ヨーロッパⅣ（西ヨ

ーロッパ封建社会） 

西ヨーロッパ封建社会の特質が理

解できる。 

教科書pp148-151を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第5週 
中世ヨーロッパⅤ 

（東ヨーロッパ世界） 

東ヨーロッパ世界の特質が理解で

きる。 

教科書pp140-143を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第6週 
中世ヨーロッパⅥ 

（中世都市の成立） 
中世都市の特質が理解できる。 

教科書pp154-156を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第7週 
中世ヨーロッパⅦ 

（十字軍） 

十字軍の背景と特質が理解でき

る。 

教科書pp151-154を読む。 30 
 

課題を調べる。 30 

第8週 
中世ヨーロッパⅧ（封建

社会の崩壊） 

封建社会の崩壊の要因が理解でき

る。 

教科書pp159-163を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第9週 
中世ヨーロッパⅨ 

（中世文化） 
中世文化の特質が理解できる。 

教科書pp157-158を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第10週 
近代ヨーロッパⅠ 

（ルネサンス） 
ルネサンスの背景が理解できる。 

教科書pp164-166を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第11週 

 

近代ヨーロッパⅡ 

（ルネサンス） 
ルネサンスの特質が理解できる。 

教科書pp166-167を読む。 30 
 

課題を調べる。 30 

第12週 

 

近代ヨーロッパⅢ 

（ルネサンス） 

ルネサンスの現代的意義が理解で

きる。 

教科書pp166-167を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第13週 

 

近代ヨーロッパⅣ 

（宗教改革） 
宗教改革の特質が理解できる。 

教科書pp241-243を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第14週 

 

近代ヨーロッパⅤ 

（宗教改革） 

ドイツ・スイス・イギリスの宗教

改革の特質が理解できる。 

教科書pp243-244を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

 

第15週 

 

近代ヨーロッパⅥ 

（反宗教改革） 
カトリックの改革が理解できる。 

教科書pp244を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

線形代数Ⅱ 機械工学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 渡辺秀治 

キーワード 科目概要 

数列, 

漸化式, 

数学的帰納法,               

行列式, 

固有値・固有ベクトル 

数列において最も基本となる等差数列と等比数列について、その性質や一般

項の求め方、その和の計算やシグマ記号について学習する。さらに、数列の

応用としてはいろいろな数列の一般項の求め方や、漸化式と数学的帰納法に

ついても学ぶ。これに加えて、線形代数Ⅰで学んだ行列の内容をさらに進

め，行列式についての基本的な性質と行列式の展開、行列式を用いた逆行列

の求め方について学習する。さらに、行列式の応用として重要となる線形変

換と固有値についても学ぶ。これらの内容を問題演習を通して習熟すること

によって、専門科目で必要となる数列や行列・行列式を用いた数学的手法と

計算技術を身に付けることを目的とする． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「数学Ｂ Advanced」、 

俣野博／河野俊丈編、東京書籍 

② 新版「線形代数」、 

岡本和夫編、  実教出版 

①「Prime数学Ｂ」、 

東京書籍編集部編、東京書籍 

②新版「線形代数」演習、 

  岡本和夫編、実教出版 

科目：応用数学Ⅰ［４年次］ 

   応用数学Ⅱ［５年次］ 

数理統計 ［５年次］ 

資格：実用数学技能検定（準１級） 

評価方法 

評価項目 中間テスト 定期試験 
課題 

(小テスト) 
出席・態度   計 

学年評価に 
対する割合(%) 

前学期 30 30 30 10   100 50 

後学期 30 30 30 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

① 評価のために、学期末の定期試験に加えて，中間テストを適時行う。 

② 課題は各定期試験後回収する。また、学生の理解度に応じて、提出課題の代わりに小テスト

を課すことがある。 

受講上のアドバイス 

① 自ら学ぶ姿勢を身につけること！ 

② 授業用プリントを整理し、試験の際に有意義に活用するために、フラットファイルを準備すること。  

③ 質問は遠慮なくすること。ただし、その場合には適切で効果的な質問の仕方をすること。  

④ 課題は、必ず実行し、提出期限は守ること。 

科目の達成目標 

① 等差数列・等比数列の定義を理解し、その一般項や和を求めることができる。 

② 和の記号シグマの性質を用いて、数列の和を計算することができる。 

③ 漸化式を理解し、その式が表す数列の一般校を求めることができる。 

④ サラスの方法や余因子展開などを利用して、行列の行列式の値を求めることができる。 

⑤ クラメルの方法や逆行列を用いて、連立１次方程式を解くことができる。 

⑥ 固有値・固有ベクトルを求めることができる。 

関連する本校の学習・教育目標 基礎力 

問い合わせ・質問先 2階215号室（数理教員室） 

オフィスアワー 月曜日  16:00～17:00 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
ガイダンス 

【数学Ｂ】数列の定義 

学習内容と目的を理解し、学習を

するうえで必要となる既習事項を

確認する。 

教科書：P6～7を熟読する 15 
 

Prime：1～2を解く。 20 

第2週 等差数列 

数列の定義や用語を理解すること

ができ、等差数列の一般項を求め

ることができ 

教科書：P8～10を熟読する 20 
 

Prime：3～8を解く。 40 

第3週 等差数列の和 
等差数列の和の求め方を理解し、

その値を求めることができる。 

教科書：P11～13を熟読する 20 
 

Prime：17～22を解く。 40 

第4週 
等比数列 

等比数列の和（１） 

等比数列の定義を理解し、その一

般項およびその和を求めることが

できる。 

教科書：P14～17を熟読する 20 
 

Prime：32～37を解く。 40 

第5週 等比数列の和（２） 
等差および等比数列の一般項およ

びその和が求められる。 

教科書：P17～19を熟読する 20 
 

Prime：42～44,50を解く。 40 

第6週 和の記号Σ（１） 
和の記号∑の公式を自分で導出す

ることができる。 

教科書：P20～22を熟読する 20 
 

Prime：51～55を解く。 40 

第7週 
和の記号Σ（２） 

中間テスト 

和の記号∑の性質を用いて、数列

の和を計算することができる。 

教科書：P22～23を熟読する 20 
 

Prime：56～59を解く。 40 

第8週 
自己点検 

いろいろな数列（１） 

等差・等比数列ではない数列の一

般項を求めることができる。 

教科書：P24～26を熟読する 20 
 

Prime：62～63を解く。 40 

第9週 いろいろな数列（２） 
少し複雑な数列や群数列を理解す

ることができる。 

教科書：P27～29を熟読する 20 
 

Prime：64～66を解く。 40 

第10週 いろいろな数列（３） 
群数列の一般項を理解することが

できる。 

試験範囲の復習を行う 60 
 

試験の復習を行う 60 

第11週 漸化式（１） 
漸化式の意味が分かる。簡単な漸

化式から一般項を求められる。 

教科書：P31～32を熟読する 20 
 

Prime：72～73を解く。 40 

第12週 漸化式（２） 
二項間漸化式を解くことが出来

る。 

教科書：P32～35を熟読する 20 
 

Prime：74～76を解く。 40 

第13週 漸化式（３） 
少し複雑な漸化式を解くことが出

来る。 

教科書：P41,44～45を熟読する 20 
 

Prime：77～80,83を解く。 40 

第14週 数学的帰納法（１） 
数学的帰納法を用いた簡単な証明

を理解することができる。 

教科書：P36～37を熟読する 20 
 

Prime：86を解く。 40 

 

第15週 数学的帰納法（２） 
数学的帰納法を用いた簡単な証明

を理解することができる。 

教科書：P38～39を熟読する 20 
 

Prime：87～89を解く。 40 

 定期試験  
試験範囲の復習を行い，試験に

備える 
  

 自己点検・自己評価 答案の返却および自己点検 
試験で間違えた箇所を再度見直

す。 
  

 

 



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
【線形代数】 

行列式の定義（１） 

サラスの方法を用いて、２次また

は３次の正方行列の行列式を求め

ることができる。 

教科書：P98～99を熟読する 20 
 

演習：100～101を解く。 40 

第2週 行列式の定義（２） 

偶順列・奇順列について理解し、

順列と符号の関係を示すことがで

きる。 

教科書：P100～101を熟読する 20 
 

演習：102を解く。 40 

第3週 n次正方行列の行列式 
n次行列の行列式を求めることが

できる。 

教科書：P103を熟読する 20 
 

演習：103を解く。 40 

第4週 
行列式の性質 

行列の積の行列式 

行列の性質を理解することができ

る。 

教科書： 104-110,117-118を熟

読する 
20 

 

問題集：104＆108を解く 40 

第5週 文字を含む行列式 
文字を含む行列式の計算をするこ

とができる。 

教科書：P111～112を熟読する 20 
 

問題集：105～106を解く。 40 

第6週 行列式の展開（１） 
行列式の小行列式と余因子を理解

することができる。 

教科書：P113～115を熟読する 20 
 

教科書：練習13を解く 40 

第7週 
行列式の展開（２） 

中間テスト 

小行列式と余因子を使って、行列

式の展開計算ができる。 

教科書：P114～116を熟読する 20 
 

問題集：107＆109を解く。 40 

第8週 
自己点検 

行列式と逆行列（１） 

行列式を用いて行列の逆行列を求

めることができる。 

教科書：P120～121を熟読する 20 
 

問題集：114を解く。 40 

第9週 行列式と逆行列（２） 
行列式を用いて行列の逆行列を求

めることができる。 

教科書：P121～122を熟読する 20 
 

教科書：練習1を解く。 40 

第10週 
行 列 式 と 連 立 方 程 式

（１） 

クラメルの公式を用いて、連立方

程式の解を求めることができる。 

教科書：P123～128を熟読する 20 
 

問題集：115,116を解く。 40 

第11週 
行 列 式 と 連 立 方 程 式

（２） 

行列式の図形的意味 

行列式を用いて、図形の面積や体

積を求めることができる。 

教科書：P129～132を熟読する 20 
 

問題集：117,118を解く。 40 

第12週 
一次独立と一次従属 

固有値と固有ベクトル

（１） 

行列の固有値・固有ベクトル・固

有方程式の定義を理解することが

できる。 

教科書：P132～135を熟読する 20 
 

問題集：119を解く。 40 

第13週 
固有値と固有ベクトル

（２） 

正方行列に対して、固有値・固有

ベクトルを求めることができる。 

教科書：P162～167を熟読する 20 
 

問題集：153を解く。 40 

第14週 行列の対角化（１） 
与えられた行列を対角化すること

ができる。 

教科書：P168～174を熟読する 20 
 

問題集：154＆155を解く。 40 

 

第15週 行列の対角化（２） 

対称行列に対して、固有値と固有

ベクトルの性質を理解し、対角化

することができる。 

教科書：P175～179を熟読する 20 
 

問題集：156～158を解く。 40 

 定期試験  
試験範囲の復習を行い，試験に

備える 
  

 自己点検・自己評価 答案の返却および自己点検 
試験で間違えた箇所を再度見直

す。 
  

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

微分積分Ⅱ 機械工学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ４ 通年 講義 中泉俊一 

キーワード 科目概要 

微分法, 

曲線の凹凸, 

 不定積分, 

  定積分, 

  条件付き確率, 

  確率分布, 

  確率変数の平均と分散, 

  二項分布・正規分布 

微分積分Ⅰで学んだ整式の微分と積分を、三角関数・対数関数・指数関数の微分と

積分へと発展させる。問題演習を通してこの新たな微分と積分の内容を学び、その

計算に習熟するものとする。さらに、微分の応用として関数の増減と極大・極小、

積分の応用として図形の面積・体積の計算方法についても学習する。この微分積分

の概念を用いることで、数理工学の分野において扱われる現象を解析し、理解でき

るようになることを目的とする。これに加えて，基礎数学Ⅰの確率では取り扱わな

かった条件付き確率を学習し，確率変数の平均と分散を求めること、二項分布・正

規分布を理解することで，観察や実験を通して得られたデータを統計的に処理する

ための基礎を身に付けることを目的とする。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「数学Ⅲ」, 

   俣野博／河野俊丈編,東京書籍 

②「数学Ｂ」Advanced, 

   俣野博／河野俊丈編,東京書籍 

①「ニューアシスト新編数学Ⅲ」, 

東京書籍編集部編,東京書籍 

①PRIME 数学Ｂ,東京書籍編集部編, 

東京書籍 

科目：微分積分Ⅰ  [２年次]、 

    ：線形代数Ⅰ [２年次] 

資格：実用数学技能検定 

      (２級・準２級） 

評価方法 

評価項目 
定期試験  

中間テスト 
小テスト 課題 授業態度 計 

学年評価に 
対する割合(%) 

前学期 60 20 10 10 100 50 

後学期 60 20 10 10 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

定期試験・中間テスト：授業における講義内容と演習の成果を総合的に判断することを目的として、複数回

の試験・テストを実施する。これらの試験・テスト（100点満点）の平均の６割を評価に加える。 

小テスト：授業における内容の理解度を把握するために授業時間内に小テストを実施する。 

演習課題：理解度や演習量を把握するために演習課題を適時回収し評価する。また，長期休暇期間中におけ

る課題や授業ノート・自学自習ノートの内容も内容によって評価に加えるものとする。 

授業態度：授業を遅刻・早退・欠席した者、授業態度が不良の者については評価からの減点を行う。 

受講上のアドバイス 

授業は講義と小テストは連動しています。小テストを毎時限行います。演習課題は、教科書の問題を中心としたプリント

で、次の授業の前日までに提出してもらいます。 

この科目を受講する上で、以下のことを守ってください。 

 ①ノートは大学ノートを使用すること。ルーズリーフは極力使用しないでください。 

 ②授業用プリントを整理し、試験の際、有意義に活用するために、フラットファイルを準備すること。 

 ③質問は何時でも遠慮なくしてください。よくわからないことがあったら、必ず質問して、そのままにしないよう心がけ

てください。 

科目の達成目標 

① 増減表を用いて関数のグラフを書くことができる。 

② 関数の極値や最大値・最小値をグラフを用いて求めることができる。 

③ 第２次導関数を用いて、関数の凹凸を求めることができる。 

④ 定積分を用いて、図形の面積を求めることができる。 

⑤ 置換積分や部分積分を用いて、積分の計算ができる。 

⑥ 回転体の体積を積分を用いて求めることができる。 

関連する本校の学習・教育目標 基礎力 

問い合わせ・質問先 2階215室（数理教員室） 

オフィスアワー 火曜日 16:00～17:00 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 関数の極限 

関数の極限値を求めることができる。

さらには、ロピタルの定理を用いて、

極限値を求めることができる。 

教科書pp.109-116を読み、関数の極

限値の求め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.109-116 問1-3、6-9、 

問題集178-181、185-186を解く。 
30 

第2週 三角関数と極限 

関数の連続性 

三角関数の極限値を求めることができ

る。さらに、中間値の定理を理解する

ことができる。 

教科書pp.117-126を読み、三角関数

の極限と中間値の定理を理解する。 
20 

 
教科書pp.118-120問10-12を解く。

問題集191-194、197を解く。 
30 

第3週 導関数 

積・商の微分法 

導関数の定義と性質を理解することが

できる。積の微分法、商の微分法を用

いて、導関数を求めることができる。 

教科書pp.132-139を読み、導関数の

定義と性質を理解する。 
20 

 
教科書pp.134-139問3-4、7-10、 

問題集227-229、230-232を解く。 
30 

第4週 
 

合成関数の微分法    

 

合成関数の微分法を用いて、導関数を

求めることができる。逆関数・媒介変

数で表示された関数等、さまざまな関

数の導関数を求めることができる。 

教科書pp.140-145を読み、様々な関

数の導関数の求め方を理解する。 
20 

 
教科書 pp.140-145問 11-17、 21、 

問題集234-235、237-238を解く。 
30 

第5週 前学期中間テスト(1) 

三角関数の導関数 

三角関数の導関数を求めることができ

る。 

教科書pp.147-148を読み、三角関数

の導関数の求め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.148問1-2を解く。 

問題集246-247を解く。 
30 

第6週 対数関数の導関数 

対数関数の導関数を求めることができ

る。さらに、対数微分法を用いて、導

関数を求めることができる。 

教科書pp.149-152を読み、対数関数

の導関数の求め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.150-152問3-5を解く 。

問題集 250-251、253を解く。 
30 

第7週 指数関数の導関数 
指数関数の導関数を求めることがで

きる。 

教科書pp.153を読み、指数関数の導

関数の求め方を理解する。 
20 

 
教科書 pp.150-152問 3-5を解く。 

問題集250-251、253を解く。 
30 

第8週 高次導関数 高次導関数を求めることができる。 

教科書pp.154-155を読み、高次導関

数の求め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.154-155問9-12を解く。 

問題集258-259を解く。 
30 

第9週 接線・法線の方程式 

平均値の定理 

微分係数を用いて、接線や法線の方程

式を求めることができる。さらに、平

均値の定理を理解することができる。 

教科書pp.164-167を読み、接線の方

程式と平均値の定理を理解する。 
20 

 
教科書 pp.165-167問 1-6を解く。 

問題集280-282、284を解く。 
30 

第10週 前学期中間テスト(２) 

関数の増減 

第１次導関数を用いて、増減表を作成

することができる。 

教科書pp.170-171を読み、関数の増

減と増減表について理解する。 
20 

 
教科書pp.154-155問9-12を解く。 

問題集258-259を解く。 
30 

第11週 関数の極大・極小 

得られた増減表から関数のグラフを

書き、極大と極小を求めることがで

きる。 

教科書pp.172-175を読み、関数の極

大・極小について理解する。 
20 

 
教科書pp.173-175問11-13を解く。

問題集295を解く。 
30 

第12週 第２次導関数と 

グラフ[1] 

第１次導関数と第２次導関数を用い

て、増減表を作成することができ

る。 

教科書pp.176-178を読み、曲線の凹

凸と変曲点について理解する。 
20 

 
教科書pp.177-178問14-16を解く。

問題集 301-303を解く。 
30 

第13週 第２次導関数と 

グラフ[2] 

曲線の凹凸を調べて変曲点を求め、そ

れをもとに、グラフを書くことができ

る。 

教科書pp.179-181を読み、関数の、

グラフを書く。 
20 

 
教科書pp.179-181問17-18を解く。

問題集304-305を解く。 
30 

第14週 最大・最小 
微分法を用いて、関数の最大値と最小

値を求めることができる。 

教科書pp.182-183を読み、関数の最

大値と最小値を求める。 
20 

 
教科書 pp.182-183問 1-2を解く。 

問題集 307-308を解く。 
30 

 

第15週 速度・加速度 

近似式 

速度と加速度を求めことができる。ま

た、微分法を利用した関数の近似につ

いて理解できる。 

教科書pp.186-191を読み、媒介変数

表示された関数の微分法等を理解。 
20 

 
教科書pp.186-191問6-11、 

問題集319-321、324-331を解く 
30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 不定積分 
三角関数や指数・対数関数の不定積分

を求めることができる。 

教科書pp.198-201を読み、不定積分

の求め方を理解する。 
20 

 
教 科 書 pp.199-201 問 1-4     

問題集 350-354を解く。 
30 

第2週 置換積分法 
置換積分法を用いて、関数の不定積分

を求めることができる。 

教科書pp.202-205を読み、置換積分

法を理解する。 
20 

 
教科書pp.202-205 問5-9 

問題集 355-359を解く。 
30 

第3週 部分積分法 
部分積分法を用いて、関数の不定積分

を求めることができる。 

教科書pp.205-206を読み、部分積分

法を理解する。 
20 

 
教科書pp.206問10-11を解く。 

問題集 361-363を解く。 
30 

第4週 いろいろな関数の不定積分 
分数関数の不定積分を求めることがで

きる。 

教科書pp.207を読み、不定積分の求

め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.207問12を解く。 

問題集 365-367を解く。 
30 

第5週 いろいろな関数の不定積分 

後学期中間テスト(1) 

三角関数における積を和・差になす公

式を用いて、不定積分を求めることが

できる。 

教科書pp.208-209を読み、三角関数

の不定積分を解法を理解。 
20 

 
教科書pp.208-209問13-14、 

問題集 368-369を解く 
30 

第6週 定積分 
三角関数や指数・対数関数の定積分を

求めることができる。 

教科書pp.210-212を読み、定積分の

求め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.211-212問1-3、 

問題集 374-375を解く 
30 

第7週 定積分の置換積分法 
置換積分法を用いて、関数の定積分を

求めることができる。 

教科書pp.213-216を読み、置換積分

法を用いた解法を理解する。 
20 

 
教科書pp.213-216 問5-9、 

問題集378-384を解く。 
30 

第8週 定積分の部分積分法 
部分積分法を用いて、関数の定積分を

求めることができる。 

教科書pp.217を読み、部分積分法を

用いた定積分の求め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.217 問10、 

問題集 386-387を解く。 
30 

第9週 定積分と区分求積法 

定積分と不等式 

定積分に関するさまざまな応用問題を

解くことができる。 

教科書pp.218-224を読み、定積分に

関するさまざまな応用問題を解く。 
20 

 
教科書pp.218-224問11-16、 

問題集 388、390、412、415。 
30 

第10週 面積・体積・長さ (1) 
定積分を用いて、図形の面積と体積を

求めることができる。 

教科書pp.227-242を読み、面積と体

積や解法を理解する。 
20 

 
教科書pp.227-242  問1～問11  

問題集 391-394 401-406 解く。 
30 

第11週 
後学期中間テスト(2) 

面積・体積・長さ (2) 

 

定積分を用いて、図形の曲線の長さ求

めることができる。 

教科書pp.227-242を読み、体積や曲

線の長さの解法を理解する。 
20 

 教科書pp.227-242 例題5～10 問12 

～15 問題集 391-394 401-406 を 

解く。 

30 

第12週 
[数学Ｂ] 

事象の独立と従属 

確率変数と確率分布 

確率の乗法定理を用いて、確率を計算

すること、確率変数の確率分布表を作

ることができる。 

教科書pp116-121を読み、確率分布

について理解する。 
20 

 
教科書pp.116～121問1-2、4-8 

問題集 268-274を解く。 
30 

第13週 確率分布の平均と分散 
確率変数の平均、分散、標準偏差を求

めることができる。 

教科書 pp122-134を読み、平均 分

散 標準偏差の求め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.122-134 問9-16、 

問題集275-281 289-292 を解く 
30 

第14週 確率変数の和・積 

二項分布 

確率変数の二項分布の平均と分散を求

めることができる。 

教科書pp130-139を読み、二項分布 

について理解する。 
20 

 
教科書pp.135-139  問21-25を解

く。 
30 

 

第15週 正規分布 
正規分布での確率を求めることができ

る。 

教科書pp140-147を読み、 正規分布

について理解する。 
20 

 
教科書pp.140-147 問1-問5 問4を

解く。 
30 

 定期試験     

 自己点検 解答返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

物理化学Ⅲ 機械工学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 高橋丈雄 

キーワード 科目概要 

力のモーメント， 

単振動， 

等速円運動， 

気体分子運動論， 

波動 

物理学および化学は、工学を学ぶ上で重要な基礎となる科目である。物理化

学Ⅲでは、1・２年次で学習したことをもとに、高学年での専門科目で必要な

基本的な知識や問題の解法を学習し、専門科目へとつなげる。 

１・２年次に学習した物理の内容を土台にして、さらに内容を発展させる。

また一年を通して、講義で扱う用語や科学的な言い回しを日本語だけで無く

英語でも教えていく。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「改訂 物理」三浦 登他，東京書籍 

②「改訂レッツトライノート 物理 Vol.1 

力学編」 

③「改訂レッツトライノート  

物理 Vol.2 熱・波編」 

 

資格：危険物取扱者 

評価方法 

評価項目 定期試験 中間テスト 課題 態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 30 30 30 10   100 50 

後学期 30 30 30 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

各学期の評価で評価し、６０点に満たない者は補習または再試をおこなう。 

各学期の中間テストおよび定期試験の内容は，通常の学習の成果を測定することを目的として行

う。 

課題は、確認の小テスト・英語の単語テストも含む。 

受講上のアドバイス 

① 問題練習を行ったものを保管しておけるようにファイルを用意すること。 

② 問題には納得するまで取り組み，理解できない問題は問題解説の際にしっかり確認し、質問すること。 

③ 宿題・課題は必ず提出すること。 

④ 予習、復習リストを参考に、予復習に取り組むこと。 

科目の達成目標 

①  剛体のつり合いについて、説明できる。 

② 等速円運動について説明できる 

③ 単振動について、等奥円運動と関連づけて説明できる 

④ 気体の熱運動を説明することができる。 

⑤ 波の性質について説明することができる。 

   ⑥ ドップラー効果について説明することができる。 

関連する本校の学習・教育目標 基礎力 

問い合わせ・質問先 1階110室（主事室） 

オフィスアワー 月曜日 15:10～16:50 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週  Summary 
１，2年で学習した物質量やSI単

位、力の合成・分解について問

題を解くことができる。 

演習プリントを解く 20 
 

間違った箇所を見直す 20 

第2週 
力のつり合い 

力のモーメント 

力のモーメント、剛体における

力のつり合いを理解することが

できる。 

教科書P6～9を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P2～3 を解く 20 

第3週 
剛体にはたらく力のつ

りあい 

力のモーメントのつりあい、および

剛体にはたらく力のつりあいの式を

たて、それを解くことが出来る 

教科書P10～12を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P4～5 を解く 20 

第4週 重心 
物体の重心を計算や作図で求め

ることができる。 

教科書P13～16を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P6～7 を解く 20 

第5週 問題演習 
剛体のつりあい、および重心の

問題を解くことができる。 

教科書P17章末問題を解く 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P8～9 を解く 20 

第6週 円運動 
等速円運動における物理量の表

し方、意味が理解できる。 

教科書P32～37を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P16～17 を解く 20 

第7週 慣性力 
慣性力や遠心力を理解し、非慣

性系での運動を説明できる。 

教科書P38～41を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P18～21 を解く 20 

第8週 
学習のまとめ 

前学期中間テスト 

これまで学習してきた内容を振

り返ることができる。 

いままで解いた問題を見直す 60 
 

試験の復習をする 20 

第9週 
自己点検 

惑星の運動 

テストの返却と解説 

ケプラーの法則を理解すること

ができる。 

教科書P42～43を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P22～23 を解く 20 

第10週 万有引力 

万有引力を理解できる。惑星の

運動を等速円運動に近似するこ

とで、イメージすることができ

る。 

教科書P46～51を読む 20 

 
ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P24～25 を解く 20 

第11週 単振動 

単振動と等速円運動の関係を理

解し、単振動の速度加速度を求

めることができる。 

教科書P54～57を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P28～29 を解く 20 

第12週 ばね振り子 
水平ばね振り子や鉛直ばね振り

子の問題を解くことができる。 

教科書P58～60を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P30～31 を解く 20 

第13週 
単振り子 

単振動のエネルギー 

単振り子の問題を解くことがで

きる。単振動のエネルギーを理

解することができる。 

教科書P61～63を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P32～33 を解く 20 

第14週 問題演習 
単振動の種々の問題を解くこと

ができる。 

教科書P65章末問題を解く 60 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P34～35 を解く 60 

第15週 まとめと演習 
これまでの内容を確認し、問題

演習を説くことができる。 

これまでの内容を見直す 20 
 

演習問題 を解く 20 

 定期試験     

 自己点検 テストの返却と解説    

 

  



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 気体の法則（復習） 

ボイル、シャルル、ボイルシャ

ルルの法則、気体の状態方程式

を使うことができる。 

教科書P98～103を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P4～5を解く 20 

第2週 
気体分子の熱運動

（１） 

気体分子の熱運動を説明ができ

る。 

教科書P104～107を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P6～7を解く 20 

第3週 
気体分子の熱運動

（２） 

気体分子の熱運動と内部エネル

ギーの関係を説明ができる。 

教科書P108を読む 20 
 

教科書P109章末問題を解く 20 

第4週 気体の状態変化 

熱力学第１法則を使って、定圧

変化、定積変化、断熱変化を説

明できる。 

教科書P110～115を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P8～13を解く 20 

第5週 気体のモル比熱 
定積モル比熱、定圧モル比熱を

説明できる。 

教科書P116～118を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P14～15を解く 20 

第6週 熱機関と熱力学第２法則 
熱機関の効率を求められる。熱

力学第２法則を説明できる。 

教科書P119～123を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P16～17を解く 20 

第7週 まとめと問題演習 
これまで学習してきた内容を振

り返ることができる。 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P18～21を解く 60 
 

これまでの内容を見直す 20 

第8週 
後学期中間テスト 

波の性質 

波の性質、波の表し方を説明す

ることができる。 

教科書P132～135を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P20～21を解く 20 

第9週 
自己点検 

波の伝わり方（１） 

テストの返却と解説 

ホイヘンスの原理、波の反射、

屈折現象が説明できる。 

教科書P136～139を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P26～27を解く 20 

第10週 波の伝わり方（２） 
波の回折、干渉現象が説明でき

る。 

教科書P140～144を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P28～29を解く 20 

第11週 音の性質 
音の反射、屈折、回折、干渉が

説明できる。 

教科書P146～149を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P32～33を解く 20 

第12週 固有振動 
弦や気柱の固有振動を理解する

ことが出来る。 

別配布資料を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P34～35を解く 20 

第13週 ドップラー効果（１） 
音源が動く場合のドップラー効

果を説明することが出来る。 

教科書P150～152を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P36～37を解く 20 

第14週 ドップラー効果（２） 

観測者が動く場合、および音源

観測者両方のドップラー効果を

説明することが出来る。 

教科書P153～156を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P38～41を解く 20 

第15週 まとめと問題演習 
これまで学習してきた内容を振

り返ることができる。 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P42～43を解く 20 
 

教科書P157章末問題を解く 20 

 定期試験     

 自己点検 テストの返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

保健体育Ⅲ 機械工学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 実技 瀧本明弘，フィリップ・ケザウ 

キーワード 科目概要 

安全, 

協調性, 

生涯スポーツ, 

ルール遵守 

 

集団行動, 

体育大会の練習, 

サッカー, 

バスケットボール, 

球技大会の練習, 

ニュースポーツ(ソフトバレーボール・インディアカ) 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

なし アクティブスポーツ２０１９ 
科目：保健体育Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ 

資格： 

評価方法 

評価項目 出席状況 学習態度 リーグ戦 レポート   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 40 10 0   100 40 

後学期 40 30 20 10   100 60 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

学習態度は、協調性・ルールの遵守・服装・遅刻・見学等から評価する。 

出席状況は、欠席があった場合減点とする。 

レポートは、後学期に提出する。 

リーグ戦は、サッカー・バスケットボール・ニュースポーツにおいて評価する。 

受講上のアドバイス 

1． ジャージ、シューズは指定のもの以外は認めない。 

2． 安全に留意する事。 

3． 生涯スポーツについて理解すること。 

科目の達成目標 

① 健康の維持増進のため、生涯を通してスポーツに関わる基礎を構築する。 

② 基礎体力の向上を図る。 

③ スポーツを通じて協調性を身につける。 

④ サッカーについて理解を深める 

⑤ バスケットボールについて理解を深める 

⑥ ニュースポーツ(ソフトバレーボール・インディアカ)について理解を深める。 

関連する本校の学習・教育目標 人間力 

問い合わせ・質問先 1階104室、第2体育館 

オフィスアワー 水曜日 16:30～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 集団行動 
整列、点呼、準備体操などの集団

行動ができる 

  
 

集団行動の重要性を復習する 10 

第2週 サッカー 様々なキック、ドリブルができる 

基本動作を調査する(キック・

ドリブル) 
10 

 

本時の基本動作を復習する 10 

第3週 体育大会の練習 体育大会の各種目の理解を深める 

体育大会での各自の出場種目を

知り、理解する 
10 

 
体育大会がスムーズに進行でき

るように復習する 
10 

第4週 サッカー 
トラップ、パス、シュートができ

る 

基本動作を調査する (トラッ

プ、パス、シュート) 
10 

 

本時の基本動作を復習する 10 

第5週 サッカー ヘディングができる 

基本動作を調査する(ヘディン

グ) 
10 

 

本時の基本動作を復習する 10 

第6週 サッカー 
対人動作(１対１，２対１)ができ

る 

対人動作を調査する(１対１，

２対１) 
10 

 

本時の対人動作を復習する 10 

第7週 サッカー 
対人動作(２対２，３対３)ができ

る 

対人動作を調査する(２対２，

３対３) 
10 

 

本時の対人動作を復習する 10 

第8週 サッカー 
試合形式で基本動作、対人動作が

できる 

試合について調査する 10 
 

本時の試合を復習する 10 

第9週 サッカー 試合ができる 

戦術について調査する 10 

 本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第10週 サッカー 試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第11週 サッカー 試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第12週 サッカー 試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第13週 バスケットボール 
ボールハンドリング、ドリブル、

パスができる 

基本動作を調査する(ボールハ

ンドリング、ドリブル、パス) 
10 

 

本時の基本動作を復習する 10 

第14週 バスケットボール シュート、１対１ができる 

基本及び対人動作を調査する

(シュート、１対１) 
10 

 
本時の基本及び対人動作を復習

する 
10 

 
第15週 バスケットボール ２対１、２対２ができる 

対人動作を調査する(２対１、

２対２) 
10 

 

本時の対人動作を復習する 10 

      

      



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 バスケットボール ハーフコートの３対３ができる 
３×３について調査する 10 

 
本時の３×３を復習する 10 

第2週 バスケットボール ファーストブレイクができる 

ファーストブレイクについて調

査する 
10 

 
本時のファーストブレイクを反

省する 
10 

第3週 バスケットボール 
試合形式で基本動作、対人動作、

ファーストブレイクができる 

試合について調査する 10 
 

本時の試合を復習する 10 

第4週 バスケットボール 試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第5週 バスケットボール 試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第6週 バスケットボール 試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第7週 バスケットボール 試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第8週 球技大会の練習 球技大会の種目の理解を深める 

球技大会での各自の出場種目を

知り、理解する 
10 

 
球技大会がスムーズに進行でき

るように復習する 
10 

第9週 
ニュースポーツ(ソフト

バレーボール) 
サーブ、パス、レシーブができる 

基本動作を調査する 10 
 

本時の基本動作を反省する 10 

第10週 
ニュースポーツ(ソフト

バレーボール) 
試合ができる 

試合について調査する 10 
 

本時の試合を反省する 10 

第11週 
ニュースポーツ(ソフト

バレーボール) 
試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第12週 
ニュースポーツ(ソフト

バレーボール) 
試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第13週 
ニュースポーツ(インデ

ィアカ) 
試合ができる 

試合について調査する 10 

 本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第14週 
ニュースポーツ(インデ

ィアカ) 
試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

 

第15週 
ニュースポーツ(インデ

ィアカ) 
試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

総合英語Ⅲ 機械工学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ３ 通年 講義 宮野 肇 

キーワード 科目概要 

リーディング, 

速読, 

単語力, 

現代社会 

身近な現代社会の最新情報や直面する問題を扱った英文を読むことを通し

て、基本的なリーディングスキルを習得していく。速読の技術を取り入れな

がら、主題の内容を把握する訓練を行っていく。また英文中に登場する単語

は日常の新聞、雑誌などでよく見かけるものであり、実社会でも非常に役立

つ英単語であるので、単語力増強を図ることも目的としている。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① Reading Pass 2( 改 訂 版 ) ，
Andrew E. Bennett, 南雲堂 

 科目：総合英語Ⅰ, Ⅱ 

評価方法 

評価項目 中間テスト 期末試験 小テスト 提出物 授業態度  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 - 40 20 30 10  100 34 

後学期 20 20 20 30 10  100 66 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

・定期試験 ：授業で学習した各ユニットの英文理解を測る。 

・中間テスト：同上 

・小テスト ：テキストの各単元終了後、その内容の理解度を測る。あわせてリスニング能力も測る。 

・提出物  ：各ユニット内でのハンドアウトを完成して提出。 

・授業態度 ：忘れ物、授業中の居眠りなど。10点以上の減点もある。  

受講上のアドバイス 

・テキストについているCD教材を利用し、積極的にリスニングや発音などのトレーニングをすると良い。 

・パラグラフ毎に書かれている内容を自分でまとめてみる。記事(article)や段落(passage)の組み立て方を自分

で探ってみる。 

・ユニットのテーマに関連する内容のもの（新聞・雑誌・テレビニュースなど）を積極的に読んだり、見聞きす

るとよい。英語媒体ならなお良い。 

科目の達成目標 

① 授業で習った内容から自分の視野を広げることができる 

② 教科書に出てくる新出単語を意欲的に学習することができる 

③ 新しい内容に入る際の導入を行うことで内容に対して興味を持つことができる 

④ スキャン（内容問題）の読み方を習得できる 

⑤ スキム（内容問題）の読み方を習得できる 

⑥ 本文の内容についての知識を増やすことができる 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 1階104室 

オフィスアワー 月曜日 16:30～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
・授業概要の説明 

・Unit 2: 

Green Profits 

・どの様な態度で授業に臨むこと

を期待されているか理解する 

・重要単語やフレーズの確認、本

文内容理解、本文要約完成 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

第2週 本文要約 
Summary Sheetと単語Sheetを用

いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第3週 
練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答える

ことができる 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

第4週 Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を理

解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

第5週 
Unit 3: 

Well-loved Pets 

重要単語やフレーズの確認、本

文内容理解、本文要約完成 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第6週 本文要約 
Summary Sheetと単語Sheetを用

いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第7週 
練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答える

ことができる 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

第8週 Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を理

解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

第9週 
Unit 6: 

TED Talks 

重要単語やフレーズの確認、本

文内容理解、本文要約完成 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第10週 本文要約 
Summary Sheetと単語Sheetを用

いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第11週 
練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答える

ことができる 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

第12週 Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を理

解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

第13週 
Unit 5: 

Viral Marketing 

重要単語やフレーズの確認、本

文内容理解、本文要約完成 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第14週 本文要約 
Summary Sheetと単語Sheetを用

いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

 

第15週 Unit2, 3, 6の総復習 
期末試験範囲のボキャブラリ

ー、内容確認をする 

試験範囲本文音読 20 
 

単語シートの確認 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却・解説及び自己点検 
試験で間違えたところを再度見

直す 
  

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 

点

検 

後
学
期 

第1週 

Unit 5: 

Viral Marketing 

練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答える

ことができる 

練習問題を解く 10 

 
理解を深める 20 

Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を理

解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

第2週 

Unit 8: 

Replanting the 

World’s Forests 

重要単語やフレーズの確認、本

文内容理解、本文要約完成 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

本文要約 
Summary Sheetと単語Sheetを用

いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第3週 

練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答える

ことができる 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を理

解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

第4週 

Unit9: 

Adventure Tourism 

重要単語やフレーズの確認、本

文内容理解、本文要約完成 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

本文要約 
Summary Sheetと単語Sheetを用

いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第5週 

練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答える

ことができる 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を理

解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

第6週 

Unit12: 

Computer Actors 

重要単語やフレーズの確認、本

文内容理解、本文要約完成 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

本文要約 
Summary Sheetと単語Sheetを用

いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第7週 

練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答える

ことができる 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を理

解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

 

第8週 

Unit5, 8, 9, 12の総復

習 

期末試験範囲のボキャブラリ

ー、内容確認をする 

試験範囲本文音読 20 
 

単語シートの確認 30 

後期中間テスト 
Unit5, 8, 9, 12での学習内容

の習得 

テスト範囲の復習 30 
 

テストの振り返り 30 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第9週 

自己点検 答案返却・解説及び自己点検 

  

 試験で間違えたところを再度見

直す 
20 

Unit 14: 

Fresh Water: A Growing 

Crisis 

重要単語やフレーズの確認、本

文内容理解、本文要約完成 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第10週 

本文要約 
Summary Sheetと単語Sheetを用

いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答える

ことができる 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

第11週 

Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を理

解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

Unit 15: 

Exporting Culture 

重要単語やフレーズの確認、本

文内容理解、本文要約完成 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第12週 

本文要約 
Summary Sheetと単語Sheetを用

いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答える

ことができる 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

第13週 

Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を理

解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

Unit 16: 

Aging Populations 

重要単語やフレーズの確認、本

文内容理解、本文要約完成 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第14週 

本文要約 
Summary Sheetと単語Sheetを用

いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答える

ことができる 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

第15週 

Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を理

解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

Unit14, 15, 16の総復

習 

期末試験範囲のボキャブラリ

ー、内容確認をする 

試験範囲本文音読 20 
 

単語シートの確認 30 

  定期試験     

 自己点検 答案返却・解説及び自己点検 
試験で間違えたところを再度見

直す 
  

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

英語スキルズIII（English Skills III） 機械工学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ３ 通年 講義 Lin Chun Feng, Keith Ikoma 

キーワード 科目概要 

Project Based Learning, 

Communication Skills, 

Presentation Skills, 

Teamwork, Team building 

The purpose of this class is to develop the English ability, 

knowledge and vocabulary needed for students to have a fuller range 

of everyday conversations and improve their English skills. Students 

will do this through a variety of activities from the textbook and 

handouts. 

Students will frequently work in groups for various activities to 

practice and improve their understanding of daily English 

conversations.   

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「Tech Talk」， 

 Vicki Hollett and John Sydes                                             

 Oxford 

①Handouts 
科目：英語スキルズＩＩ 

資格： 

評価方法 

評価項目 Classwork Quizzes 計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 70 30 100 67% 

後学期 70 30 100 33% 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

Students’ classwork will be evaluated through in-class assignments, in-class 

activities, and participation in classroom tasks (discussion, etc.) 

Students will be assessed through quizzes for compression and ability to use learned 

materials.  Some units may require projects or presentations instead of quizzes. 

受講上のアドバイス 

①Come to class on time with your books and pencil. 

②Be friendly and respectful to the teacher and other students. 

③Ask questions until you understand perfectly. And then help your classmates ask even more. 

④Making mistakes is always better than not trying. 

⑤Relax, have fun, and smile. Then ask more questions and make more mistakes! 

⑥Be responsible for making up missed work and finishing assignments. 

科目の達成目標 

① 
Students will be able to discuss topics (jobs, giving directions, various tech topics, etc.) 

covered in the book. 

② 
Students will be able to express opinions, ask questions, and agree/disagree in socially 

appropriate ways. 

③ 
Students will be able to use grammar structures studied in class (past perfect, modals, -

ed/-ing, etc.). 

④ Students will be able to work in a multi-level group towards a common goal. 

⑤  

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 ICT 31-104 

オフィスアワー Monday, 16:00-17:00 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 

Tech/Bridge Project 

Unit 6 

Use materials to plan and 

design a bridge, explain 

failures and successes, 

examine a design and assess 

its probable success or 

failure. Use location and 

comparative vocabulary. 

Get a 30 ring folder 15 
 

Review Unit vocabulary and grammar 30 

Tech/Bridge Project 

Unit 6 

Think about the project and how 

you will approach it 
30 

 
Reflect on progress on the 

Tech/Bridge project 
30 

第2週 

Tech/Bridge Project 

Unit 6 

Think about the project and how 

you will approach it 
30 

 
Reflect on progress on the 

Tech/Bridge project 
30 

Tech/Bridge Project 

Unit 6 

Reflect on progress on the 

Tech/Bridge project 
30 

 
Reflect on progress on the 

Tech/Bridge project 
30 

第3週 

Tech/Bridge Project 

Unit 6 

Reflect on progress on the 

Tech/Bridge project 
30 

 
Reflect on progress on the 

Tech/Bridge project 
30 

Tech/Bridge Project 

Unit 6 

Think about the project and how to 

present it 
30 

 
Reflect on unit and project 30 

第4週 

Unit 2, Unit 4, Choose 

your own adventure 

Use cause and effect 

sentences, use simple past, 

give one part and two part 

instructions. 

Preview Unit vocabulary and 

grammar 
30 

 
Review Unit vocabulary and grammar 30 

Unit 2, Unit 4, Choose 

your own adventure 

Think about the CYOA project and 

how you will approach it 
30 

 
Reflect on progress on the CYOA 

project 
30 

第5週 

Unit 2, Unit 4, Choose 

your own adventure 

Preview Unit vocabulary and 

grammar 
30 

 
Review Unit vocabulary and grammar 30 

Unit 2, Unit 4, Choose 

your own adventure 

Think about the CYOA project and 

how you will approach it 
30 

 
Reflect on progress on the CYOA 

project 
30 

第6週 

Unit 2, Unit 4, Choose 

your own adventure 

Preview Unit vocabulary and 

grammar 
30 

 
Review Unit vocabulary and grammar 30 

Unit 2, Unit 4, Choose 

your own adventure 

Think about the CYOA project and 

how you will approach it 
30 

 
Reflect on progress on the CYOA 

project 
30 

第7週 

Unit 2, Unit 4, Choose 

your own adventure 

Think about the CYOA project and 

how you will approach it 
30 

 
Reflect on progress on the CYOA 

project 
30 

Unit 2, Unit 4, Choose 

your own adventure 

Think about the CYOA project and 

how to present it 
30 

 
Reflect on unit and project 30 

 

第8週 

Unit 1 Start and close a 

conversation, exchange 

information, identify and 

report problems and make 

comparisons. 

Review Unit vocabulary and grammar 30 
 

Think about what is necessary to 

be successful in the workplace 
30 

Unit 1 

Think about technology and 

identify its strengths and 

weaknesses 
30 

 

Reflect on unit and project 30 

  



週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第9週 

Traffic Project 

Discuss a car accident.  

Describe a car problem.  

Discuss good and bad driving.  

Talk about past, future, and 

present car technologies. 

Preview vocabulary and 

grammar 
30 

 
Think about how the topic 

relates to you 
30 

Traffic Project 

Think about how the topic 

relates to you 
30 

 
Think about how the topic 

relates to you 
30 

第10週 

Traffic Project 

Think about how the topic 

relates to you 
30 

 
Think about how the topic 

relates to you 
30 

Traffic Project 

Think about how the topic 

relates to you 
30 

 

Reflect on project 30 

第11週 

Dubbing Project 

Use and practice appropriate 

chunking, stress, and 

intonation in additional to 

focusing on clear 

pronunciation 

Preview vocabulary and 

grammar 
30 

 
Think about the project and 

how you will approach it 
30 

Dubbing Project 

Think about the project and how 

you will approach it 
30 

 
Reflect on progress on the project 30 

第12週 

Dubbing Project 

Think about the project and how 

you will approach it 
30 

 
Reflect on progress on the project 30 

Dubbing Project 

Think about the project and how 

you will approach it 30 
 

Reflect on project 30 

第13週 

Unit 3, Product 

project 

Ask wh- questions, use modals 

to discuss rules, instructions 

and hazards. Plan, design, 

review and present a product.  

Identify any faults of the 

product and give safety 

concerns. 

Preview Unit vocabulary and 

grammar 
30 

 
Review Unit vocabulary and 

grammar 
30 

Unit 3, Product 

project 

Think about the project and 

how you will approach it 
30 

 
Reflect on progress of 

Product project 
30 

第14週 

Unit 3, Product 

project 

Review a classmates project 

for strengths and weaknesses 
30 

 
Think about the project and 

how to present it 
30 

Unit 3, Product 

project 

Practice for presentation 30 
 

Reflect on unit and project 30 

第15週 

Review 
Revisit and reuse what they 

have learned in the Spring 

semester. 

Review term 30 
 

Review term 30 

Review 
Review term 30 

 
Summer Homework 30 

      

      

 

 

 

 

    



 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
Unit 7, Environment 

project 

Use the passive voice, make 

predictions, explain causes 

and effects, discuss 

possibilities. 

Preview Unit vocabulary and 

grammar 
30 

 
Review Unit vocabulary and 

grammar 
30 

第2週 
Unit 7, Environment 

project 

Think about the project and 

how you will approach it 
30 

 
Reflect on progress of 

Environment project 
30 

第3週 
Unit 7, Environment 

project 

Think about the project and 

how you will approach it 
30 

 
Reflect on progress of 

Environment project 
30 

第4週 
Unit 7, Environment 

project 

Think about the project and 

how to present it 
30 

 
Reflect on unit and project 30 

第5週 Unit 5 – Directions 
Give and follow direction. 

Make and respond to requests 

for appointments. 

Preview Unit vocabulary and 

grammar 
30 

 
Think about directions and 

describe how to get to school. 
30 

第6週 Unit 5 – Directions 

Make an appointment with the 

teacher. 
30 

 
Reflect on unit and think 

about businesses they like. 
30 

第7週 
Final Project – 

combine what you’ve 

learned 

Research companies and 

describe their good/bad 

points.  Give a critical 

presentation on a company.  

Write a letter of interest to 

a company they want to work 

for. 

Preview Unit vocabulary and 

grammar 
30 

 Start researching companies 

you may want to do an 

internship at. 

30 

第8週 
Final Project – 

combine what you’ve 

learned 

Reflect on progress of project 30 
 

Reflect on progress of project 30 

第9週 
Final Project – 

combine what you’ve 

learned 

Review a classmates project 

for strengths and weaknesses 
30 

 
Reflect on progress of project 30 

第10週 
Final Project – 

combine what you’ve 

learned 

Think about the project and 

how to present it 
30 

 
Reflect on units and project 30 

第11週 Ethical dilemma 

Discuss ethical choices. 

Express personal values 

Review vocabulary and grammar 30 

 
Think about how you discuss 

ethical values 
30 

第12週 Ethical dilemma 

Share opinions of ethical 

values 
30 

 
Share opinions of ethical 

values 
30 

第13週 Ethical dilemma 
Watch a Christmas movie   30 

 
Reflect on unit 30 

第14週 Ethical dilemma 
Review vocabulary and grammar 30 

 
Reflect on unit 30 

第15週 Review 

Revisit and reuse what they 

have learned in the Winter 

semester. 

Review Year 30 

 
Think about how to improve 

school life next year. 
30 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

人間と自然Ⅱ 機械工学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 １ 集中講義 講義 坂井仁美・菅原光彦・渡邊 勲・中部 宏・米倉幸増 

キーワード 科目概要 

人間力 

穴水湾自然学苑において、海洋活動、講話、クラスミーティングなどを一体

的に行う。グループ活動を通し、自然への理解を深めチームワークやリーダ

ーシップを発揮するとともに、団体生活を通し、思いやりの心を実践し生活

規範を身に付ける。また、校長および苑長講話を聴講し、学生生活のあるべ

き姿を理解するとともに、日本人としての誇りと自覚を深める。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

なし ①学生便覧2019 

科目：人間と自然Ⅰ 

   人間と自然Ⅲ 

資格：なし 

評価方法 

評価項目 海洋活動 研修レポート 生活態度 出席状況   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 20 15 15 50   100 100 

後学期         

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

研修2日目16:30まで出席した者について、本科目の履修を認め成績評価を行う。出席は2日目

16:30までの出席で30点および3日間出席で50点を付与する。海洋活動は受講態度が悪い者は、10

点を上限とし減点する。研修レポートは研修の理解度、取り組みの程度、誤字、提出遅れなどに

より7点を上限とし減点する。また生活態度が悪い者は7点を上限とし減点する。研修活動に体調

不良等で欠席した場合は、海洋活動は午前、午後各3点、その他授業明細の項目については各1点

を減点する。なお見学は出席とする。学生便覧2019規則集中の生活規定等に違反した場合は退苑

させることがあり、評定2（不可）とする。 

受講上のアドバイス 

①別に配布する穴水湾自然学苑研修の資料をよく読み、忘れ物のないように注意する。 

②健康管理に十分留意し研修に臨むこと。体調不良の場合は、本校集合時に必ず申し出ること。 

③団体生活を通して、他の人への思いやりを体得してください。 

④穴水湾自然学苑周辺の大自然に大いに親しんでください。 

科目の達成目標 

①  

②  

③  

④  

⑤  

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 人間性 

問い合わせ・質問先 
（授業開講時）穴水湾自然学苑1階教員室・米倉まで 

（それ以外） 1階126室・坂井まで 

オフィスアワー 研修中随時 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 点検 

 1 オリエンテーション 
緊急時における非常口の場所など安全の確保に関することおよび

研修期間中における基本的なルールなどについて理解できる。 
 

 2 朝の集い 
国歌の斉唱と国旗・校旗の掲揚を行い、掲揚時のマナーについて

理解できる。 
 

 3 夕べの集い 
国歌の斉唱と国旗、校旗の降納を行い、降納時のマナーについて

理解できる。 
 

 4 苑長講話 講話を聴講し、日本人としての誇りと自覚を理解できる。  

 5 海洋活動 

カッターによる帆走および洋上オリエンテーリングを行う。これ

らの活動を通して、チームワークやリーダーシップの重要性を理

解できる。 

 

 6 団体生活 
団体生活を通して、思いやりの心を実践するとともに、生活規範

を体得できる。 
 

 7 クラスミーティング 
クラスミーティングによりクラスの団結を深め、これからの学生

生活への意欲を高めることができる。 
 

 8 海洋活動反省会 
海洋活動を通し感じたことなどをグループで話し合い、発表する

ことができる。 
 

 9 校長講話 講話を通し、学生生活上の指針を理解できる。  

 10 研修レポートの作成 

「人間と自然Ⅱ」で学んだ以下の項目について、文章として表現

できる。 

・海洋活動（帆走、洋上オリエンテーリング）でのチームワーク

やリーダーシップの大切さについて。 

・団体生活での思いやりの心や生活規範の大切さについて。 

・苑長講話および校長講話について。 

 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

人間と自然Ⅱ 機械工学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 １ 集中講義 講義 坂井仁美・菅原光彦・渡邊 勲・中部 宏・米倉幸増 

キーワード 科目概要 

人間力 

穴水湾自然学苑において、グループ討議、講話、クラスミーティングなどを

一体的に行う。グループ活動を通し、自然への理解を深めチームワークやリ

ーダーシップを発揮するとともに、団体生活を通し、思いやりの心を実践し

生活規範を身に付ける。また、校長および苑長講話を聴講し、学生生活のあ

るべき姿を理解するとともに、日本人としての誇りと自覚を深める。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

なし ①学生便覧2019 

科目：人間と自然Ⅰ 

   人間と自然Ⅲ 

資格：なし 

評価方法 

評価項目 グループ活動 研修レポート 生活態度 出席状況   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 20 15 15 50   100 100 

後学期         

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

研修2日目16:30まで出席した者について、本科目の履修を認め成績評価を行う。出席は2日目

16:30までの出席で30点および3日間出席で50点を付与する。海洋活動は受講態度が悪い者は、10

点を上限とし減点する。研修レポートは研修の理解度、取り組みの程度、誤字、提出遅れなどに

より7点を上限とし減点する。また生活態度が悪い者は7点を上限とし減点する。研修活動に体調

不良等で欠席した場合は、グループ活動は午前、午後各3点、その他授業明細の項目については各

1点を減点する。なお見学は出席とする。学生便覧2019規則集中の生活規定等に違反した場合は退

苑させることがあり、評定2（不可）とする。 

受講上のアドバイス 

①別に配布する穴水湾自然学苑研修の資料をよく読み、忘れ物のないように注意する。 

②健康管理に十分留意し研修に臨むこと。体調不良の場合は、本校集合時に必ず申し出ること。 

③団体生活を通して、他の人への思いやりを体得してください。 

④穴水湾自然学苑周辺の大自然に大いに親しんでください。 

科目の達成目標 

①  

②  

③  

④  

⑤  

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 人間性 

問い合わせ・質問先 
（授業開講時）穴水湾自然学苑1階教員室・米倉まで 

（それ以外） 1階126室・坂井まで 

オフィスアワー 研修中随時 

雨 天 時 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 点検 

 1 オリエンテーション 
緊急時における非常口の場所など安全の確保に関することおよび

研修期間中における基本的なルールなどについて理解できる。 
 

 2 朝の集い 
国歌の斉唱と国旗・校旗の掲揚を行い、掲揚時のマナーについて

理解できる。 
 

 3 夕べの集い 
国歌の斉唱と国旗、校旗の降納を行い、降納時のマナーについて

理解できる。 
 

 4 苑長講話 講話を聴講し、日本人としての誇りと自覚を理解できる。  

 5 グループ討議 

班ごとに異なるテーマで意見交換を行う。これらの活動を通し

て、チームワークやリーダーシップの重要性を理解できる。 

グループで話し合い、発表することができる。 

 

 6 団体生活 
団体生活を通して、思いやりの心を実践するとともに、生活規範

を体得できる。 
 

 7 クラスミーティング 
クラスミーティングによりクラスの団結を深め、これからの学生

生活への意欲を高めることができる。 
 

 8 グループ討議反省会 
グループ活動を通し感じたことなどをグループで話し合い、発表

することができる。 
 

 9 校長講話 講話を通し、学生生活上の指針を理解できる。  

 10 研修レポートの作成 

「人間と自然Ⅱ」で学んだ以下の項目について、文章として表現

できる。 

・グループ活動でのチームワークやリーダーシップの大切さにつ

いて。 

・団体生活での思いやりの心や生活規範の大切さについて。 

・苑長講話および校長講話について。 

 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

電子回路基礎 機械工学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 １ 後学期 講義 Alaa Hussien 

キーワード 科目概要 

Semiconductors-Diodes- LEDs-

Transistors-Digital 

circuits-Logic gates-TTL- 

CMOS- Motor driver circuit-

Sensors-Micro computers 

The students of mechanical engineering department need to get the 

knowledge of basic electronics. For making any electromechanical 

device, they have to be aware of mechanical design, programming and 

electronics. In this class, students will understand the function of 

each electric component, and how to analyze DC circuits. They will 

also learn about the semiconductor devices such as LED, transistors, 

digital IC's and logic gates. In addition, they will study different 

kinds of sensors and their applications. 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

配布資料  配布資料 
科目：Creative Design III; Creative 
Design IV; Capstone projects; 
資格：第三種電気主任技術者      

評価方法 

評価項目 Final exam Class work Homework Quizzes  計 学年評価に 
対する割合(%) 

前学期        

後学期 50 20 20 10  100 100 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 
-Homework will be due each day on A4 sized paper(s). 
-The final grade at the end of the year will be the average of the grades of the two semesters 

受講上のアドバイス 

1. Make sure that you bring your A4 file, a notebook and a calculator each class. 
2. Submit the assignments by the deadline. 
3. Listen carefully to the teacher and ask questions during and after the class. 
4. Come and see your teacher afterschool during the office hours if you need any help. 

科目の達成目標 

①  
Understand why studying electronics is important for mechanical engineering department students and how this 
will help them in the electronic circuit design for machine control. 

②  
Remember the functions of the electrical components, such as resistors, capacitors and coils in electrical circuits 
and also  the semiconductor devices, such as conventional diodes, LEDs and transistors. 

③  Recognize the circuit design of diodes and transistors applications such as rectification, switching and amplification 

④  
Understand the operation of the different logic gates such as NOT, AND, OR, NAND and create the truth table of 
different combinations of the gates; Realize the different families of digital circuits ( TTL-CMOS). 

⑤  
Understand the operation of different types of sensors such as light detecting sensors, displacement sensors and 
temperature detectors,  and their applications in machine control. 

⑥  Learn about the circuits of motor drivers both single direction control and double direction (H-bridge). 

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 1階124室 

オフィスアワー Friday 16:00-17:00 



クラス番号  氏名  
 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 General revision of the basics 
of electrical engineering 

Review the basic principles of Ohm's law, 
voltage divider, resistance color code, 
energy and power,..etc. 

  
 

Read the syllabus carefully. 10 

第2週 Semiconductors 

Recognize the types of materials and the 
importance of semiconductors in 
electronics; understand the doping process 
to get the P-type, N-type materials. 

Review the basics of electrical 
engineering. 10 

 
Review the lecture prints and exercises. 20 

第3週 Semiconductor Diodes 
(Structure& characteristics) 

Understand the P-N Junction structure and 
biasing in both forward and reverse 
direction; Draw the I-V characteristics. 

Review the notes and prints of previous 
class. 10 

 
Review the lecture prints and exercises. 20 

第4週 Semiconductor Diodes 
(applications) 

Recognize the mechanism of using the 
diode for both half wave and full wave 
rectification. 

Review the notes and prints of previous 
class. 10 

 
Review the lecture prints and exercises. 20 

第5週 Light Emitting Diode(LED) 
and its applications 

Recognize the LED types, sizes, colors 
and I-V characteristics. Distinguish the 
LED applications and series and parallel 
connections. 

Review the notes and prints of previous 
class 10 

 
Review the lecture prints and exercises. 20 

第6週 BJT transistors (structure and 
operation) 

Recognize the structure of the transistors. 
Identify the types of transistors and 
biasing. Understand the operation and 
characteristics of transistor. 

Review the notes and prints of previous 
class 10 

 
Review the lecture prints and exercises. 20 

第7週 BJT transistors (Applications) 
Understand the operation of the transistor 
as a switch and as an amplifier. Calculate 
the amplification ratio or gain. 

Review the notes and prints of previous 
class 10 

 
Review the lecture prints and exercises. 20 

第8週 Digital signals and logic gates 
(1) 

Distinguish the difference between the 
analog and digital signals. Describe the 
different logic gates, their symbols, 
functions and truth tables.(NOT-AND-
OR-NAND-NOR). 

Review the notes and prints of previous 
class 10 

 
Review the lecture prints and exercises. 20 

第9週 Digital signals and logic gates 
(2) 

Understand the Boolean algebra rules and 
get the logic circuit diagrams from the 
truth tables (Sum of products-Product of 
sums). 

Review the notes and prints of previous 
class 10 

 
Review the lecture prints and exercises. 20 

第10週 Digital Integrated circuits (IC)-
(1) 

Understand the classification of the digital 
ICs and the application of each class. 
Distinguish the difference between the 
TTL and CMOS IC families 

Review the notes and prints of previous 
class 10 

 
Review the lecture prints and exercises. 20 

第11週 Digital Integrated circuits (IC)-
(2) 

Understand the importance of pull-up and 
pull-down resistors. 

Review the notes and prints of previous 
class 10 

 
Review the lecture prints and exercises. 20 

第12週 Motor driver circuits 
Understand the operation of the single 
and double direction motor driver using 
transistor and relays. 

Review the notes and prints of previous 
class 10 

 
Review the lecture prints and exercises. 20 

第13週 Sensors, Function and types 
(Cds sensor) 

Understand the function of sensors and 
distinguish the different types of sensors. 
Understand the operation and applications 
of Cds sesnor 

Review the notes and prints of previous 
class 10 

 
Review the lecture prints and exercises. 20 

第14週 Temperature sensors 
(Thermistor -Thermocouples) 

Understand the operation of Thermistor 
and thermocouple and their applications. 

Review the notes and prints of previous 
class 10 

 
Review the lecture prints and exercises. 20 

 
第15週 Self-study Understand the unclear parts of the 

materials studied in the term. 

Review the lecture prints and exercises 
of all lectures. 20 

 Review the lecture prints and exercises 
of all lectures. 90 

 Final exam     

 自己点検 答案返却と解説    

 
点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

応用プログラミング 機械工学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 １ 前期 講義 林 道大 

キーワード 科目概要 

マイコン、Ｃ言語、プログラム 

 機械系に必要な機器組込型の制御プログラムについて学習する。使用する

マイコンはArduinoとし、入出力回路などハードウェアに関する知識を身に

付ける。また、I/Oポートを用いた制御プログラム演習を通じて、マイコン

制御プログラムの知識や技術を身に付ける。そして、創造設計Ⅲ、Ⅳに必要

なマイコンプログラミングの基礎的素養を身に付ける。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「Arduinoをはじめよう 第3版」

Massimo Banzi/Michael Shiloh/ 船

田巧、オライリージャパン 

 
科目：電気基礎、創造設計Ⅳ 

資格：情報処理技術者 

評価方法 

評価項目 定期試験 課題 出席態度    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 40 10    100 100 

後学期         

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 
【課題・レポート】課題は必ず提出すること。提出遅れや未提出は大きく減点する。 

【出席・学習態度】無断欠席、遅刻は大きく減点する。 

受講上のアドバイス 

(1)貸与されているノートＰＣは破損や故障が無いように丁寧に扱い、もしも破損個所を見つけた場合は、その

ままにせず、状況を報告してください。演習時にＰＣが使用不可とならないように注意してください。 

(2)授業中に不要なアプリケーションの起動やネットワークへの接続は基本的に禁止します。 

(3)授業の内容より高度な発展的課題を出す場合があります。ぜひ積極的に挑戦してみてください。 

科目の達成目標 

① ２進数、１０進数、１６進数の変換ができる。 

② プログラミングで用いる言語の名前を理解できる。 

③ ｆｏｒ文を用いた繰り返し処理をプログラムできる。 

④ ｗｈｉｌｅ文を用いた繰り返し処理をプログラムできる。 

⑤ ｉｆ文を用いた条件分岐処理をプログラムできる。 

⑥ 押しボタンとＬＥＤを用いた簡単なガジェットを作ることができる。 

関連する本校の学習・教育目標 専門力、創造性 

問い合わせ・質問先 1階124室 

オフィスアワー 金曜日 16:30～17:30（あらかじめ予約することが望ましい） 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 情報数学 
ビットとバイト、2進数、10進

数、16進数の変換ができる。 

  
 

課題を完成させる。 10 

第2週 開発環境 開発環境の動作確認ができる。 
PCの動作確認をする。 5 

 
課題を完成させる。 10 

第3週 マイコン基礎 
Arduinoマイコンの構成を理解で

きる。 

開発環境の動作確認をする。 5 
 

課題を完成させる。 10 

第4週 Ｃ言語基礎 書式、文法、予約語を理解する。 
C言語リファレンスを読む。 10 

 
課題を完成させる。 10 

第5週 繰り返し（１） 
while文を用いた無限ループプロ

グラムを作成できる。 

リファレンス関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

第6週 繰り返し（２） 
for文を用いた繰り返し処理のプ

ログラムを作成できる。 

リファレンス関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

第7週 繰り返し（３） 

繰り返し回数が定まっていない、

繰り返し処理のプログラムを作成

できる。 

リファレンス関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

第8週 繰り返し（４） 
2重ループ構造の繰り返し処理プ

ログラムを作成できる。 

リファレンス関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

第9週 繰り返しまとめ 

これまでに学習した繰り返し処理

を組み合わせたプログラムを作成

できる。 

先週までの課題を見直す。 10 
 

課題を完成させる。 10 

第10週 条件分岐（１） 
if文による条件分岐処理プログラ

ムを作成できる。 

リファレンス関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

第11週 条件分岐（２） 
if～else文による条件分岐処理プ

ログラムを作成できる。 

リファレンス関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

第12週 条件分岐（３） 
switch文による条件分岐処理プロ

グラムを作成できる。 

リファレンス関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

第13週 条件分岐と繰返し 
条件分岐と繰り返しを組み合わせ

たプログラムを作成できる。 

リファレンス関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

第14週 プログラムまとめ（１） 
これまでに学習した内容を組み合

わせたプログラムを作成できる。 

先週までの課題を見直す。 5 
 

課題を完成させる。 10 

 

第15週 プログラムまとめ（２） 
これまでに学習した内容を組み合

わせたプログラムを作成できる。 

先週までの課題を見直す。 10 
 

課題を完成させる。 10 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

創造設計Ⅲ 機械工学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ３ 通年 実技 小間徹也，千徳英一，松井 洋，吉本章男 

キーワード 科目概要 

創造性， 

ロボット， 

スケジュール管理， 

受注発注 

創造設計Ⅳの基礎科目としてシステム工学概論，工学システムの基礎事項の

学習，ライントレースロボットの製作を通じて，ロボットの設計・製作を構

想段階から完成試験までのすべての流れを体験する．システム設計，細部設

計，加工技術，ステアリングメカニズム，駆動機構，モータ制御技術，サー

ボ制御技術を体験的に理解し習得する． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「創造設計Ⅲ」国際高等専門学校

機械工学科 
 

科目：創造設計Ⅳ 

資格：機械技能検定 

評価方法 

評価項目 
作品・ポート

フォリオ 
発表 出席・態度    計 

学年評価に 
対する割合(%) 

前学期 90 － 10    100 40 

後学期 80 10 10    100 60 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

１．作品は個々の部品の図面，実物，作業日誌にわけて評価を行う． 

２．遅刻は遅刻回数一回につき１ポイントを出席評価から減じる． 

３．課題の提出期限に遅れた場合は回数に応じて減点する． 

４．作品が組みあがらない場合は不可とする．走行を実現できた場合は加点して評価を行う． 

５．「溶接」の夢考房ライセンスを自主的に取得していないものは不可とする． 

受講上のアドバイス 

創造設計Ⅲの目的は「納期を守る」「精度を保つ」ことである．このため以下の７つの目標を定める．学生は目

標達成のために授業で与えられる課題を自分で考えて行動し解決していかなければならない． 

①自己管理能力を養う ②システム的な概念を知る ③図面が描ける，読める ④機械加工，回路製作ができる 

⑤記録し整理できる ⑥問題発見と解決能力を養う ⑦妥協しないものづくり 

科目の達成目標 

① ロボットに使用する各部品の機能を理解することができる 

② 改善計画の立案ができる 

③ 製作納期を守ることができる 

④ 毎回の活動を記録・ファイリングして資料を整備できる 

⑤ 設計公差に基づく加工を行うことができる 

⑥ １年間の活動成果をまとめ，発表することができる 

関連する本校の学習・教育目標 創造性，専門力  

問い合わせ・質問先 1階124室 

オフィスアワー 金曜日 16:30～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 

ガイダンス 
授業の目的，全体スケジュールお

よびロボットの構造を理解できる 

教科書pp.2-18を熟読する 20 
 

－ － 

機能分析 
ロボットの構成と機能が理解でき

る 

－ － 
 

計画残がある場合は実施する 20 

第2週 

実験 ロボットの動作実験ができる 
教科書pp.14-16を熟読する 15 

 
－ － 

構想検討 ロボットの構想設計ができる 
－ － 

 
計画残がある場合は実施する 20 

第3週 

改善提案 ロボットの改善提案ができる 
教科書pp.22を熟読する 15 

 
－ － 

仕様書 ロボットの仕様書が作成できる 
－ － 

 
計画残がある場合は実施する 20 

第4週 

設計・製図 
ロボットの構想設計および詳細設

計を行い図面が作成できる 

教科書pp.28を熟読する 15 
 

－ － 

－ － 
 

計画残がある場合は実施する 20 

第5週 

作業の段取りを行う 20 
 

－ － 

－ － 
 

計画残がある場合は実施する 20 

第6週 

図面を見直す 20 
 

－ － 

－ － 
 

計画残がある場合は実施する 20 

第7週 

図面を見直す 20 
 

－ － 

－ － 
 

計画残がある場合は実施する 20 

 

第8週 

出図・製作依頼 図面を手配し製作依頼ができる 
教科書pp.24-28を熟読する 20 

 
－ － 

作業計画 
部品リスト・作業計画を作成でき

る 

－ － 
 

計画残がある場合は実施する 20 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第9週 

機械部品製作 
工作機械を使用し部品を製作でき

る 

教科書 pp.40-134(関連する箇

所)を熟読する 
20 

 

－ － 

－ － 
 

計画残がある場合は実施する 20 

第10週 

教科書 pp.40-134(関連する箇

所)を熟読する 
20 

 

－ － 

－ － 
 

計画残がある場合は実施する 20 

第11週 

教科書 pp.40-134(関連する箇

所)を熟読する 
20 

 

－ － 

－ － 
 

計画残がある場合は実施する 20 

第12週 

教科書 pp.40-134(関連する箇

所)を熟読する 
20 

 

－ － 

－ － 
 

計画残がある場合は実施する 20 

第13週 

教科書 pp.40-134(関連する箇

所)を熟読する 
20 

 

－ － 

－ － 
 

計画残がある場合は実施する 20 

第14週 

ハードウエア製作 電子回路の製作ができる 

教科書pp.58-82を熟読する 20 
 

－ － 

－ － 
 

計画残がある場合は実施する 20 

第15週 

教科書pp.58-82を熟読する 20 
 

－ － 

－ － 
 

計画残がある場合は実施する 20 

       

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

ハードウエア製作 電子回路の製作ができる 

教科書pp.58-82を熟読する 20 
 

計画残がある場合は実施する 20 

第2週 
教科書pp.58-82を熟読する 20 

 
計画残がある場合は実施する 20 

第3週 
プログラミング・動作検

査 

プログラミングと回路動作検査が

できる 

教科書pp.84-90を熟読する 15 
 

計画残がある場合は実施する 20 

第4週 機械部品製作 機械加工により部品を製作できる 

教科書 pp.40-134(関連する箇

所)を熟読する 
15 

 

計画残がある場合は実施する 20 

第5週 部品仕上げ 製作部品の仕上げができる 

教科書 pp.40-134(関連する箇

所)を熟読する 
15 

 

計画残がある場合は実施する 20 

第6週 

組立・調整 ロボットを組み上げ調整できる 

教科書pp.32-38を熟読する 20 
 

計画残がある場合は実施する 20 

第7週 

教科書pp.32-38(関連する箇所)

を熟読する 
15 

 

計画残がある場合は実施する 20 

第8週 

教科書pp.32-38(関連する箇所)

を熟読する 
15 

 

計画残がある場合は実施する 20 

第9週 

教科書pp.32-38(関連する箇所)

を熟読する 
15 

 

計画残がある場合は実施する 20 

第10週 走行検定 走行試験評価ができる 
走行実験を実施する 30 

 
計画残がある場合は実施する 20 

第11週 作品評価 
検査項目にもとづき作品の評価が

できる 

確認と整備をおこなう 20 
 

計画残がある場合は実施する 20 

第12週 報告書作成 改善提案報告書を作成できる 
教科書pp.151-152を熟読する 20 

 
計画残がある場合は実施する 20 

第13週 発表資料作成 発表スライドを作成できる 
発表構成を整理する 20 

 
発表資料を完成させる 60 

第14週 技術審査 改善提案を発表できる 
発表練習を実施する 60 

 
－ － 

 

第15週 自己評価 
ポートフォリオを整理し活動のま

とめができる 

教科書pp.16-20を熟読する 20 
 

－ － 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

デザインメソッドⅢ 機械工学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 １ 後学期 実技 小髙有普，山下栄俊  

キーワード 科目概要 

エンジニアリングデザイン 

デザインシンキング 

コミュニケーションドローイン

グ 

視覚化による創造的な思考や，正しく他者に伝えるためのグラフィックコミ

ュニケーションは，エンジニアの活動において重要なことである．そこで本

科目では，視覚化表現のひとつであるドローイングスキルを習得する．後半

には，ドローイングスキルを活用したグループ活動を行い，実践的体験を試

みる． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「アイデア・ドローイング 第２

版」，中村純生，共立出版 
 

科目： 

資格： 

評価方法 

評価項目 演習課題 小テスト 成果課題 作品 学習態度  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期         

後学期 30 20 20 20 10  100 100 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 
１． 未提出課題は減点評価される． 

２． 欠席・遅刻はその都度減点する． 

受講上のアドバイス 

・ スケッチブック，A3ファイル，B2以上の鉛筆，消しゴムを使用します．各自持参のこと． 

・ １０分程度の予習課題を毎週授業前までにしておくこと． 

・ 授業内のできなかった課題は次週の授業前までにしておくこと． 

・ ドローイングの理解―エンジニアが発想や伝達をする際の有効性を知り活用していく． 

科目の達成目標 

① ものの見え方を理解し，単純形体を正しく描くことができる． 

② 立体と光，陰影の関係を理解し，陰影表現することができる． 

③ 複合立体を三面図に記し，俯瞰図で描く事ことができる． 

④ 人体や手，矢印等を用い使用状態や操作を表現することができる． 

⑤ 発想，伝えたいものやことを情報図として表現することができる． 

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 創造性，専門力 

問い合わせ・質問先 3階315室（小高）  

オフィスアワー 火曜日,水曜日,金曜日 いずれも17:30まで 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
授業概要 

表現法基礎① 

図（ドローイング）による発想の

記録と情報伝達の有効性を知る．

立体の見え方を理解し，課題１を

提出できる 

  

 
課題L1-02までを仕上げる 10 

第2週 表現法基礎② 
立体の表現手法を理解し，課

題２を提出できる 

課題H1-03をし，23Pまで熟読 10 
 

課題L2-04までを仕上げる 10 

第3週 表現法基礎③ 
立体の表現手法を理解し，課

題３を提出できる 

課題H2-05をし，31Pまで熟読 10 
 

課題L3-07までを仕上げる 10 

第4週 表現法基礎④ 
立体の表現手法を理解し，課

題４を提出できる 

課題H3-08をし，42Pまで熟読 10 
 

課題L4-10までを仕上げる 10 

第5週 表現法基礎⑤ 
立体の表現手法を理解し，課

題５を提出できる 

課題H4-11をし，42Pの形を記憶

する 
10 

 

課題H4-11,12までを仕上げる 10 

第6週 表現法基礎⑥ 
立体の表現手法を理解し，課

題６を提出できる 

課題H5-13をし，61Pまで熟読 10 
 

課題L5-13までを仕上げる 20 

第7週 表現法基礎⑦ 
立体の表現手法を理解し，課

題７を提出できる 

課題H6-14をし，67Pまで熟読 10 
 

課題L7-18までを仕上げる 20 

第8週 表現法基礎⑧ 
立体の表現手法を理解し，課

題８を提出できる 

課題H7-19をし，69Pまで熟読 10 
 

課題L8-21までを仕上げる 10 

第9週 
表現法基礎⑨   

（成果課題） 

立体の表現手法を理解し，課

題９を提出できる 

課題H8-22をし，91Pまで熟読 10 
 

課題L9-23までを仕上げる 10 

第10週 表現法基礎⑩ 
人体と立体の表現手法を理解

し，課題１０を提出できる 

課題H9-24をし，91Pまで熟読 10 
 

課題L10-26までを仕上げる 30 

第11週 
表現法演習 

（成果課題） 

表現手法を理解し，成果課題

を提出できる 

課題H10-27をし，92Pまで熟読 20 
 

課題L11-28までを仕上げる 20 

第12週 製品開発① アイデア抽出ができる 

課題H11-29,30,31までを仕上げ

る 
30 

 

表現するアイデアを考える 20 

第13週 製品開発① アイデアをまとめる 
解決策を決定する 10 

 
表現するアイデアを考える 30 

第14週 
製品開発② 

（作品１） 
アイデアを表現できる 

シナリオ作り（下書き） 10 

 提出物を見返して，不得意な部

分をなくしておく 
30 

 

第15週 
情報図の改善 

自己点検 

アイデアを表現できる/自己の

学びの成果を認識する 

未提出物の確認 10 
 

後学期の見返し 10 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

材料力学Ⅰ 機械工学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 金井 亮 

キーワード 科目概要 

材料力学， 

はり理論， 

応力 

材料力学は各種構造物や機器の強度設計上必要となる工学の基礎学問であ

り，今まで修得した物理学や数学，工業力学の基礎の上に作られたものであ

る．本科目では，設計者が適切な材料の選択や適切な形状や寸法を決定する

のに必要な基礎能力の習得を目的とする． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① 随時資料を配布する 
① 「材料力学 基礎編」，尾田十

八他，森北出版 

科目：工業力学，材料力学Ⅱ 

資格：機械設計技術者３級 

評価方法 

評価項目 定期試験 課題 受講状況    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 60 25 15    100 50 

後学期 60 25 15    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

・各学期の成績評価は上記の割合に基づいて行う． 

・【課題】は宿題や定期的に行う小テストの評価とする． 

・【受講状況】では学習態度や出欠状況の他に，期末試験時に受理する学習資料を評価する． 

受講上のアドバイス 

 工学において基礎となる科目であると同時に，４年次で同時開講される材料力学Ⅱの前提科目でもあるのでし

っかり受講すること．また提示資料を用いて講義を行う．内容自体がより専門的で難しいため，毎週の講義後に

必ず復習する習慣をつけること． 

科目の達成目標 

① 引張応力や安全率，真応力について理解する． 

② 自重による応力や熱応力，衝撃応力について理解する． 

③ トラス構造に生じる応力や静定，不静定について理解する． 

④ ＳＦＤやＢＭＤが描くことができる． 

⑤  

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 1階126室 

オフィスアワー 金曜日 16：10～17：00（講義終了時に教員に相談すること） 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 ガイダンス 
材料力学の歴史や使用する単位を

理解する． 

工業力学の復習 30 
 

ノートの整理 30 

第2週 

荷重と応力 応力の種類を理解する． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第3週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第4週 

応力とひずみ 応力やひずみを計算できる． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第5週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第6週 

応力－ひずみ線図 
応力－ひずみ線図を理解し，弾性

係数やフックの法則を理解する． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第7週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第8週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第9週 安全率と許容応力 
安全率と許容応力の関係を理解す

る． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第10週 

内圧による応力 

フープ応力を理解する． 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第11週 
球体に生じる応力や，溶接仕上げ

の影響を理解する． 

薄肉円筒の実用例の調査 10 
 

ノートの整理 30 

第12週 

トラス構造 

トラス，ラーメンの構造の違いを

理解し，静定，不静定の判断がで

きる． 

工業力学【節点法】の復習 30 
 

ノートの整理 30 

第13週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第14週 

トラス構造の各部材に生じる変形

や応力を計算できる． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

 

第15週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 物体力による応力 自重による応力を計算できる． 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第2週 

熱応力 
熱応力や熱ひずみについて理解す

る． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第3週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第4週 

衝撃応力 

衝撃応力について理解し，剛体壁

との衝突を理解する． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第5週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第6週 

２物体間に生じる衝撃応力を計算

できる． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第7週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第8週 曲げ問題 
はりの種類や支持条件を理解す

る． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第9週 はりと反力 
各はりにおける反力を求め，曲げ

モーメントが計算できる． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第10週 場合分け 
曲げ問題において場合分けをし，

自由体線図が描ける． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第11週 

ＳＦＤとＢＭＤ 
ＳＦＤとＢＭＤを描くことができ

る． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第12週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第13週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第14週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

 

第15週 総合演習 
材料力学Ⅱに向けて，今年度の復

習をする． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

機械製図演習 機械工学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 小間徹也，坂井仁美 

キーワード 科目概要 

スケッチ製図， 

機械要素， 

CAD・CAM 

図面はその製品に求められる要求を達成するために，設計検討とその根拠に

もとづいた仕様を明確に記載する必要がある．それにはまず，特に重要とな

る機能を分析する思考が大切である．本科目ではスケッチ製図や設計計算事

例により要件整理力を養う．そしてJIS規格に準じた正しい製図法で図面を

かく演習に取り組む． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「機械製図」，林洋次他，実教出

版 

①「新機械設計」塚田忠夫他，実教

出版 

科目：創造設計，機械設計，卒業研

究 

資格：機械設計技術者3級，CAD利用

技術者 

評価方法 

評価項目 定期試験 課題 
ノート・ファ

イル 
出席・態度   計 

学年評価に 
対する割合(%) 

前学期 30 50 10 10   100 50 

後学期 30 50 10 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 課題は必ず提出すること．提出遅れや未提出は大きく減点する． 

受講上のアドバイス 

１．理解できないときは授業中や放課後に質問し決して放置しないこと． 

２．教科書，ノート，製図セット，A4ファイル，電卓を毎回持参すること． 

科目の達成目標 

① 公差を検討し図面に示すことができる 

② 歯車装置の設計製図ができる 

③ スケッチ製図ができる 

④ ばねの設計製図ができる 

⑤ 機械製品の改善提案に取り組み発表できる 

⑥ CAD・CAMを連携したものづくりが理解できる 

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 1階124室 

オフィスアワー 金曜日 16:30～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 

軸，歯車設計製図 

軸，キー，歯車列の設計ができる 

教科書pp. 182-185を熟読する 20 
 

課題を行う 30 

第2週 
教科書pp. 200-211を熟読する 20 

 
課題を行う 30 

第3週 

手書きで部品図がかける 

教科書pp.56-57を熟読する 15 
 

課題を行う 30 

第4週 
図面を見直す 20 

 
課題を行う 30 

第5週 

ライントレースロボット

の設計製図 

ライン検出装置の機構設計ができ

る 

情報を収集する 20 
 

課題を行う 30 

第6週 

CADモデリングとアセンブリがで

きる 

構想検討する 20 
 

課題を行う 30 

第7週 
モデルを見直す 20 

 
課題を行う 30 

第8週 

機械製品のスケッチ製図 

製品の分解とスケッチができる 

教科書pp.131-135を熟読する 20 
 

課題を行う 30 

第9週 
教科書pp.263-266を熟読する 20 

 
課題を行う 30 

第10週 要求仕様からねじの設計ができる 
教科書pp.267-268を熟読する 20 

 
課題を行う 30 

第11週 表面性状を理解し設定できる 
教科書pp.124-129を熟読する 20 

 
課題を行う 30 

第12週 

手書きで製作図を作成できる 

教科書pp.52-55を熟読する 15 
 

課題を行う 30 

第13週 
図面を見直す 20 

 
課題を行う 30 

第14週 

ばねの設計製図 
要求仕様に基づき，ばね設計がで

きる 

教科書pp.226-228を熟読する 20 
 

課題を行う 30 

第15週 
図面を見直す 20 

 
課題を行う 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説 － －  

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

機械製品の改善提案 

グループでアイデアを立案し提案

できる 

題材の情報収集を行う 20 
 

課題を行う 30 

第2週 構想設計ができる 
教科書pp.256-257を熟読する 20 

 
課題を行う 30 

第3週 ラフスケッチができる 
教科書pp.38-43を熟読する 15 

 
課題を行う 30 

第4週 詳細検討ができる 
教科書pp.258-262を熟読する 20 

 
課題を行う 30 

第5週 

モデリングができる 

教科書pp.148-150を熟読する 15 
 

課題を行う 30 

第6週 
モデルを見直す 20 

 
課題を行う 30 

第7週 

アセンブリができる 

教科書pp.258-262を熟読する 15 
 

課題を行う 30 

第8週 
モデルを見直す 20 

 
課題を行う 30 

第9週 発表ができる 
発表準備を行う 30 

 
－ － 

第10週 

CAD・CAM 

CAMの概要について理解できる 
教科書pp.138-139を熟読する 15 

 
授業ノートを読み直す 20 

第11週 

Gコードプログラムを作成できる 

配布資料を熟読する 20 
 

課題を行う 30 

第12週 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 30 

第13週 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 30 

第14週 

CAD・CAMを連携しCNCデータを生

成できる 

配布資料を熟読する 20 
 

課題を行う 30 

第15週 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説 － －  

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

機械材料 機械工学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 千徳英一 

キーワード 科目概要 

金属材料，非金属材料 

セラミックス，複合材料 

機械技術者にとって，機械材料の特徴およびその本質を知ることは様々な機械

を作るために重要な知識である．本科目では，機械材料の基礎事項を理解し，

金属，セラミックス，複合材料など，材料の諸特性について学習する． 

 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「絵ときでわかる機械材料」，門

田和雄，オーム社 
 

科目：機械材料 

資格：機械設計技術者3級 

評価方法 

評価項目 定期試験 演習課題 小テスト 学習態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 20 20 10   100 50 

後学期 50 20 20 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

成績は学期ごとに評価項目に従って評価する． 

学年成績は各学期分を総合的に評価する． 

課題の提出は期限を守ること． 

まじめな学習態度で授業に参加すること． 

興味深く，楽しく学んでください． 

受講上のアドバイス 

充分に理解するために以下のことを心がけてください． 

①予習，復習をする． 

②授業の内容をノートに記録する． 

③自学自習する力を身に付ける． 

科目の達成目標 

①  材料の分類を説明できる． 

②  材料の特性を説明できる． 

③  材料試験について説明できる． 

④  材料の改質方法について説明できる． 

⑤  材料の熱処理と組織の関係について説明できる． 

⑥ 材料の劣化・破壊について説明できる． 

関連する本校の学習・教育目標 専門力 

問い合わせ・質問先 1階126室 

オフィスアワー 金曜日 16：30～17：30 

 



クラス番号  氏名  

    

 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 

材料工学の概要 

機械材料の機械的性質 

材料学と工学の関係が理解できる 

機械的性質が理解できる 

 

 
 

 

教科書のP2～P3を読む 30 

第2週 
材料試験が理解できる 

材料検査が理解できる 

教科書のP4～P8を読む 30 
 

教科書のP9～P13を読む 30 

第3週 
機械材料と熱の伝導が理解できる 

章末問題が理解できる 

教科書のP14～P17を読む 30 
 

教科書のP18～P20を読む 30 

第4週 

機械材料の科学と金属学 

章末問題が理解できる 

原子の構造と周期表が理解できる 

教科書のP20を読む 30 
 

教科書のP20～P23を読む 30 

第5週 
化学結合の種類が理解できる 

金属の結晶構造が理解できる 

教科書のP24～P26を読む 30 
 

教科書のP27～P31を読む 30 

第6週 
物体の状態変化理解できる 

平衡状態図が理解できる 

教科書のP32～P34を読む 30 
 

教科書のP35～P41を読む 30 

第7週 
金属の変形が理解できる 

章末問題が理解できる 

教科書のP42～P41を読む 30 
 

教科書のP42～P44を読む 30 

第8週 

炭素鋼 

炭素鋼の製造課程が理解できる 

炭素鋼の性質が理解できる 

教科書のP45～P46を読む 30 
 

教科書のP47～P50を読む 30 

第9週 
炭素鋼の平衡状態図が理解できる 

 

教科書のP52～P53を読む 30 
 

教科書のP54～P55を読む 30 

第10週 
炭素鋼の平衡状態図が理解できる 

 

教科書のP56を読む 30 
 

教科書のP57を読む 30 

第11週 
炭素鋼の熱処理が理解できる 

 

教科書のP58～P59を読む 30 
 

教科書のP60～P61を読む 30 

第12週 
炭素鋼の熱処理が理解できる 

 

教科書のP62を読む 30 
 

教科書のP63を読む 30 

第13週 
炭素鋼の熱処理が理解できる 

 

教科書のP64を読む 30 
 

教科書のP65を読む 30 

第14週 
炭素鋼の種類が理解できる 

 

教科書のP66～P67を読む 30 
 

教科書のP68を読む 30 

第15週 
章末問題理解できる 

 

教科書のP69読む 30 
 

教科書のP70を読む 30 

 定期試験     

 自己点検     

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



 

    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

合金鋼 

合金の成分が理解できる 
教科書のP71～P72を読む  

 
教科書のP73を読む 30 

第2週 構造用合金鋼が理解できる 
教科書のP74を読む 30 

 
教科書のP75を読む 30 

第3週 工具用合金鋼が理解できる 
教科書のP76～P79を読む 30 

 
教科書のP80～P82を読む 30 

第4週 

鋳鉄 

鋳鉄の種類が理解できる 
教科書のP83～P85を読む 30 

 
教科書のP86～P87を読む 30 

第5週 鋳鉄の特徴が理解できる 
教科書のP88を読む 30 

 
教科書のP89～P90を読む 30 

第6週 

アルミニウム合金 

アルミニウム合金の性質が理解で

きる 

教科書のP91～P93を読む 30 
 

教科書のP94～P95を読む 30 

第7週 
アルミニウム合金の種類が理解で

きる 

教科書のP96～P97を読む 30 
 

教科書のP98～P100を読む 30 

第8週 

銅とその合金 

銅の性質が理解できる 
教科書のP101～P103を読む 30 

 
教科書のP104～P105を読む 30 

第9週 銅合金が理解できる 
教科書のP106を読む 30 

 
教科書のP107～P108を読む 30 

第10週 

その他の金属材料 

亜鉛，マグネシウム合金が理解で

きる 

教科書のP109～P110を読む 30 
 

教科書のP111～P112を読む 30 

第11週 チタン合金が理解できる 
教科書のP113～P114を読む 30 

 
教科書のP115～P116を読む 30 

第12週 

プラスチック 

エンジニアリングプラスチックが

理解できる 

教科書のP117～P119を読む 30 
 

教科書のP120～P123を読む 30 

第13週 CFRPが理解できる 
教科書のP124～P127を読む 30 

 
教科書のP128～P130を読む 30 

第14週 

セラミックス 

セラミックの種類が理解できる 
教科書のP131～P133を読む 30 

 
教科書のP134～P136を読む 30 

第15週 セラミックスの用途が理解できる 
教科書のP137～P140を読む 30 

 
教科書のP141～P146を読む 30 

 定期試験     

 自己点検     

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

国語Ⅳ 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 １ 後学期 講義 黒田譜美 

キーワード 科目概要 

思考力, 

読解力, 

記述力 

国語を適切に表現し、的確に理解する能力を育成するとともに、伝え合う力

を高め、思考力を伸ばし、最終的には自分自身の考えを広げ深め、理想とす

るあり方を文章化することができる「言語感覚」を磨く。必要な情報を効果

的に伝えることを目標として発表し、進んで表現する姿勢を身に付ける。さ

らに、社会生活に役立つ表現力、理解力と社会生活を充実させる態度を身に

付ける。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

適宜配布する。  

科目：国語Ⅰ、国語Ⅱ、国語Ⅲ、文

化・思想 

資格：日本語検定 

評価方法 

評価項目 定期試験 小テスト 課題 学習態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期         

後学期 30 20 40 10   100 100 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 成績は定期試験・小テスト・課題・学習態度等を総合的に判断して評価する。 

受講上のアドバイス 

・板書だけでなく口頭での説明もメモするようにすること。 

・課題は必ず実行すること。 

科目の達成目標 

①  根拠のある主張を述べ、論理的な文章を書くことができる。 

②  文章の論点や主張を把握して、的確に要約することができる。 

③  文献資料やデーターの収集、分析方法を理解し、粘り強く取り組むことができる。 

④ 複数の視点から物事を考える方法を学び、批判的な思考力を身につける。 

 ⑤ 相手や場面、目的に応じて文章表現を工夫することができる。 

  

関連する本校の学習・教育目標 人間性 

問い合わせ・質問先 1階104室（教員室） 

オフィスアワー 金曜日 15：10～16：50 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 文を整える 
主述の関係、副詞の呼応、文末表

現の統一について理解できる。 

  
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第2週 敬語表現 
敬語の基本的な知識を身につけ、

適切に使うことができる。 

配布資料の課題を解く。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第3週 視写と聴写 視写と聴写について理解できる。 
配布資料の課題を解く。 15 

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

第4週 接続詞 接続詞の使い分けを理解できる。 
配布資料の課題を解く。 15 

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

第5週 主張と根拠 
根拠を示して意見を述べることが

できる。 

配布資料の課題を解く。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第6週 要約 要約の方法を理解できる。 
配布資料の課題を解く。 15 

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

第7週 批判的読解 批判的に読解することができる。 
配布資料の課題を解く。 15 

 
書評を完成させる。 60 

第8週 
テーマ型・課題文型 

小論文の構成と順序 

序論、本論、結論の三段構成を理

解できる。 

配布資料の課題を解く。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第9週 発想法と構成ノート 
広げた発想を整理し、主題を決

め、構成を考えることができる。 

配布資料の課題を解く。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第10週 
インターネットと図書館

の利用法 

図書、雑誌論文の探し方及び引

用、参考文献の書き方を理解でき

る。 

配布資料の課題を解く。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第11週 グループセッション 
意見交換を行い、複数の視点から

物事を考えることができる。 

配布資料の課題を解く。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第12週 推敲・清書 推敲・清書の方法を理解できる。 
配布資料の課題を解く。 15 

 
清書を完成させる。 60 

第13週 
自己推薦型小論文 

自己分析と構成ノート 

自分の特徴と経験を整理し、構成

を考えることができる。 

配布資料の課題を解く。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第14週 レトリックの工夫 
比喩、倒置法、押韻、折句などを

理解し、表現を工夫できる。 

配布資料の課題を解く。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

 

第15週 口頭発表 効果的な自己PRができる。 
発表原稿を書く。 60 

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

総合英語Ⅳ 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 宇都宮隆子 

キーワード 科目概要 

リーディング, 

スピーキング, 

リスニング, 

異文化背景の理解 

この授業では、海外で放送されたＴＶコマーシャルを題材に、リーディン

グ、ライティング、スピーキング、リスニングの４技能を高めることを目的

とする。また、コマーシャルを通して、異文化背景の理解の促進を図る。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「English in 30 Seconds」 

Naoyuki Aoki、NAN’UN-DO 
配布プリント 

科目：他英語科目 

資格：英検、TOEIC 

評価方法 

評価項目 定期試験 小テスト 課題 授業態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 20 30 10   100 50 

後学期 40 20 30 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

前学期の評価で60点に満たない学生は補習の対象とする。ただし、後学期後の補習は、基本行わ

ない。課題は各ユニットに関連する提出物や発表を評価する。授業態度は、積極的な授業参加、

忘れ物、居眠り等を基に評価する。 

受講上のアドバイス 

①語彙数を増やすためにも、テキストの英語本文を声に出し何度も読むこと。 

②付属ＣＤを使い、単語の発音などの練習に使用することを薦める。 

③小テストの勉強は、定期的な学習を行う良い機会となり、苦手箇所が確認できる機会でもある。一つ一つの

小テストへの取り組みを大事にすること。 

 ④発表は、皆さんの知識を広めたり深める良い機会です。聞く人にわかりやすく魅力的な発表にするよう心が

けること。 

科目の達成目標 

① リーディング内の語彙を学習し、語彙数を増やすことができる。 

② 海外コマーシャルで使用された英語表現を理解し、応用することができる。 

③ テキスト本文の内容に対し、発表などを通して自身の見識を深めることができる。 

④ 発表の準備のため、課せられたトピックに関して適切なリサーチをすることができる。 

⑤ 海外ＴＶコマーシャルの背景にある文化に興味を持ち、それらに対し理解を深めることができる。 

⑥ ナチュラルスピードの英語を、積極的に聞こうと努力することができる。 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 1階104室 

オフィスアワー 水曜日 16:30～17:30 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
授業内容の説明および

Unit1: Meijer – High 

Standard, Lower Price 

- 授業の進め方について理解する 

- Unit1の語彙、英語表現を学習

し本文を理解することができる 

  
 

語彙、英語表現の理解 30 

第2週 
Unit1: Meijer – High 

Standard, Lower Price 

- Unit1の語彙、英語表現を用

い、トピックに関して英語で説明

することができる 

Unit1 本文の音読 30 
 

Unit1 内容理解 30 

第3週 
Unit1: Meijer – High 

Standard, Lower Price 

- 海外ＴＶコマーシャルのリスニ

ングを積極的に行うことができる 

- 発表準備のためのリサーチをす

ることができる 

付属ＣＤでのリスニング 30 

 
トピックに対する発表の準備 30 

第4週 「発表」および「復習」 

- 聞き手を意識したプレゼンテー

ションをすることができる 

- Unit1で何を学習したかを振り

返ることができる 

発表の練習 30 

 
小テストに向けての勉強 30 

第5週 
Unit1: 小テスト 

Unit2: This Calls for 

Bud Light 

- Unit2の語彙、英語表現を学習

し本文を理解することができる 

Unit2 本文および演習の一読 30 
 

語彙、英語表現の理解 30 

第6週 
Unit2: This Calls for 

Bud Light 

- Unit2の語彙、英語表現を用

い、トピックに関して英語で説明

することができる 

Unit2 本文の音読 30 
 

Unit2 内容理解 30 

第7週 
Unit2: This Calls for 

Bud Light 

海外ＴＶコマーシャルのリスニン

グを積極的に行うことができる 

- 発表準備のためのリサーチをす

ることができる 

付属ＣＤでのリスニング 30 

 
トピックに対する発表の準備 30 

第8週 「発表」および「復習」 

- 聞き手を意識したプレゼンテー

ションをすることができる 

- Unit2で何を学習したかを振り

返ることができる 

発表の練習 30 

 
小テストに向けての勉強 30 

第9週 
Unit2: 小テスト 

Unit5: Relax, it’s 

FedEx  

- Unit5の語彙、英語表現を学習

し本文を理解することができる 

Unit5 本文および演習の一読 30 
 

語彙、英語表現の理解 30 

第10週 
Unit5: Relax, it’s 

FedEx 

- Unit5の語彙、英語表現を用

い、トピックに関して英語で説明

することができる 

Unit5 本文の音読 30 
 

Unit5 内容理解 30 

第11週 
Unit5: Relax, it’s 

FedEx 

- 海外ＴＶコマーシャルのリスニ

ングを積極的に行うことができる 

- 発表準備のためのリサーチをす

ることができる 

付属ＣＤでのリスニング 30 

 
トピックに対する発表の準備 30 

第12週 「発表」および「復習」 

- 聞き手を意識したプレゼンテー

ションをすることができる 

- Unit5で何を学習したかを振り

返ることができる 

発表の練習 30 

 
小テストに向けての勉強 30 

第13週 
Unit5: 小テスト 

Unit9: Pepsi-Ask for 

More 

- Unit9の語彙、英語表現を学習

し本文を理解することができる 

Unit9 本文および演習の一読 30 
 

語彙、英語表現の理解 30 

第14週 
Unit9: Pepsi-Ask for 

More 

- Unit9の語彙、英語表現を用

い、トピックに関して英語で説明

することができる 

Unit9 本文の音読 30 

 Unit9 内容理解および小テスト

に向けての勉強 
30 

 

第15週 
Unit9: 小テスト 

Unit 1,2,5,9の復習 

- Unit1, 2, 5, 9で、何を学習し

たかを振り返ることができる 

前学期学習したことの振り返り 60 
 

前学期学習した内容の復習 120 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 課題発表 
- 課されたトピックに関して英語

で発表することができる 

発表の準備および練習  
 

発表内容や態度への振り返り 30 

第2週 
Unit11: Disney-Magic 

Happens  

- Unit1の語彙、英語表現を学習

し本文を理解することができる 

Unit11 本文および演習の一読 30 
 

語彙、英語表現の理解 30 

第3週 
Unit11: Disney-Magic 

Happens 

- Unit1の語彙、英語表現を用

い、トピックに関して英語で説明

することができる 

Unit11 本文の音読 30 
 

Unit11 内容理解 30 

第4週 
Unit11: Disney-Magic 

Happens 

- 海外ＴＶコマーシャルのリスニ

ングを積極的に行うことができる 

- 発表準備のためのリサーチをす

ることができる 

付属ＣＤでのリスニング 30 

 
トピックに対する発表の準備 30 

第5週 「発表」および「復習」 

- 聞き手を意識したプレゼンテー

ションをすることができる 

- Unit11で何を学習したかを振り

返ることができる 

発表の練習 30 

 
小テストに向けての勉強 30 

第6週 
Unit11: 小テスト 

Unit13: Anti-Smoking 

Campaign 

- Unit13の語彙、英語表現を学習

し本文を理解することができる 

Unit13 本文および演習の一読 30 
 

語彙、英語表現の理解 30 

第7週 
Unit13: Anti-Smoking 

Campaign 

- Unit13の語彙、英語表現を用

い、トピックに関して英語で説明

することができる 

Unit13 本文の音読 30 
 

Unit13 内容理解 30 

第8週 
Unit13: Anti-Smoking 

Campaign 

海外ＴＶコマーシャルのリスニン

グを積極的に行うことができる 

- 発表準備のためのリサーチをす

ることができる 

付属ＣＤでのリスニング 30 

 
トピックに対する発表の準備 30 

第9週 「発表」および「復習」 

- 聞き手を意識したプレゼンテー

ションをすることができる 

- Unit13で何を学習したかを振り

返ることができる 

発表の練習 30 

 
小テストに向けての勉強 30 

第10週 
Unit13: 小テスト 

Unit15: Anti-Smoking 

Campaign 

- Unit15の語彙、英語表現を学習

し本文を理解することができる 

Unit2 本文および演習の一読 30 
 

語彙、英語表現の理解 30 

第11週 
Unit15: Anti-Smoking 

Campaign 

- Unit13の語彙、英語表現を用

い、トピックに関して英語で説明

することができる 

Unit15 本文の音読 30 
 

Unit15 内容理解 30 

第12週 
Unit15: Anti-Smoking 

Campaign 

- 海外ＴＶコマーシャルのリスニ

ングを積極的に行うことができる 

- 発表準備のためのリサーチをす

ることができる 

付属ＣＤでのリスニング 30 

 
トピックに対する発表の準備 30 

第13週 「発表」および「復習」 

- 聞き手を意識したプレゼンテー

ションをすることができる 

- Unit13で何を学習したかを振り

返ることができる 

発表の練習 30 

 
小テストに向けての勉強 30 

第14週 
Unit15: 小テスト 

Unit 11,13,15の復習 

- Unit11,13,15で、何を学習した

かを振り返ることができる 

前学期学習したことの振り返り 30 
 

前学期学習した内容の復習 30 

 

第15週 
Unit9: 小テスト 

Unit 11,13,15の復習 

- Unit11,13,15で、何を学習した

かを振り返ることができる 

後学期学習したことの振り返り 60 
 

後学期学習した内容の復習 120 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

人間と自然Ⅲ 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 １ 集中講義 講義 小間徹也，林道大 

キーワード 科目概要 

人間力 

池の平の自然あふれる充実した環境のもとで合宿を行い、自然への理解を深

めるとともに、級友との友情を深める。また、4年間の研鑽をまとめ、これ

から社会でその成果を発揮するために、各自が専攻する分野での先輩の経験

を学ぶ。加えて、自らが研究している課題について、研究の意義・研究の進

め方・発表の仕方について考え、学ぶ。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

なし ①学生便覧2019 

科目：人間と自然Ⅰ 

   人間と自然Ⅱ 

資格：なし 

評価方法 

評価項目 海洋活動 研修レポート 生活態度 出席状況   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 20 10 20 50   100 100 

後学期         

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

研修3日のうち、2日間以上出席した者について、本科目を履修したものと認め、成績評価を行

う。出席状況については、2日間出席で30点、3日間出席で50点を付与する。学科研修、講演なら

びに生活態度については、優秀なものには各々20点、10点、20点を付与し、態度・成果・貢献の

度合いに応じて採点する。 

ただし、研修中に校則違反があった場合や研修態度が著しく悪い場合には、上記にかかわらず減

点もしくは履修したと認めないこともある。 

受講上のアドバイス 

①別に配布する穴水湾自然学苑研修の資料をよく読み、忘れ物のないように注意する。 

②健康管理に十分留意し研修に臨むこと。体調不良の場合は、本校集合時に必ず申し出ること。 

③健康保険証のコピーを必ず持参すること。 

④集合時間など集団生活のマナーを厳守すること。 

科目の達成目標 

①  

②  

③  

④  

⑤  

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 人間性 

問い合わせ・質問先 
（授業開講時）池の平セミナーハウス1階・小間まで 

（それ以外） 高専1階124室・小間まで 

オフィスアワー 研修中随時 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 点検 

 

1 オリエンテーション 
科目の目的・スケジュールならびにセミナーハウス利用の注意受

け、３日間の学習の体制を整える。 
 

2 朝の集い 
国旗・校旗の掲揚、体操および清掃分担発表を行い、研修に取り

組む気持ちを新たにする。 
 

3 学科研修 ① 自然と工学に関する課題に関し、グループで討議する。  

4 学科研修 ② 学科研修 ① の討議結果をまとめる。  

5 学科研修 ③ 池の平の豊かな自然に触れ、自然への理解を深める。  

6 講演 
聴講内容をもとに、社会人として・技術者としてのあるべき姿を

考える。 
 

7    

8    

9    

10    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

社会科学Ⅰ 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 宮野純光 

キーワード 科目概要 

人種・宗教・民族,エネルギー,

地球環境,大陸国家，海洋国

家，航空国家，地政学 

我々の日常生活は、国内外における政治・経済や自然・地理など、様々な事

柄の影響を受けていることは言うまでもない。我々が現代社会の一員として

社会の中で生きていくには、政治・経済や自然・地理など様々な事象や問題

に関する共通の認識を持つことが必要不可欠なのである。本科目ではグロー

バル化する現代社会で活躍するエンジニアとして必要不可欠な、政治・経

済・自然・地理などに関する基本的な事項についての講義を行い、知識を習

得することを目的とする。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

 適宜、資料を配布する。 
科目： 

資格： 

評価方法 

評価項目 定期試験 発表 課題 授業態度 出席  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 20 15 10 5  100 50 

後学期 50 20 15 10 5  100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

定期試験によって到達度を量るが、成績は発表や課題などを総合的に評価する。発表は内容・プ

レゼンテーションの様子などを評価するが、その際に学生同士の相互評価も取り入れる。学習態

度は授業及び、プレゼンテーションの相互評価、課題の取り組み状況により評価する。出席状況

は不良のものについて減点していく。課題は各学期に３回の新聞記事コメントを提出させ評価す

る。学年末の評価は各学期の成績合計の平均とする。 

受講上のアドバイス 

①発表には十分準備を行い望むこと。 

②ノートはしっかりととり、自己の学習に利用すること。 

③わからないこと、興味を持ったことがあれば（授業中・授業外とも）気軽に質問すること。 

④新聞の記事ややニュースに関心を持ち、自ら世界や日本の動向を知る習慣を身に付けること。 

科目の達成目標 

① 人種・民族・宗教、経済の動向や資源・エネルギーの問題を理解することができる。 

② 地球環境や自然災害について理解し、自分の意見をもつことができる。 

③ 世界の地域区分・優位勢力の概念を理解できる。 

④ 大陸国家・海洋国家・航空国家の概念を理解することができる。 

⑤ デーマに即した発表を行い、自分の意見を伝えることができる。 

⑥ 世界や日本の問題に関心を持ち、自らの考えを述べることができる。 

関連する本校の学習・教育目標 人間性 

問い合わせ・質問先 1階104室（教員室） 

オフィスアワー 火曜日 16:30～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
本科目の概要 

国家と領域 

１年間の取り組みについて確認す

る。国家と領域の概念について理

解することができる。 

－ － 
 

授業の見直しを行う。 15 

第2週 人種と民族 
世界の人種と民族の問題について

理解することができる。 

授業の予習を行う。 15 

 授業内容の見直しを行う。新聞

記事コメントを書く。 
40 

第3週 宗教と民族 
世界の宗教について理解すること

ができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第4週 人口の推移と難民 
人口・難民問題について理解する

ことができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第5週 貨幣と経済 
貨幣と世界の経済の流れについて

理解することができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第6週 資源・エネルギー 
世界の資源・エネルギーの問題に

ついて理解することができる。 

授業の予習を行う。 15 

 授業内容の見直しを行う。新聞

記事コメントを書く。 
40 

第7週 公害・地球環境 
公害問題・地球環境問題について

理解することができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第8週 自然災害 
自然災害と人類の関係について理

解することができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第9週 

プレゼンテーション 

日本の政治・経済に関して与えら

れたテーマについてまとめ、個人

発表を行うことができる。 

 

他の学生の発表を聞き、理解を深

めると共に、発表についての意見

を述べることができる。 

発表の準備を行う。（発表前） 30-100 

 自分の発表に対するコメントを

まとめる。 
15 

第10週 
発表の準備を行う。（発表前） 30-100 

 自分の発表に対するコメントを

まとめる。 
15 

第11週 
発表の準備を行う。（発表前） 30-100 

 自分の発表に対するコメントを

まとめる。 
15 

第12週 
発表の準備を行う。（発表前） 30-100 

 発表に対するコメントをまとめ

る。新聞記事コメントを書く。 
40 

第13週 世界の地域区分 
世界の地域区分の仕方・その意味

を理解することができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第14週 

世界史上の優位勢力 
世界史上の優位勢力の概念につい

て理解することができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業内容の見直しを行う。 15 

第15週 
授業の予習を行う。 15 

 
授業の見直しを行う。 15 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

地域世界の鼎立 
地域世界の鼎立関係を正しく理解

することができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第2週 
授業の予習を行う。 15 

 授業内容の見直しを行う。新聞

記事コメントを書く。 
40 

第3週 地理的要因 
人類と地理的要因の関係について

理解することができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第4週 

大陸国家（ランドパワ

ー） 

大陸国家（ランドパワー）の概念

と動向について理解することがで

きる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第5週 
授業の予習を行う。 15 

 
授業の見直しを行う。 15 

第6週 
代表的な大陸国家について理解す

ることができる。 

授業の予習を行う。 15 

 授業内容の見直しを行う。新聞

記事コメントを書く。 
40 

第7週 

海洋国家（シーパワー） 

海洋国家（シーパワー）の概念と

動向について理解することができ

る。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第8週 
授業の予習を行う。 15 

 
授業の見直しを行う。 15 

第9週 
代表的な海洋国家について理解す

ることができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業内容の見直しを行う。 15 

第10週 航空国家（エアパワー） 

航空国家（エアパワー）の概念と

動向について理解することができ

る。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第11週 

プレゼンテーション 

世界の地域・国家に関して、与え

られたテーマについてまとめ、個

人発表を行うことができる。 

 

他の学生の発表を聞き、理解を深

めると共に、発表についての意見

を述べることができる。 

発表の準備を行う。（発表前） 30-100 

 発表に対するコメントをまとめ

る。 
15 

第12週 
発表の準備を行う。（発表前） 30-100 

 発表に対するコメントをまとめ

る。 
15 

第13週 
発表の準備を行う。（発表前） 30-100 

 発表に対するコメントをまとめ

る。 
15 

第14週 
発表の準備を行う。（発表前） 30-100 

 発表に対するコメントをまとめ

る。新聞記事コメントを書く。 
40 

第15週 地政学とは 

これまでの授業を踏まえて、地政

学の概念を理解することができ

る。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

保健体育Ⅳ 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 実技 瀧本明弘 

キーワード 科目概要 

生涯スポーツ, 

協調性, 

ルール遵守, 

安全, 

スポーツの楽しさ, 

自主性 

集団行動, 

体育祭の練習, 

ソフトボール, 

テニス, 

球技大会の練習, 

バドミントン 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

なし アクティブスポーツ２０１９ 
科目：保健体育Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

資格： 

評価方法 

評価項目 出席状況 学習態度 リーグ戦 レポート   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 30 10 20   100 50 

後学期 40 30 20 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

出席状況は、欠席した場合減点とする。 

学習態度は、協調性・ルールの遵守・遅刻・見学・自主性等から評価する。 

レポートは年３回提出する。 

リーグ戦は、ソフトボール・テニス・バドミントンにおいて評価する。 

 

受講上のアドバイス 

1． 服装(シューズを含む)は、スポーツするにふさわしいものとする。担当者が判断するものとする。 

2． 安全に留意する事。 

3． 生涯スポーツについて理解する事。 

4． スポーツを楽しむこと。 

5． 向上心を持って行うこと 

科目の達成目標 

① 生涯スポーツについて理解する 

② 基礎体力の向上を図る 

③ スポーツを通じて協調性を身につける 

④ スポーツを通じて自主性を身につける 

⑤ ソフトボールについて理解を深める 

⑥ ラケット競技について理解を深める 

関連する本校の学習・教育目標 人間力 

問い合わせ・質問先 1階104室,第2体育館教員室 

オフィスアワー 水曜日 16:30～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 集団行動 
整列、点呼、準備体操などの集団

行動ができる 

  
 

集団行動の重要性を復習する  

第2週 ソフトボール 
ソフトボールの用具について理解

を深める 

用具について調査する  

 用具の整理整頓について復習す

る 
 

第3週 体育大会の練習 
体育大会の種目について理解を深

める 

各自の出場種目を知り、ルール

を理解する 
 

 
体育大会がスムーズに進行でき

るように振り返る 
 

第4週 ソフトボール 

ルールについて理解する 

キャッチボール、ゴロの捕球、ト

スバッティングができる 

ルールについてレポートを提出

する 基本動作を調査する 
 

 

本時の基本動作を反省する  

第5週 ソフトボール 

ゴロの捕球から送球ができる  

バットをスイングしてからバット

を置き走り出せる 

基本動作について調査する  
 

本時の基本動作を復習する  

第6週 ソフトボール 内野守備について理解を深める 

内野守備の基本的な動きを調査

する 
 

 
本時の基本的な動きについて復

習する 
 

第7週 ソフトボール 外野守備について理解を深める 

外野守備の基本的な動きを調査

する 
 

 
本時の基本的な動きについて復

習する 
 

第8週 ソフトボール 試合及び試合運営ができる 

試合及び試合運営について調査

する 
 

 

本時の内容について復習する  

第9週 ソフトボール 試合及び試合運営ができる 

先週の試合を踏まえて戦略を考

える 
 

 

本時の試合について反省する  

第10週 ソフトボール 試合及び試合運営ができる 

先週の試合を踏まえて戦略を考

える 
 

 

本時の試合について反省する  

第11週 ソフトボール 試合及び試合運営ができる 

先週の試合を踏まえて戦略を考

える 
 

 

本時の試合について反省する  

第12週 テニス 

ルール及び試合運営について理解

を深める 

ラケット、ボールの特性について

理解を深める 

ルール、用具について調査する  

 
本時の内容について復習する  

第13週 テニス 
グランドストローク及びバックハ

ンドストロークができる 

ルール及び試合運営についてレ

ポートを提出する 

基本動作について調査する 

 
 

本時の内容について復習する  

第14週 テニス サーブができる 
サーブについて調査する  

 
本時の内容について復習する  

 

第15週 テニス ボレーができる 
ボレーについて調査する  

 
本時の内容について復習する  

      

      



週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 テニス ダブルスについて理解を深める 
ダブルスについて調査する  

 
本時の内容について復習する  

第2週 テニス 試合ができる 

ダブルスの戦略について調査す

る 
 

 

本時の試合について反省する  

第3週 テニス 試合ができる 

先週の試合を踏まえて戦略を考

える 
 

 

本時の試合について反省する  

第4週 テニス 試合ができる 

先週の試合を踏まえて戦略を考

える 
 

 

本時の試合について反省する  

第5週 テニス 試合ができる 

先週の試合を踏まえて戦略を考

える 
 

 

本時の試合について反省する  

第6週 バドミントン 

ルール及び試合運営について理解

を深める。ラケット、シャトルに

ついて理解を深める。 

ルール及び試合運営についてレ

ポートを提出する。ラケット、

シャトルについて調査する。 

 
 

本時の内容について復習する  

第7週 バドミントン シングルスの試合ができる 
シングルスについて調査する  

 
本時の内容について復習する  

第8週 バドミントン シングルスの試合ができる 

シングルスの戦略を調査する  

 本時のシングルスについて反省

する 
 

第9週 球技大会の練習 球技大会の種目の理解を深める 

球技対での各自の出場種目を知

り、理解する 
 

 
球技大会がスムーズに進行でき

るように復習する 
 

第10週 バドミントン ダブルスの試合ができる 
ダブルスについて調査する  

 
本時の内容について復習する  

第11週 バドミントン ダブルスの試合ができる 

ダブルスの戦略について調査す

る 
 

 

本時の試合について反省する  

第12週 バドミントン ダブルスの試合ができる 

ダブルスの戦略について調査す

る 
 

 

本時の試合について反省する  

第13週 バドミントン ダブルスの試合ができる 

ダブルスの戦略について調査す

る 
 

 

本時の試合について反省する  

第14週 バドミントン ダブルスの試合ができる 

ダブルスの戦略について調査す

る 
 

 

本時の試合について反省する  

 

第15週 バドミントン ダブルスの試合ができる 

ダブルスの戦略について調査す

る 
 

 

本時の試合について反省する  

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

Advanced English I・Conversation 

（上級英語I・会話） 
機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ４ 通年 講義 Jenny Chio 

キーワード 科目概要 

Small talk, communication 

skills, follow-up questions, 

conversation, body language, 

speaking fluency 

Advanced English Conversation 1 will provide students with many 

opportunities to speak and listen to English through fun, 

interactive paired and small-group activities. Students can share 

their experiences, opinions and ideas with each other on a variety 

of interesting topics in a variety of ways to improve fluency and 

confidence. 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「Chatterbox」， 

Steven Widdows, NUN’UN-DO 

① Chatterbox  

② Class Papers 

科目：N/A 

資格：N/A 

評価方法 

評価項目 Test / Projects Classwork Participation 計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 25 40 35 100 50 

後学期 25 40 35 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

・Rubric-based assessment speaking and listening tasks 

・Class worksheets, book work, partner conversations, video/media guides 

・Class attitude, task engagement, time management, use of resources  

・Students will be evaluated on either a speaking / written test or unit project 

受講上のアドバイス 

① Come to class with a good attitude. 

② Come to class prepared: bring your book. 

③ Be open to trying new things, taking risks, and working with new partners. 

④ Remember that nervousness won’t hurt you. You can learn to relax in stressful speaking contexts 

through practice, self-talk and visualization.  

⑤ Ask questions and communicate in English with the teacher when you aren’t sure about vocabulary 

or goals. 

⑥ Be supportive of others’ efforts. Be a good listener! 

科目の達成目標 

① 
Students will apply their growing knowledge of conversation strategies to their own 

communication with partners, groups and their teacher in and out of class. 

② 

Students will be able to develop their speaking and listening ability, as well as 

fundamental verbal and physical communication skills (spoken and kinesthetic features), and 

tools for persevering during stressful speaking situations. 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 ICT 31-104 

オフィスアワー Mondays 16:00 – 17:00 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
Topic 1: 

Getting Acquainted 

Understand syllabus; Class 

introduction; Introduce 

someone and do self-

introductions 

  

 
Review vocabulary 15 

第2週 
Topic 2:  

Experience/ Past 

Talk about experiences; 

Talk about the past and   

school life 

Review vocabulary 15 

 Practice vocabulary in 

conversation 
15 

第3週 
Topic 3:  

Lifestyle/ Personality 

Talk about the way we are, 

personality, and different 

ways to live your life 

Review vocabulary 15 

 Practice vocabulary in 

conversation 
15 

第4週 
Topic 4:  

Leisure and Sports 

Talk about sports and leisure 

activities;  

Review vocabulary  15 

 Practice vocabulary in 

conversation 
15 

第5週 
Topic 4:  

Leisure and Sports 

Talk about sports and leisure 

activities;  

Prepare for conversation 

check 
15 

 

Conversation check  15 

第6週 
Topic 5:  

Health and Food 
Talk about healthy eating 

Review health vocabulary  15 

 Practice health vocabulary 

in conversation 
15 

第7週 
Topic 5:  

Health and Food 

Talk about healthy eating and 

food 

Review food vocabulary 15 
 

Practice food vocabulary 15 

第8週 
Topic 5:  

Health and Food 

Talk about healthy eating and 

food 

Prepare for conversation 

check 
15 

 

Conversation check 15 

第9週 
Topic 6:  

Music & Books & TV & 

Movies 

Talk about Music & Books & TV 

& Movies 

Review vocabulary 15 
 

Practice vocabulary 15 

第10週 
Topic 6:  

Music & Books & TV & 

Movies 

Talk about Music & Books & TV 

& Movies 

Review vocabulary 15 
 

Review vocabulary 15 

第11週 
Topic 6:  

Music & Books & TV & 

Movies 

Talk about Music & Books & TV 

& Movies 

Practice vocabulary in 

conversation 
15 

 

Review vocabulary 15 

第12週 
Topic 6:  

Music & Books & TV & 

Movies 

Talk about Music & Books & TV 

& Movies 

Practice vocabulary in 

conversation 
15 

 

Review vocabulary  15 

第13週 
Topic 7:  

Work & Future 

Talk about work and future 

dreams 

Practice vocabulary in 

conversation 
15 

 

Review vocabulary 15 

第14週 
Topic 7:  

Work & Future 

Talk about work and future 

dreams 

Practice vocabulary in 

conversation 
15 

 

Review vocabulary  15 

第15週 Review Talk about previous topics 
Watch and discuss about 

topics so far 

15 
 

15 

      

      



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
Topic 8: Work; Summer 

Internships Speaking 

Reflect on Summer  

 Internships 

Review internship 15 
 

Conversation check 15 

第2週 Topic 8: Work 
Talk about dream job and 

future opportunities 

Review  15 
 

Conversation check 15 

第3週 Topic 9: Travel 
Talk about different countries 

and traveling 

Review vocabulary 15 
 

Practice vocabulary 15 

第4週 Topic 9: Travel 
Talk about different countries 

and traveling 

Practice conversation 15 
 

Practice conversation 15 

第5週 Topic 9: Travel 
Talk about different countries 

and traveling 

Review internship 15 
 

Conversation check 15 

第6週 Topic 10: Relationship 
Talk about relationship and 

family 

Review vocabulary 15 
 

Practice vocabulary 15 

第7週 Topic 10: Relationship 
Talk about relationship and 

family 

Practice vocabulary 15 
 

Practice conversation 15 

第8週 
Topic 10: Relationship 

(Love & Marriage) 

Talk about relationship, love, 

and marriage 

Review vocabulary 15 
 

Practice vocabulary 15 

第9週 
Topic 10: Relationship 

(Love & Marriage) 

Talk about relationship, love, 

and marriage 

Prepare for Conversation 

check 
15 

 
Conversation check 15 

第10週 
Topic 11:  

Japanese Culture 

Talk about Japanese 

culture/prefectures 

Review vocabulary 15 
 

Practice vocabulary 15 

第11週 
Topic 11:  

Japanese Culture 

Talk about Japanese 

culture/prefectures 

Practice conversation 15 
 

Practice conversation 15 

第12週 
Topic 12:  

World Problems 
Talk about World Problems 

Prepare for Conversation 

check 
15 

 
Conversation check 15 

第13週 
Topic 12:  

World Problems 
Talk about World Problems 

Review vocabulary 15 
 

Practice vocabulary 15 

第14週 
Topic 9:  

Travel -Singapore 
Talk about Singapore 

Review Singapore information 15 
 

Prepare for Singapore 15 

第15週 
Topic 9:  

Travel -Singapore 
Talk about Singapore 

Practice conversation 15 
 

Practice conversation 15 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

Advanced English I・Presentation 

（上級英語I・プレゼンテーション） 
機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ４ 通年 講義 Lin Chun Feng，Haryanti Adzman, Takako Ustunomiya 

キーワード 科目概要 

 Power Point software skill 

Presentation skill 
Students will use computers and software to work 

collaboratively, in order to develop their English and 

presentation skills. This class will not require an advanced 

knowledge of software or computers, 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

 なし 

① Handouts 

② Class slides 

③ Speaking of Speech level 1/2 

科目：上級英語II 

評価方法 

評価項目 Classwork Projects 計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 50 100 50 

後学期 50 50 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 
The class will be graded based on weekly classwork, and major presentations given at 

the end of each term. 

受講上のアドバイス 

 You are expected to use an English operating system for this class. 

 Come on time to class and be prepared with writing utensils. 

 Use English as much as possible and avoid using Japanese in class and with classmates. 

 Work well with other and help each other out. 

 Ask questions if you don’t understand something. 

 See the teacher if you are absent for any makeup work. 

 Relax, have fun, and try your best! 

科目の達成目標 

① Understand and explain presentation skill terms in English 

② Understand the elements of a good presentation  

③ 
  Understand the techniques of delivering the physical message, the visual message and the 

story message and use the techniques 

④ Understand the skills of presenting a good talk and perform a good presentation  

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 ICT 31-104 

オフィスアワー Tuesdays 16:00-17:30 

 

  



                                クラス番号         氏名            

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
Class/Presentation 

Introduction 

Ss understand the goals of the 

course, requirements, and 

tools for making Power Point 

slides. 

Ss know why and what the 

presentations are given.  

  

 
Review  

course/presentation 

introduction 

 

10 

第2週 
Elements of a Good 

Presentation 

Ss understand the  

elements of a good 

presentation 

(physical/ visual/ story).  

  

 
Review the elements 10 

第3週 The Physical Message 

Ss understand and  

learn the use of  

gestures, body language 

and voice inflection to 

present the message. 

  

 
Review the techniques 10 

第4週 The Story Message 

Ss understand the 

structure of a speech. 

(Intro/Body/ Conclusion) 

  
 

Review the structure 10 

第5週 The Story Message 

Ss understand and learn how to 

use the introduction, body and 

conclusion in their speech. 

  
 

Review the structure 10 

第6週 The Story Message 

Ss understand and learn how to 

use the introduction, body and 

conclusion in their speech. 

  
 

Review the structure 10 

第7週 
The first on-stage 

Speech  

Ss give their  

first speeches without P.P.T.. 

  
 

Reflect on the feedback 10 

第8週 The Visual Message 

Ss understand the basic 

functions of P.P.T. and make 

presentation slides with 

P.P.T. 

  

 Review the functions of 

P.P.T 
10 

第9週 Review  
  

 
  

第10週 Group presentation 

Ss work collaboratively  

in groups and 

give their presentations.  

  
 

Complete the P.P.T. 20 

第11週 Group presentation 

Ss work collaboratively  

in groups and 

give their presentations. 

  
 

Complete the P.P.T. 20 

第12週 
Research on the 

company 

Ss develop knowledge of the 

company, prepare for the 

presentation and give a talk 

on their company. 

  

 
Complete the preparation  10 

第13週 

Individual 

presentation 

preparation  

Ss prepare and  practice 

for their 

individual presentations. 

  
 

Complete the P.P.T. 20 

第14週 
Individual 

presentation 

Ss give  

their presentation. 

  
 

Complete the P.P.T. 20 

第15週 
Individual 

presentation 

Ss give  

their presentation. 

  
 

Complete the P.P.T. 20 

      

      



 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

 

Course orientation 

Review  

 

Ss understand the goals of the 

course, requirements, and 

tools for making Power Point 

slides. 

 

  

 
Review the techniques  10 

第2週 
The optional 

presentation 

Ss understand and  

learn to use arguments to 

present the message. 

  
 

  

第3週 
Preparation/ 

Presentation 

Ss prepare and practice 

for their presentations. 

  
 

Complete the P.P.T. 15 

第4週 
Preparation/ 

Presentation 

Ss prepare and practice 

for their presentations. 

  
 

Complete the P.P.T. 15 

第5週 
Group Presentation 

 

Ss work collaboratively  

in groups and 

give their presentations. 

  
 

Reflect on the feedback 15 

第6週 The Sales presentation 

Ss understand the techniques 

of using the interest/ 

understanding/ agreement  

/ and action slides for  

the presentation. 

  

 
Review the techniques 15 

第7週 
Preparation/ 

Presentation 

Ss prepare and practice 

for their presentations. 

  
 

Complete the P.P.T. 15 

第8週 
Preparation/ 

Presentation 

Ss prepare and practice 

for their presentations. 

  
 

Complete the P.P.T. 15 

第9週 
Group Presentation 

 

Ss work collaboratively  

in groups and 

give their presentations. 

  
 

Reflect on the feedback 10 

第10週 Review  
  

 
  

第11週 
The academic  

presentation  

Ss understand the techniques 

of using SWOT for  

the presentation. 

  
 

Review the SWOT techniques 10 

第12週 
Preparation/ 

Presentation 

Ss prepare and practice 

for their presentations. 

  
 

Complete the P.P.T. 15 

第13週 
Preparation/ 

Presentation 

Ss prepare and practice 

for their presentations. 

  
 

Complete the P.P.T. 15 

第14週 
Group Presentation 

 

Ss work collaboratively  

in groups and 

give their presentations. 

  
 

Reflect on the feedback 10 

第15週 Wrap up 

Ss reflect on knowledge and  

techniques of a  

good presentation. 

  
 

  

      

      



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

英語資格技術 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 学修 ２ 前学期 講義 宮野 肇 

キーワード 科目概要 

 

ペアワーク、グループワーク 

TOEIC、リスニング 

 

ペアワーク、グループワークで協力しながら、TOEICの問題を通して英語力

向上を目指す。また、リスニングの宿題によってリスニング力の向上も目指

す 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「TOEICテスト書きこみノート単

語＆熟語編」、白野伊津夫監修、

Gakken 

 
資格：ＴＯＥＩＣ 

 

評価方法 

評価項目 中間テスト 期末試験 宿題 小テスト 授業態度  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 20 20 30 20 10  100 100 

後学期 ― ― ― ― ―  ― ― 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

定期試験：学習した内容のリーディング、文法、単熟語をその範囲とし、リスニングは含まない。 

中間テスト：既習範囲の総復習問題。 

小テスト：毎回行われる文法や単熟語の小テスト 

宿題：学修の科目なので授業１時間に対して２時間分の予習・復習を必要とする。この予復習をリ

スニングの課題や次回の授業の予習プリントの形で宿題とし、授業の２日前に提出する。 

授業態度：ペアワーク、グループワーク時の積極性。忘れ物は減点対象。 

受講上のアドバイス 

本講義は学修単位であるため、１単位を50分45回分の学習とし、授業15回に対して30回分の自学自習を行うも

のとします。 

これらの自学自習を宿題の形で課します。宿題を丁寧にして授業に臨むのとそうでないのとでは、授業の理解

度、ＴＯＥＩＣのスコアの伸びが違ってくるので、宿題は必ず丁寧に行い、毎回期日までに提出して下さい。ま

た、ペアワークやグループワークを協力的に取り組むことはクラスに貢献するだけでなく、自分自身の力にもな

るので心掛けてください。 

科目の達成目標 

① リスニングの宿題をすることにより以前より英語を聞き取れるようになる 

② 英文の語順を理解できる 

③ ＴＯＥＩＣ文法部分の問題の正解率が向上する 

④ ＴＯＥＩＣ長文部分の問題の正解率が向上する 

⑤ ＴＯＥＩＣの点数が受講前より向上する 

⑥ 毎週出される宿題を提出期限までに提出する 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 1階104室（教員室） 

オフィスアワー 月曜日 16:30～17:30 



 

クラス番号  氏名  

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ → まったくわからない 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
授業内容説明 

リスニング 

・受講、宿題の取組方を理解する 

・リスニングの実力を把握する 

― ― 
 

学習支援計画書の内容確認 15 

第2週 語順 

・英語の語順を理解する 

・品詞（動詞、副詞、形容詞、名

詞）の違いを理解する 

Text(p.12-21)、語順のハンド

アウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第3週 
ＴＯＥＩＣの文法セクシ

ョンの練習問題① 

・品詞を理解しているか確認す     

る 

・過去分詞と現在分詞を理解する 

Text(p.22-29)、語順のハンド

アウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第4週 

 

ＴＯＥＩＣの文法セクシ

ョンの練習問題② 

・過去分詞と現在分詞を理解して

いるか確認する 

・時制（tense）と相（aspect）

を理解する 

Text(p.30-41)、語順のハンド

アウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第5週 

 

既習事項復習 ・既習の文法事項を理解、習得し

たかの確認 

Text(p.42-49)、語順のハンド

アウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第6週 
ＴＯＥＩＣの文法セクシ

ョンの練習問題③ 
短文穴埋めの問題に慣れる 

Text(p.50-61)、語順のハンド

アウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第7週 
ＴＯＥＩＣの文法セクシ

ョンの練習問題④ 
長文穴埋めの問題に慣れる 

Text(p.62-67)、語順のハンド

アウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第8週 中間試験 第1～7週の内容の習得 
  

 
  

第9週 
ＴＯＥＩＣの長文セクシ

ョンの練習問題① 
Ｅメールの内容の長文に慣れる 

Text(p.68-79)、語順のハンド

アウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第10週 

 

ＴＯＥＩＣの長文セクシ

ョンの練習問題② 
手紙の内容の長文に慣れる 

Text(p.80-91)、語順のハンド

アウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第11週 

 

ＴＯＥＩＣの長文セクシ

ョンの練習問題③ 
告知の内容の長文に慣れる 

Text(p.92-97)、語順のハンド

アウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第12週 

 

ＴＯＥＩＣの長文セクシ

ョンの練習問題④ 
広告の内容の長文に慣れる 

Text(p.100-107)、語順のハン

ドアウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第13週 

 

ＴＯＥＩＣの長文セクシ

ョンの練習問題⑤ 
記事の内容の長文に慣れる 

Text(p.108-115)、語順のハン

ドアウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第14週 

 

ＴＯＥＩＣの長文セクシ

ョンの練習問題⑥ 
チャットの内容の長文に慣れる 

Text(p.116-123)、語順のハン

ドアウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

 
第15週 総復習 試験範囲を理解する 

期末試験の復習プリント 200 
 

復習内容の確認 185 

 期末試験     

 自己点検 答案返却・解説及び自己点検 間違えたところを再度見直す 30  



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

応用数学Ⅰ 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 北島孝浩 

キーワード 科目概要 

 

多変数関数, 

偏微分, 

１階微分方程式, 

２階微分方程式, 

ラプラス変換 

 

微分積分Ⅰと微分積分Ⅱにおいて学んだ１変数関数の微分の多変数（特に２

変数）への拡張と、基本的な１階と２階の微分方程式の解法、さらには、ラ

プラス変換について学習する。多変数関数では１変数関数の極限値、連続、

微分と同じ概念が、変数が増えたとしても同様の原理により適用されること

を理解し、とくに偏微分とその応用について問題演習を通して、その理解を

深めるものとする。また、微分方程式においては、変数分離系、同次形、線

形の１階微分方程式の解法と、特性方程式を用いた斉次・非斉次の２階微分

方程式の解法を学習し、さらに、ラプラス変換においては、ラプラス変換と

逆ラプラス変換を用いた微分方程式の解法を学習し、これらを問題演習によ

って習熟するものとする。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① 「微分積分２」,上野健爾監修, 

森北出版 

② 「応用数学」,上野健爾監修, 

森北出版 

① 「微分積分２問題集」, 

上野健爾監修,森北出版 

② 「応用数学問題集」, 

上野健爾監修,森北出版 

科目： 微分積分Ⅰ･Ⅱ［２･３年次］ 

    線形代数Ⅰ･Ⅱ［２･３年次］ 

    応用数学Ⅱ  ［５年次］ 

資格：実用数学技能検定（準１級） 

評価方法 

評価項目 
中間テスト 

定期試験 

提出課題 

(小テスト) 
授業態度    計 

学年評価に 
対する割合(%) 

前学期 70 20 10    100 50 

後学期 70 20 10    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

中間テスト・定期試験：授業における講義内容と演習課題内容の理解度を評価するため、複数回

の試験を実施する。これらの試験（100点満点）の点数の平均の7割を評価に加える。 

提出課題：授業内容の理解度や演習量を把握するために、提出課題として、演習課題、授業ノー

ト、長期休業中の課題を課す。これらを適宜回収・評価し、その提出点を評価の2割とする。 

また、学生の理解度に応じて、提出課題の代わりに小テストを課すことがある。 

授業態度：授業を遅刻・早退・欠席した者、授業態度が不良の者は評価の1割から減点を行う。 

受講上のアドバイス 

本科目の受講の際には、(1)自ら学ぶ姿勢を身に付けること、(2)学んだ箇所は必ず復習し，理解できなかった箇

所は、理解できるよう常に努めること、(3)質問の際には、単に「わからない」ではなく「どの部分がどのよう

に理解できないのか」を伝えること、(4)課題等の提出物の期限は守ること、以上の4点に留意すること。 

科目の達成目標 

① ２変数関数の偏導関数と偏微分係数を計算で求めることができる。 

② ２変数関数の極大値と極小値を求めることができる。 

③ １階微分方程式の解を、変数分離を用いて求めることができる。 

④ ２階微分方程式の解を、特性方程式を用いて求めることができる。 

⑤ １階微分方程式の解を、ラプラス変換を用いて求めることができる。 

⑥ ２階微分方程式の解を、ラプラス変換を用いて求めることができる。 

関連する本校の学習・教育目標 基礎力 

問い合わせ・質問先 2階215室（数理教員室） 

オフィスアワー 火曜日  16:00～17:00 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
[微分積分２] 

２変数関数とそのグラフ 

２変数関数の定義を、具体的な 

例とグラフで理解できる。 

教科書：pp.55-59を読み、２変数関

数の概要をつかむ。 
20 

 
教科書：pp.56-57問41-42を解く。 

問題集：Q4.1-2を解く。 
40 

第2週 
２変数関数の極限値と 

連続性 

２変数関数の連続性を理解し、 

極限値を求めることができる。 

教科書：pp.59-61を読み、極限値等

の概要をつかむ。 
20 

 
教科書：pp.56-57問43-44を解く。 

問題集：Q43-44を解く。 
40 

第3週 偏導関数（１） 
偏導関数と偏微分係数を求める 

ことができる。 

教科書：pp.61-63を読み、偏導関数

の定義をつかむ。 
20 

 
教科書：pp.56-57問45を解く。 

問題集：Q45を解く。 
40 

第4週 偏導関数（２） 
複雑な２変数関数の偏導関数を求

めることができる。 

第3週と同じ。 20 
 

問題集のB問題を解く。 40 

第5週 高次導関数 
２次導関数、さらに、高次導関数

を求めることができる。 

教科書：pp.63-65を読み、高次導関

数の概要をつかむ。 
20 

 
教科書：pp.65問46を解く。 

問題集：Q46を解く。 
40 

第6週 
合成関数の導関数・ 

偏導関数 

合成関数の導関数・偏導関数を 

公式より求めることができる。 

教科書：pp.65-68を読み、合成関数

の導関数・偏導関数を理解する。 
20 

 
教科書：pp.67-68問47-48を解く。 

問題集：Q47-49を解く。 
40 

第7週 
接平面 

中間テスト[1] 

偏微分係数を用いて接平面の方程

式を求めることができる。 

教科書：pp.68-71を読み、接平面の

定義つかむ。 
20 

 
教科書：pp.71問410を解く。 

問題集：Q410-412を解く。 
40 

第8週 ２変数関数の極値 
２変数関数の極値となりうる点を

求めることができる。 

教科書：pp.75-77を読み、２変数関

数の極値の概要をつかむ。 
20 

 
教科書：pp.77問51を解く。 

問題集：Ｑ51を解く。 
40 

第9週 極値の判定法 
２変数関数の極値を判定すること

ができる。 

教科書：pp.77-80を読み、極値の判

定法の概要をつかむ。 
20 

 
教科書：pp.80問52を解き、極値判

定を行う。問題集：Q522を解く。 
40 

第10週 
陰関数の微分法 

条件付極値問題 

陰関数を理解し、その導関数を求

めることができ、さらに、条件付

き極値問題を解くことができる。 

教科書：pp.80-84を読み、陰関数の

微分と条件付き極値問題をつかむ。 
20 

 
教科書：pp.80問53、 

問題集：Q54を解く。 
40 

第11週 微分方程式とその解 
微分方程式とその解について理解

することができる。 

教科書：pp.108-110を読み、微分方

程式の概要をつかむ。 
20 

 
教科書：pp.110問71-72を解く。 

問題集：Q71-73を解く。 
40 

第12週 変数分離形（１） 
変数分離形の微分方程式を解くこ

とができる。 

教科書：pp.110-114を読み、変数分

離形の概要をつかむ。 
20 

 
教科書：pp.114問74-75を解く。 

問題集：Q74-76を解く。 
40 

第13週 変数分離系（２） 
変数分離形の微分方程式の応用問

題を解くことができる。 

第12週と同じ。 20 
 

問題集のB問題を解く。 40 

第14週 線形微分方程式（１） 
斉次・非斉次１階線形微分方程式

を解くことができる。 

教科書：pp.116-117を読み、斉次形

の場合の概要をつかむ。 
20 

 
教科書：pp.117問77-78を解く。 

問題集：Q77-79を解く。 
40 

 

第15週 線形微分方程式（２） 
１階線形微分方程式の応用問題を

解くことができる。 

教科書：pp.117-119を読み、非斉次

形の場合の概要をつかむ。 
20 

 
教科書：pp.118問79を解く。 

問題集：Q710-711を解く。 
40 

 定期試験   20  

 自己点検 答案返却と解説 － 40 － 



 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
[微分積分２] 

２階線形微分方程式 

２階線形微分方程式の定義を理解

し、その形を認識・識別できる。 

教科書pp.123-124を読み、微分方程

式の定義をつかむ。 
20 

 
教科書pp.124問81を解く。 

問題集pp.57Q81を解く。 
40 

第2週 
定数係数斉次２階線形微

分方程式 

特性方程式を利用して、定数係数

斉次２階微分方程式の「一般解」

を求めることができる。 

教科書pp.125-128を読み、特性方程

式を用いた解法を理解する。 
20 

 
教科書pp.124問82を解く。 

問題集pp.57Q82を解く。 
40 

第3週 
定数係数斉次２階線形微

分方程式 

特性方程式を利用して、定数係数

斉次２階微分方程式の「特殊解」

を求めることができる。 

教科書pp.128を読み、微分方程式の

特殊解を求める方法を理解する。 
20 

 
教科書pp.128問83を解く。 

問題集pp.57Q83を解く。 
40 

第4週 
定数係数非斉次２階線形

微分方程式 

微分方程式の右辺の形から、定数

係数非斉次２階微分方程式の「一

般解」を求めることができる。 

教科書pp.128-131を読み、右辺の形

を利用した解法を理解する。 
20 

 
教科書pp.129-132問85を解く。 

問題集pp.57Q85-86を解く。 
40 

第5週 
定数係数非斉次２階線形

微分方程式 

微分方程式の右辺の形から、定数

係数非斉次２階微分方程式の「特

殊解」を求めることができる。 

教科書pp.128-131を読み、右辺の形

を利用した解法を理解する。 
20 

 
教科書pp.129問84を解く。 

問題集pp.57Q84とQ87を解く。 
40 

第6週 
定数係数斉次２階線形微

分方程式の応用 

文章題から定数係数斉次２階線形

微分方程式を立て、それを解くこ

とで解を求めることができる。 

教科書pp.132-133を読み、その文章

題の題意をつかむ。 
20 

 

教科書pp.132例84を解く。 40 

第7週 
定数係数非斉次２階線形

微分方程式の応用 

文章題から定数係数非斉次２階線

形微分方程式を立て、それを解く

ことで解を求めることができる。 

教科書pp.133-134を読み、その文章

題の題意をつかむ。 
20 

 

教科書pp.134例85を解く。 40 

第8週 
中間テスト[2] 

 [応用数学] 

ラプラス変換（１） 

ラプラス変換の定義とその性質を

理解する。 

教科書pp.124-129を読み、ラプラス

変換の定義・性質を理解する。 
20 

 
教科書pp.127-129問12-16を解く。 

問題集pp.48Q11-13 
40 

第9週 
ラプラス変換（２） 

逆ラプラス変換 

逆ラプラス変換の定義とその性質

を理解し、ラプラス変換を対応表

を利用して行うことができる。 

教科書pp.129-131を読み、逆ラプラ

ス変換の定義・性質を理解する。 
20 

 
教科書pp.130-131問17-18を解く。 

問題集pp.48-49Q14-17を解く。 
40 

第10週 
微分公式と微分方程式の

解法（１） 

逆ラプラス変換を利用して、微分

方程式を解くために、原関数の微

分公式を理解することができる。 

教科書pp.131-132を読み、ラプラス

変換を用いた解法を理解する。 
20 

 

原関数の微分公式を確認する。 40 

第11週 
微分公式と微分方程式の

解法（２） 

逆ラプラス変換を利用して、１階

微分方程式を解くことができる。 

教科書pp.132-133を読み、ラプラス

変換を用いた解法を理解する。 
20 

 
教科書pp.133問19を解く。 

問題集pp.49Q18を解く。 
40 

第12週 
微分公式と微分方程式の

解法（３） 

逆ラプラス変換を利用して、２階

微分方程式を解くことができる。 

教科書pp.133-134を読み、ラプラス

変換を用いた解法を理解する。 
20 

 
教科書pp.134問19を解く。 

問題集pp.49Q19を解く。 
40 

第13週 単位ステップ関数 
単位ステップ関数の定義を理解

し、その性質を理解する。 

教科書pp136-137.単位ステップ関数

の定義・性質を理解する。 
20 

 
教科書pp.137問21を解く。 

問題集pp.53Q21を解く。 
40 

第14週 デルタ関数 
デルタ関数の定義を理解し、その

性質を理解する。 

教科書pp138-140.デルタ関数の定

義・性質を理解する。 
20 

 
教科書pp.139問22を解く。 

問題集pp.53Q22を解く。 
40 

 

第15週 合成積 

ラプラス変換における合成積の

定義を理解し、合成積を求める

ことができる。 

教科書pp.140-143を読み、合成積の

定義を理解し、求め方をつかむ。 
20 

 
教科書pp.142-143問23-25を解く。 

問題集pp.49Q23-25を解く。 
40 

 定期試験   20  

 自己点検 答案返却と解説 － 40 － 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

機械設計Ⅰ 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 林道大 

キーワード 科目概要 

力, 

モーメント, 

トルク, 

動力, 

ねじ, 

軸, 

軸受, 

歯車 

 機械を構成する機械要素の種類と役割について理解し、機械・器具・装置

などを合理的に設計する基礎能力を習得する。機械要素に働く力と運動、応

力やひずみから、強度や寿命を設計計算により求め、ＪＩＳ規格等と照らし

合わせ、各種寸法を決定する能力を身に付ける。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「機械設計」柳田秀記ら、実教出

版 
 

科目：材料力学 

資格：機械設計技術者３級 

評価方法 

評価項目 定期試験 課題 出席態度    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 60 30 10    100 50 

後学期 60 30 10    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 
【課題・レポート】課題は必ず提出すること。提出遅れや未提出は大きく減点する。 

【出席・学習態度】無断欠席、遅刻は大きく減点する。 

受講上のアドバイス 

この科目は機械設計の基礎となる重要な科目です。また、力学、物理、数学などの内容も含みます。わからな

いことをそのままにすれば、他の科目にも影響が大きく現れます。一方で、この科目が良く理解できれば、関連

する他の科目の理解も進むでしょう。したがって、わからないことがあれば、そのままにせず教員に質問し、し

っかり理解するまで学習するようにしてください。 

科目の達成目標 

① 軸方向荷重を受けるねじの呼び径を求めることができる。 

② 曲げだけを受ける軸の寸法計算ができる。 

③ 曲げとねじりを同時に受ける軸の寸法計算ができる。 

④ 伝達動力から必要な軸径を計算できる。 

⑤ 単列深溝玉軸受の寿命時間を計算できる。 

⑥ 歯車のモジュール、歯数、直径の関係が理解できる。 

関連する本校の学習・教育目標 専門力、創造性 

問い合わせ・質問先 1階124室 

オフィスアワー 金曜日 16:30～17:30（あらかじめ予約することが望ましい） 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 設計とは何か？ 
機械設計において検討すべき項目

や関連規格について理解できる。 

教科書1章を読む。 10 
 

教科書1章の演習問題を解く。 20 

第2週 材料と加工法 
機械に用いられる代表的な材料と

加工法について理解できる。 

教科書2章を読む。 10 
 

教科書2章の演習問題を解く。 10 

第3週 機械に作用する力 
力の合成と分解に関する作図、お

よび計算ができる。 

教科書3章の関連範囲を読む。 10 
 

演習問題の解答を確認する。 10 

第4週 エネルギーと機械効率 

機械がおこなう仕事とエネルギ

ー、および効率に関する計算がで

きる。 

教科書3章の関連範囲を読む。 10 
 

演習問題の解答を確認する。 15 

第5週 材料に作用する荷重 

材料に作用する荷重の種類と応

力、および材料の強度、許容応力

と安全率の関係を理解する。 

教科書4章の関連範囲を読む。 10 
 

演習問題の解答を確認する。 10 

第6週 引張・圧縮荷重とひずみ 
材料にかかる引張・圧縮荷重によ

る応力とひずみが計算できる。 

教科書4章の関連範囲を読む。 10 
 

演習問題の解答を確認する。 15 

第7週 せん断荷重とひずみ 
せん断荷重がかかる材料の応力と

ひずみを計算できる。 

教科書4章の関連範囲を読む。 10 
 

演習問題の解答を確認する。 15 

第8週 曲げ荷重とたわみ 
曲げ荷重がかかる材料の応力とた

わみを計算できる。 

教科書4章の関連範囲を読む。 10 
 

演習問題の解答を確認する。 10 

第9週 ねじり荷重とねじれ角 
ねじり荷重がかかる材料の応力と

変形を計算できる。 

教科書4章の関連範囲を読む。 5 
 

演習問題の解答を確認する。 15 

第10週 設計計算書 
設計計算書をまとめることができ

る。 

これまでの設計課題を見直す。 5 
 

設計計算書を完成させる。 10 

第11週 静荷重と動荷重 

静荷重と動荷重の違いを説明でき

る。また、材料の応力集中、疲

労、クリープ現象等について説明

できる。 

教科書4章の関連範囲を読む。 10 

 応力集中が発生しそうな形状を

確認する。 
5 

第12週 座屈 
材料の座屈現象を考慮した設計計

算ができる。 

教科書4章の関連範囲を読む。 5 
 

演習問題の解答を確認する。 10 

第13週 ねじの種類 
ねじを断面形状によって分類でき

る。 

教科書5章の関連範囲を読む。 5 
 

ねじの各部名称を確認する。 10 

第14週 ねじを回すトルク 

ねじを締めたり、緩めたりする場

合のトルクを計算することができ

る。 

教科書5章の関連範囲を読む。 10 
 

演習問題の解答を確認する。 10 

 

第15週 ねじに生じる軸力 送りねじの設計計算ができる。 
教科書5章の関連範囲を読む。 10 

 
演習問題の解答を確認する。 15 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

 



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 ボルトとナット 
締結に用いるボルト、ナットの種

類を説明することができる。 

教科書6章の関連範囲を読む。 10 
 

演習問題の解答を確認する。 10 

第2週 軸の種類 
軸の種類を区別することができ

る。 

教科書7章の関連範囲を読む。 10 
 

演習問題の解答を確認する。 10 

第3週 曲げ荷重と軸 
曲げ荷重のみを受ける軸の設計計

算ができる。 

教科書7章の関連範囲を読む。 5 
 

演習問題の解答を確認する。 10 

第4週 ねじり荷重と軸 
ねじり荷重のみを受ける軸の設計

計算ができる。 

教科書7章の関連範囲を読む。 5 
 

演習問題の解答を確認する。 10 

第5週 
曲げとねじり荷重を同時

に受ける軸 

曲げとねじり荷重を同時に受ける

軸の設計計算ができる。 

教科書7章の関連範囲を読む。 5 
 

演習問題の解答を確認する。 15 

第6週 軸の剛性 
たわみを考慮した軸の設計計算が

できる。 

教科書7章の関連範囲を読む。 5 
 

演習問題の解答を確認する。 10 

第7週 キーの強度 
伝達トルクを考慮したキーの設計

計算ができる。 

教科書7章の関連範囲を読む。 10 
 

演習問題の解答を確認する。 10 

第8週 軸受の種類 
軸受の種類を区別し、その役割を

説明することができる。 

教科書8章の関連範囲を読む。 10 
 

演習問題の解答を確認する。 10 

第9週 すべり軸受け すべり軸受けの選定ができる。 
教科書8章の関連範囲を読む。 5 

 
演習問題の解答を確認する。 10 

第10週 転がり軸受 
転がり軸受の寿命を考慮した設計

計算ができる。 

教科書8章の関連範囲を読む。 10 
 

演習問題の解答を確認する。 10 

第11週 歯車の種類 
歯車の種類と各部名称について説

明することができる。 

教科書9章の関連範囲を読む。 5 
 

演習問題の解答を確認する。 10 

第12週 歯車対の設計 
歯車対の伝達トルクや回転速度に

関する設計計算ができる。 

教科書9章の関連範囲を読む。 10 
 

演習問題の解答を確認する。 10 

第13週 歯車列の設計 
歯車列の伝達トルクや回転速度に

関する設計計算ができる。 

教科書9章の関連範囲を読む。 10 
 

演習問題の解答を確認する。 15 

第14週 平歯車の設計 
歯の曲げ強度や面圧を考慮した平

歯車の選定ができる。 

教科書9章の関連範囲を読む。 5 
 

演習問題の解答を確認する。 15 

 

第15週 ベルト・チェーン 
巻き掛け伝動装置の設計計算がで

きる。 

教科書10章の関連範囲を読む。 5 
 

演習問題の解答を確認する。 10 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

制御工学 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 伊藤恒平 

キーワード 科目概要 

ラプラス変換， 

ラプラス逆変換， 

伝達関数， 

過渡応答， 

周波数応答 

メカニカルシステムで代表される動的システムの数学的表現法の一つである

伝達関数やブロック線図について学び理解を深める．さらに，過渡応答法，

周波数応答法や制御系設計法などを学び，制御系の解析や設計についても理

解を深める． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「基礎制御工学」，小林伸明，共

立出版 

①「メカトロニクス」，三浦宏文，

オーム社 

科目：計測工学 

資格：機械設計技術者３級 

評価方法 

評価項目 定期試験 課題 出席    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 45 5    100 50 

後学期 50 45 5    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

【定期試験】各学期に授業した全ての内容を出題し評価する． 

【課題】課題に取り組み状況を評価する． 

【出席】授業に遅刻した場合，出席しない場合は減点となる． 

受講上のアドバイス 

授業に何のために出ているのかしっかり考えること．講義に集中し，課題は自分で解くこと．課題の間違いは訂

正し，勉強のための資料としてしっかり作りこむこと．途中で分からなくなるとその先はすべてわからないの

で，その場で質問をして解決しておくこと． 

科目の達成目標 

① 複素数の計算ができる． 

② 部分分数展開ができる． 

③ ラプラス変換，ラプラス逆変換ができる． 

④ 過渡応答を求めることができる． 

⑤ 周波数応答が求めることができる． 

⑥ 比例制御ゲインの簡単な決定方法について理解している． 

関連する本校の学習・教育目標 創造性，専門力 

問い合わせ・質問先 1階124室 

オフィスアワー 月～金 授業終了後～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 ガイダンス 
科目の意義，評価方法，授業スタ

イル，取り組み方を理解する 

  
 

学習支援計画書を確認する 10 

第2週 

複素数 

複素数の大きさ偏角を求められ

る．複素平面に複素数をプロット

できる． 

授業項目について調べる 30 
 

課題を再度解き，完成する 30 

第3週 
オイラーの公式を用いた表現がで

きる 

授業項目について調べる 30 
 

課題を再度解き，完成する 30 

第4週 

積分 

不定積分・定積分ができる 
授業項目について調べる 30 

 
課題を再度解き，完成する 30 

第5週 置換積分・部分積分ができる 
授業項目について調べる 30 

 
課題を再度解き，完成する 30 

第6週 ラプラス変換 ラプラス変換ができる 
授業項目について調べる 30 

 
課題を再度解き，完成する 30 

第7週 ラプラス変換の性質 
微分値のラプラス変換や初期値，

最終値の定理等が理解できる 

授業項目について調べる 30 
 

課題を再度解き，完成する 30 

第8週 

部分分数展開 

部分分数展開ができる 
授業項目について調べる 30 

 
課題を再度解き，完成する 30 

第9週 
重根がある場合の部分分数展開が

できる 

授業項目について調べる 30 
 

課題を再度解き，完成する 30 

第10週 
様々な場合の部分分数展開ができ

る 

授業項目について調べる 30 
 

課題を再度解き，完成する 30 

第11週 

逆ラプラス変換 

逆ラプラス変換表の適用法をりか

いしている 

授業項目について調べる 30 
 

課題を再度解き，完成する 30 

第12週 逆ラプラス展開できる 
授業項目について調べる 30 

 
課題を再度解き，完成する 30 

第13週 

微分方程式 

制御対象から微分方程式を作る流

れを知る 

授業項目について調べる 30 
 

課題を再度解き，完成する 30 

第14週 
微分方程式をラプラス変換し逆ラ

プラス変換できる 

授業項目について調べる 30 
 

課題を再度解き，完成する 30 

 

第15週  
微分方程式をラプラス変換を用い

て解ける 

授業項目について調べる 30 
 

課題を再度解き，完成する 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 伝達関数 伝達関数を作れる 
授業項目について調べる 30 

 
課題を再度解き，完成する 30 

第2週 ブロック線図 
ブロック線図を理解し，ブロック

線図から伝達関数を求められる 

授業項目について調べる 30 
 

課題を再度解き，完成する 30 

第3週 インパルス応答 インパルス応答が計算できる 
授業項目について調べる 30 

 
課題を再度解き，完成する 30 

第4週 

ステップ応答 

ステップ応答のための逆ラプラス

変換ができる 

授業項目について調べる 30 
 

課題を再度解き，完成する 30 

第5週 ステップ応答が計算できる 
授業項目について調べる 30 

 
課題を再度解き，完成する 30 

第6週 

マルチコプタの運動 マルチコプタの伝達関数を導ける 

授業項目について調べる 30 
 

課題を再度解き，完成する 30 

第7週 
授業項目について調べる 30 

 
課題を再度解き，完成する 30 

第8週 
フィードバック制御の安

定性 

特性方程式を理解し，安定不安定

について理解している． 

授業項目について調べる 30 
 

課題を再度解き，完成する 30 

第9週 

フルビッツの安定判別 

行列式の計算ができる 
授業項目について調べる 30 

 
課題を再度解き，完成する 30 

第10週 
フルビッツの方法で安定判別がで

きる 

授業項目について調べる 30 
 

課題を再度解き，完成する 30 

第11週 

周波数応答 

周波数応答が何かわかる 

ベクトル軌跡を描ける 

授業項目について調べる 30 
 

課題を再度解き，完成する 30 

第12週 ボード線図を描ける 
授業項目について調べる 30 

 
課題を再度解き，完成する 30 

第13週 
各種伝達要素の折れ線近似を理解

し，簡単な伝達関数を折れ線近似

で描ける 

授業項目について調べる 30 
 

課題を再度解き，完成する 30 

第14週 
折れ線近似で様々なボード線図を

描ける 

授業項目について調べる 30 
 

課題を再度解き，完成する 30 

 

第15週 制御系の補償 
比例制御のゲインの決定を理解す

る 

授業項目について調べる 30 
 

課題を再度解き，完成する 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

創造設計Ⅳ 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ４ 通年 講義 伊藤恒平，林道大，吉本章男 

キーワード 科目概要 

設計， 

加工， 

組み立て， 

試験， 

CDIO 

プロジェクト（班）形式のグループ作業を行い，社会性の習得，システム的

基礎知識，作業管理の必要性を習得し，これまで学んできた基礎的な工学知

識や技能を発揮する．人に必要とされる機械の仕様を考案し仕様書に従っ

て，設計製作する．製作上の種々の問題についてグループで考え，自主的に

解決する．製作過程を俯瞰できる能力を養う． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①配布資料  
科目：創造設計Ⅰ～Ⅲ 

資格：夢考房ライセンス 

評価方法 

評価項目 個人の作業 Ｇｐ作業     計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 70 30     100 50 

後学期 70 30     100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 
【個人作業】各作業の取り組み，作業への貢献度，個人レポート等を総合的に判断して評価する 

【Gp作業】Gpに対する課題，発表，作品について総合的に評価する 

受講上のアドバイス 

１ 一人一人が責任感をもって仕事に取組み，作品完成に貢献することが最も大事です 

２ 締め切りを守りましょう 

３ ものづくりの全体の流れを学習します．流れを意識して取り組んでください 

科目の達成目標 

① ものづくり全体の流れが理解できる． 

② 仕様書が書けて読め，仕様書に基づいたものづくりができる． 

③ ポンチ絵を使って作りたいものが表現できる． 

④ 図面を作り，図面に基づいて製作ができる． 

⑤ 締切と作業量・作業内容に基づいたスケジュールを立てられる． 

⑥ 部外の方々に自分たちの作品を理解してもらうためのプレゼンテーションができる． 

関連する本校の学習・教育目標 創造性，専門力 

問い合わせ・質問先 1階124室 

オフィスアワー 月～金 授業終了後～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 ガイダンス １年の授業の流れが理解できる 
 30 

 
学習支援計画書を読む 30 

第2週 
ニーズの調査・取材・ア

イデア出し 

ニーズの調査・取材・アイデア出

し 

家庭のお困りごとを家族に聞く 30 
 

アイデアを構想する 30 

第3週 アイデア出し アイデアを提出できる 
アイデアを数点考える 30 

 
モックアップのデザインをする 30 

第4週 

モックアップ作成と構成

分析・仕様の決定 

モックアップが作成でき，それに

基づいた仕様の決定や構成を分析

できる 

モックアップのデザインをする 30 
 

モックアップの完成度をあげる 30 

第5週 
構成を分析する 30 

 
仕様をまとめる 30 

第6週 
システム設計 

１全体組図の作成 

２システムブロック図作

成 

３構成分析・部品表作成 

４分担の作成 

システム設計ができる 

仕様をまとめる 30 
 

割り当てられた作業を実施 30 

第7週 
割り当てられた作業を実施 30 

 
割り当てられた作業を実施 30 

第8週 
割り当てられた作業を実施 30 

 
割り当てられた作業を実施 30 

第9週 

設計書類の作成 

１作業分析表（ＷＢＳ） 

２スケジュール表 

３部品表 

４全体組立図 

５部品図 

６システムブロック図 

７回路図 

８実態配線図 

９発注票 

設計書類を作成できる 

仕様を確認し具体手化する 30 
 

割り当てられた作業の実施 30 

第10週 
割り当てられた作業の実施 30 

 
割り当てられた作業の実施 30 

第11週 
割り当てられた作業の実施 30 

 
割り当てられた作業の実施 30 

第12週 
割り当てられた作業の実施 30 

 
割り当てられた作業の実施 30 

第13週 
割り当てられた作業の実施 30 

 
割り当てられた作業の実施 30 

第14週 設計書類の確認 設計書類のレビューができる 
全体像を把握する 30 

 
技術審査の準備をする 30 

 

第15週 技術審査準備 技術審査の準備が 
技術審査の準備をする 30 

 
技術審査の準備をする 30 

      

      

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 第1回技術審査 
設計したものについて説明ができ

る 

技術審査の準備をする 30 
 

指摘事項をまとめる 30 

第2週 
ＷＢＳの確認とスケジュ

ーリング再構成 

スケジュールを立てることができ

る 

今後の予定を考える 30 
 

割り当てられた作業の実施 30 

第3週 

加工 

配線製作 

基板レイアウト作成 

はんだ付け 

 

加工ができる 

接続ケーブルを作成できる 

基板レイアウトができる 

配線作業ができる 

はんだ付けができる 

割り当てられた作業の実施 30 
 

割り当てられた作業の実施 30 

第4週 
割り当てられた作業の実施 30 

 
割り当てられた作業の実施 30 

第5週 
割り当てられた作業の実施 30 

 
割り当てられた作業の実施 30 

第6週 
割り当てられた作業の実施 30 

 
割り当てられた作業の実施 30 

第7週 加工検品 加工し部品の検品ができる 
製作した部品を確認する 30 

 
製作した部品を確認する 30 

第8週 

組立・調整 
組み立てることができる 

不具合を見つけて修正できる 

製作した部品を確認する 30 
 

製作した部品を確認する 30 

第9週 
製作した部品を確認する 30 

 
製作した部品を確認する 30 

第10週 
製作した部品を確認する 30 

 
製作した部品を確認する 30 

第11週 
製作した部品を確認する 30 

 
製作した部品を確認する 30 

第12週 作品提出 作品を展示説明できる 
作品の全体像を再確認 30 

 
個人レポートの準備 30 

第13週 個人レポート作成 個人レポートを提出できる 
個人レポートの準備 30 

 
技術審査の準備をする 30 

第14週 
発表準備・自己点検・相

互評価 

発表資料の作成や発表リハーサル

ができる 

技術審査の準備をする 30 
 

技術審査の準備をする 30 

 

第15週 第2回技術審査 作品について説明ができる 
技術審査のリハーサル 30 

 
指摘事項をまとめる 30 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

工業英語Ⅰ 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 １ 後学期 講義 Justin Han ，Keith Ikoma 

キーワード 科目概要 

Technical English,  

English translation,  

Paragraphs 

Engineering English aims at preparing students to communicate with 

others in a technical context with English as the medium. In 

Engineering, conveying and receiving information without any 

ambiguity is necessary to prevent any problems from occurring. This 

course focuses on methods to translate and understand English as 

well as how to use English to convey specific information. 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①配布資料  
科目： 

資格： 

評価方法 

評価項目 Homework Quizzes 
Mid-term 

Test 

Final  

Exam 
  計 

学年評価に 
対する割合(%) 

前学期         

後学期 30 30 20 20   100 100 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

• There is a quiz at the beginning of each class. 

• There will be homework on a near-weekly basis. 

• Word banks are not provided for common words.  

受講上のアドバイス 

During the quizzes and exams, the teachers will not be explaining the instructions. Although you may 

ask about the meaning of certain specific words, you are required to be able to read and understand 

the instructions by yourself. Most of these words are common enough that you will encounter them 

while working on your homework. As such, put in effort to thoroughly understand your homework. 

科目の達成目標 

①  Be able to receive the exact meaning of English texts 

②  Be able to tell the difference between specific and general words 

③  Understand the structure of a basic paragraph. 

④  Be able to connect ideas 

⑤  Be able perform in depth and proper research 

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 Room 126 – Make an appointment beforehand 

オフィスアワー Monday, Tuesday, Wednesday 17:00 – 18:00 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 Guidance 

Introduce the rules, 

expectations, and guidelines 

for the class. 

  
 

  

第2週 

Review English grammar 

and sentence structure  

Review English grammar and 

sentence structure 

identification 

Review last week`s topics 30 
 

Homework 60 

第3週 
Review last week`s topics 30 

 
Homework 60 

第4週 

English to Japanese 

translation methods 

Review and cover methods to 

translate English into 

Japanese 

Review last week`s topics 30 
 

Homework 60 

第5週 
Review last week`s topics 30 

 
Homework 60 

第6週 Translation Practice 
Practice translating English 

text 

Review last week`s topics 30 
 

Homework 60 

第7週 
Difference between 

specific and general 

concepts 

Clarify the difference between 

specific and general concepts 

Review last week`s topics 30 
 

Homework 60 

第8週 In-class Mid-term Test  
  

 
  

第9週 
Basic Paragraph 

structure 

Identify the structure of a 

basic paragraph 

Review last week`s topics 30 
 

Homework 60 

第10週 

Types of compositions 

(Explanatory and 

Compare and Contrast, 

etc) 

Learn about the different 

types of compositions and how 

to write a compare and 

contrast paragraph 

Review last week`s topics 30 

 
Homework 60 

第11週 
Importance and use of 

Transition Words 

Learn how to use transitions 

words to relate ideas 

Review last week`s topics 30 
 

Homework 60 

第12週 Writing Practice Practice writing paragraphs 
Review last week`s topics 30 

 
Homework 60 

第13週 
Reference sources 

And citations 

Learn about the types of 

sources and how to write a 

proper citation 

Review last week`s topics 30 
 

Homework 60 

第14週 
Information search and 

summarization 

Practice searching for and 

summarizing information 

Review last week`s topics 30 
 

Homework 60 

 

第15週 Review Review for the Final Exam 
Review last week`s topics 30 

 
Study for the Final Exam 60 

 Final Exam     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

材料力学Ⅱ 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 金井 亮 

キーワード 科目概要 

曲げ問題， 

ねじり， 

座屈 

材料力学は各種構造物や機器の強度設計上必要となる工学の基礎学問であ

り，今まで習得した物理学や数学，工業力学の基礎の上に作られたものであ

る．本科目では材料力学Ⅰに続き，より機械要素の適切な選定や構造物の適

切な形状や寸法を決定するのに必要な基礎能力の習得を目的とする． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① 随時資料を配布する 
① 「材料力学 基礎編」，尾田十

八他，森北出版 

科目：材料力学Ⅰ，機械設計演習Ⅰ 

資格：機械設計技術者３級 

評価方法 

評価項目 定期試験 課題 受講状況    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 60 25 15    100 50 

後学期 60 25 15    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

・各学期の成績評価は上記の割合に基づいて行う． 

・【課題】は宿題や定期的に行う小テストの評価とする． 

・【受講状況】では学習態度や出欠状況の他に，期末試験時に受理する学習資料を評価する． 

受講上のアドバイス 

工学において基礎となる科目であるのでしっかり受講すること．また提示資料を用いて講義を行う．内容自体が

より専門的で難しいため，毎週の講義後に必ず復習する習慣をつけること．  

科目の達成目標 

① 長方形や円形断面，管の断面二次モーメントと断面係数を計算できる． 

② はりにおいて最大曲げ応力やたわみ量を計算できる． 

③ 丸軸におけるねじり応力とねじれ角を計算できる． 

④ 座屈現象を理解し，座屈荷重を計算できる． 

⑤ モールの応力円を用いて応力値を求められる． 

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 1階126室  

オフィスアワー 金曜日 15：10～16：00（講義終了時に相談すること） 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 SFD・BMDと曲げ応力 
SFD・BMDの復習をし，はりに生じ

る曲げ応力を理解する． 

材料力学Ⅰの復習 30 
 

ノートの整理 30 

第2週 

曲げ応力 
断面二次モーメントや断面係数を

計算し，応力を求められる． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第3週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第4週 

断面形状による強度 
各種断面の形状により，剛性がど

のように変化するか計算できる． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第5週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第6週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第7週 

平等強さのはり 
平等強さのはりの概念を理解す

る． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第8週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第9週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第10週 はりの変形 はりの変形について理解する． 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第11週 たわみの基礎式 たわみの基礎式を求められる． 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第12週 

はりの形状と変形 
たわみ量やたわみ角を積分法で求

められる． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第13週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第14週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

 

第15週   
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

ねじり応力 
ねじりによるせん断応力を求めら

れる． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第2週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第3週 

ねじり変形 
ねじりによるねじれ角を求められ

る． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第4週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第5週 

コイルばね 

コイルばねの各種寸法を理解し，

生じる応力とたわみ量を計算する

ことができる． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第6週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第7週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第8週 

組み合わせ応力 
主応力やミーゼス応力を理解する

ことができる． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第9週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第10週 

モールの応力円 
モールの応力円を描き，主応力を

求められる． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第11週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第12週 

柱の座屈 
柱の座屈現象を理解し，座屈荷重

を求められる． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

第13週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

第14週 
資料の確認 10 

 
ノートの整理 30 

 

第15週 総合演習 
二年間に渡る材料力学の復習し内

容がりかいできる． 

資料の確認 10 
 

ノートの整理 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

熱工学Ⅰ 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 天日三知夫 

キーワード 科目概要 

熱量, 

内部エネルギー, 

比熱, 

エンタルピ, 

エントロピ, 

カルノーサイクル 

我々の生活を豊かで快適にしてくれる熱工学の基礎を学び，エネルギー保存

則や自然現象の方向性といった熱力学の法則を理解する． 

理想気体の状態式を用いてガスの圧力や容積，温度などの値を求める． 

また，理想サイクルである可逆(カルノーや冷凍)サイクルとそれらの効率や

動作係数について学ぶ． 

さらに，エントロピの概念について学ぶ． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① 「図解 熱力学の学び方」，北山

直方，オーム社 

① 「絵とき 熱力学のやさしい知

識」，北山直方，オーム社 

科目：微分積分Ⅰ，物理･化学Ⅱ 

資格：機械設計技術者３級 

評価方法 

評価項目 定期試験 中間テスト 演習 宿題 授業態度  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 25 15 10 10  100 50 

後学期 40 25 15 10 10  100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

成績は評価方法に従って各学期分を評価し，学年評価に対する割合は50％として総合評価する． 

課題・宿題は締切日までに提出したものについてのみ評価する． 

授業態度は，授業に取り組む姿勢(授業を受ける真剣度や質問の活発度)を評価する．逆に私語や

寝ている場合は減点する． 

受講上のアドバイス 

①熱力学の第１基礎式，第２基礎式を理解すると熱力学の概念がわかりやすい． 

②演習問題は単位を考えながら解くとわかりやすい．演習問題を解くことは自己の理解度を知るのに役立つ． 

③演習問題を解く際，問題の内容を図に書き表すと解答しやすい． 

④サイクルをＰ－Ｖ線図やＴ－Ｓ線図に書き表すことで，サイクルの理解が容易になる． 

⑤アセチレンやプロパンなどといった工学でよく使うガスの化学式と分子量を覚えると便利である 

科目の達成目標 

① SI単位が確実に理解できる 

② 熱力学の第一法則（エネルギー保存則）が理解できる 

③ 内部エネルギーやエンタルピが理解できる 

④ ガス定数，定圧比熱，定容比熱を求めることができる 

⑤ （PV＝mRT）を使って，ガスの圧力や容積を求めることができる 

⑥ 熱力学の第二法則（自然界の方向法則）が理解できる 

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 2階218室（不在時は1階教員室宮野純光先生まで） 

オフィスアワー 授業後に時間を設けます 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 

熱力学で取り扱う物理量 

SI単位，圧力，温度，比熱，熱量

を理解することができる． 

  

 SI単位，圧力，温度，比熱，熱

量についてまとめる 
20 

第2週 
圧力，温度，熱量を求めることが

できる． 

教科書pp.8-11を熟読する 15 

 教科書pp.14演習問題[4][5]を

解く 
20 

第3週 

熱力学の第一法則 

エネルギー保存の法則を理解する

ことができる． 

教科書pp.15-16を熟読する 15 

 教科書pp.17考察[2.2][2.3]を

解く 
25 

第4週 
内部エネルギーを理解することが

できる． 

教科書pp.17-20を熟読する 15 

 教科書pp.32演習問題[1][2][3]

を解く 
30 

第5週 動作流体のする仕事 

Ｐ－Ｖ線図で囲まれた面積が仕事

を表すことを理解することができ

る． 

教科書pp.21-23を熟読する 15 

 教科書pp.33演習問題[4][5]を

解く 
20 

第6週 熱力学の第1基礎式 
熱力学の第1基礎式を理解するこ

とができる． 

教科書pp.23-25を熟読する 15 

 教科書pp.33演習問題[6][7]を

解く 
20 

第7週 熱力学の第２基礎式 
熱力学の第２基礎式を理解するこ

とができる． 

教科書pp.26-30を熟読する 15 
 

教科書pp.31考察[2.8]を解く 20 

第8週 
中間テスト 

理想気体 

ボイルの法則，ゲイ・リュサック

の法則を理解することができる． 

教科書pp.61-63を熟読する 15 

 ボイルの法則，ゲイ・リュサッ

クの法則についてまとめる 
20 

第9週 理想気体：状態式 
理想気体の状態式を理解すること

ができる． 

教科書pp.64を熟読する 15 
 

理想気体の状態式をまとめる 20 

第10週 理想気体：ガス定数 
各種ガスのガス定数を求めること

ができる． 

教科書pp.65-67を熟読する 15 

 教科書pp.68考察[4.3][4.4]を

解く 
30 

第11週 理想気体：比熱 

理想気体の状態式を使ってガスの

圧力や温度を求めることができ

る． 

教科書pp.68-73を熟読する 15 

 定容比熱，定圧比熱，比熱比に

ついてまとめる 
20 

第12週 理想気体の自由膨張 
ジュールトムソン効果を理解する

ことができる． 

教科書pp.74-75を熟読する 15 

 可逆断熱膨張，ジュールトムソ

ン効果についてまとめる 
20 

第13週 理想気体の混合 
混合ガスの圧力や温度を求めるこ

とができる． 

教科書pp.76-78を熟読する 15 

 教科書pp.79考察[4.8][4.9]を

解く 
30 

第14週 

密閉系および開放系の仕

事 

絶対仕事(密閉系)と工業仕事(開

放系)を理解することができる． 

教科書pp.79-81を熟読する 15  

絶対仕事(密閉系)と工業仕事

(開放系)についてまとめる 
20  

第15週 
絶対仕事と工業仕事の値を求める

ことができる． 

教科書pp.79-81を熟読する 15  

絶対仕事と工業仕事の演習問題

を解く 
30  

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    



週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 等圧変化 
等圧変化のガスの容積や温度，仕

事などを求めることができる． 

教科書pp.82-83を熟読する 15 
 

教科書pp.83考察[4.10]を解く 20 

第2週 等容変化 
等容変化のガスの圧力や温度，仕

事などを求めることができる． 

教科書pp.84-85を熟読する 15 
 

教科書pp.85考察[4.11]を解く 20 

第3週 等圧・等容変化 

等圧・等容変化の組み合わさった

場合のガスの圧力や温度，仕事な

どを求めることができる． 

教科書pp.82-85を熟読する 15 

 等圧と等容が組合わさった変化

の計算についてまとめる 
20 

第4週 等温変化 
等温変化のガスの圧力や容積，仕

事などを求めることができる． 

教科書pp.86-87を熟読する 15 
 

教科書pp.8考察[4.12]を解く 30 

第5週 等圧・等温変化 

等圧・等容変化の組み合わさった

場合のガスの圧力や温度，仕事な

どを求めることができる． 

教科書pp.82-87を熟読する 15 

 等圧と等温が組合わさった変化

の計算についてまとめる 
20 

第6週 

断熱変化 

断熱変化のガスの圧力や温度など

を求めることができる． 

教科書pp.88-90を熟読する 15 
 

教科書pp.91考察[4.13]を解く 30 

第7週 
断熱変化のガスの仕事や内部エネ

ルギーなどを求めることができ

る． 

教科書pp.88-90を熟読する 15 
 

断熱変化の計算をまとめる 20 

第8週 
中間テスト 

ポリトロープ変化 

ポリトロープ変化のガスの圧力や

容積，仕事などを求めることがで

きる． 

教科書pp.91-93を熟読する 15 
 

教科書pp.92考察[4.14]を解く 20 

第9週 熱力学の第二法則 
熱力学の第二法則を理解すること

ができる． 

教科書pp.35-37を熟読する 15 

 教科書pp.59演習問題[1][2]を

解く 
20 

第10週 可逆変化と不可逆変化 
可逆変化と不可逆変化，準静的変

化を理解することができる． 

教科書pp.38-41を熟読する 15 

 可逆変化と不可逆変化，準静的

変化についてまとめる 
20 

第11週 カルノーサイクル 
カルノーサイクルを理解すること

ができる． 

教科書pp.48を熟読する 15 
 

教科書pp.60演習問題[3]を解く 30 

第12週 可逆冷凍サイクル 
可逆冷凍サイクルを理解すること

ができる． 

教科書pp.45-47を熟読する 15 
 

教科書pp.46考察[3.1]を解く 30 

第13週 

エントロピ 

エントロピを理解することができ

る． 

教科書pp.49-51を熟読する 15 
 

教科書pp.60演習問題[4]を解く 20 

第14週 
エントロピの変化量を求めること

ができる． 

教科書pp.52-55を熟読する 15 
 

教科書pp.60演習問題[5]を解く 20 

第15週 理想気体とエントロピ 

理想気体の等圧・等容・等温の各

変化におけるエントロピの変化量

を求めることができる． 

教科書pp.94-98を熟読する 15  

教科書pp.99～100の演習問題

[2]～[4]を解く 
30  

 定期試験     

 自己点検  答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

機械工学実験Ⅰ 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 実技 金井亮，千徳英一 

キーワード 科目概要 

硬さ試験， 

熱変態， 

機構学， 

機械要素， 

材料試験， 

トラス構造 

基礎実験から総合実験まで，機械工学に関する諸実験を行い，講義で学んだ

理論を検証しつつ，その理解を深める．また，科学的な思考法や知識をもと

にして，理論や法則が自然界の法則にしたがって成り立っていることの認識

を深める． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① 「機械工学実験Ⅰ」，国際高等

専門学校 
①各講義で使用した教科書 

科目：機械工学実験Ⅱ，卒業研究 

資格：機械設計技術者３級 

評価方法 

評価項目 実験報告書 学習態度 出席    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 60 30 10    100 50 

後学期 60 30 10    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

・各学期の成績は上記の割合で評価する． 

・１０本の実験報告書を作成するが，１つでも未完成のものがある場合には単位を認定しない． 

・実験の種類ごとに集合場所が異なるので日程表に注意すること． 

・事故や怪我のないよう，実験中は周囲に注意を払うこと． 

受講上のアドバイス 

・作業服を正しく着用して出席し，電卓，A4レポート用紙，A4-１mm方眼紙，筆記用具を持参すること． 

・実験内容によっては座学の講義で使用した教科書を持参しなければならないことがある． 

・質問は遠慮なくすること． 

科目の達成目標 

① レポート作成における文章の書き方を理解する． 

② レポートにおける図表の扱い方を理解する． 

③ 材料力学実験を通して，各種試験の重要性や構造による剛性の違いを理解する． 

④ 機械材料実験を通して，各熱処理における硬さと組織の相関を理解する． 

⑤ 機構学実験を通して，身近な機械のリンク機構を機構図で表し，その動作を説明できる． 

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 1階126室  

オフィスアワー 金曜日 15：10～16：00（授業終了後に相談すること） 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 

テクニカルライティング 
模擬実験を用いて，レポートの作

成技術を身につける． 

教科書を確認する． 10 
 

レポートの作成をする． 60 

第2週 
教科書を確認する． 10 

 
レポートの作成をする． 60 

第3週 

機構学実験Ⅰ 

機械を構成する節と待遇について

学び，身近な機械への適用事例を

理解する． 

教科書を確認する． 10 
 

レポートの作成をする． 60 

第4週 
教科書を確認する． 10 

 
レポートの作成をする． 60 

第5週 
教科書を確認する． 10 

 
レポートの作成をする． 60 

第6週 

機構学実験Ⅱ 

機構の運動解析について学び，リ

ンク機構を対象として位置や速度

の解析を実施する． 

教科書を確認する． 10 
 

レポートの作成をする． 60 

第7週 
教科書を確認する． 10 

 
レポートの作成をする． 60 

第8週 
教科書を確認する． 10 

 
レポートの作成をする． 60 

第9週 

機構学実験Ⅲ 

ロボットに用いられる機構につい

て学び，その機構の設計と評価を

実施する． 

教科書を確認する． 10 
 

レポートの作成をする． 60 

第10週 
教科書を確認する． 10 

 
レポートの作成をする． 60 

第11週 
教科書を確認する． 10 

 
レポートの作成をする． 60 

第12週 

機械材料実験Ⅰ 
熱処理について学び，実際に処理

を行うことで理解する． 

教科書を確認する． 10 
 

レポートの作成をする． 60 

第13週 
教科書を確認する． 10 

 
レポートの作成をする． 60 

第14週 
教科書を確認する． 10 

 
レポートの作成をする． 60 

 

第15週 機械材料実験Ⅱ 
硬さ試験について学び，試験片を

作成できる． 

教科書を確認する． 10 
 

レポートの作成をする． 60 

      

      

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

機械材料実験Ⅱ 
硬さ試験について学び，試験片を

作成できる． 

教科書を確認する． 10 
 

レポートの作成をする． 60 

第2週 
教科書を確認する． 10 

 
レポートの作成をする． 60 

第3週 

機械材料実験Ⅲ 

熱処理によって生じる組織を電子

顕微鏡で観察し，各組織の特徴を

理解する． 

教科書を確認する． 10 
 

レポートの作成をする． 60 

第4週 
教科書を確認する． 10 

 
レポートの作成をする． 60 

第5週 
教科書を確認する． 10 

 
レポートの作成をする． 60 

第6週 

材料力学実験Ⅰ 
引張試験を行い，得られたデータ

から材料の抵抗性を理解する． 

教科書を確認する． 10 
 

レポートの作成をする． 60 

第7週 
教科書を確認する． 10 

 
レポートの作成をする． 60 

第8週 
教科書を確認する． 10 

 
レポートの作成をする． 60 

第9週 

材料力学実験Ⅱ 
曲げ試験を行い，得られたデータ

から材料の抵抗性を理解する． 

教科書を確認する． 10 
 

レポートの作成をする． 60 

第10週 
教科書を確認する． 10 

 
レポートの作成をする． 60 

第11週 
教科書を確認する． 10 

 
レポートの作成をする． 60 

第12週 

材料力学実験Ⅲ 

トラス構造の設計製作を行い，耐

荷試験を通して力の分散や応力一

様設計への理解を深めることがで

きる． 

教科書を確認する． 10 
 

レポートの作成をする． 60 

第13週 
教科書を確認する． 10 

 
レポートの作成をする． 60 

第14週 
教科書を確認する． 10 

 
レポートの作成をする． 60 

第15週 総合演習 

一年間の実験報告書の再確認を

し，テクニカルライティングの復

習をする． 

教科書を確認する． 10 
 

  

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

流体力学 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 天日三知夫 

キーワード 科目概要 

圧力， 

パスカルの原理， 

連続の法則， 

ベルヌーイの定理， 

流体機械 

流体力学は，機械工学を支える四つの力学の一つであり，機械のエンジニア

にとって必須の知識である．送風機やポンプをはじめ，自動車，船舶，航空

機などの設計に流体力学の知識は欠かせない．本科目では，はじめに静止流

体について，続いて流れる流体について学んだ後，水力機械の例としてポン

プと水車について学ぶ．流体の性質，運動を理解し，流体機械の基本原理等

を学ぶことにより，設計等に必要な基礎知識を習得することを目的とする． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「流体の力学計算法」，森田泰

司，東京電機大学出版局 

①「絵ときでわかる流体工学」，安

達勝之他１名，オーム社 

科目：機械工学実験Ⅱ 

資格：機械設計技術者３級 

評価方法 

評価項目 定期試験 中間テスト 演習 宿題 授業態度  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 25 15 10 10  100 50 

後学期 40 25 15 10 10  100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

成績は評価方法に従って各学期分を評価し，学年評価に対する割合は50％として総合評価する． 

課題・宿題は締切日までに提出したものについてのみ評価する． 

授業態度は，授業に取り組む姿勢(授業を受ける真剣度や質問の活発度)を評価する．逆に私語や

寝ている場合は減点する． 

受講上のアドバイス 

①演習問題は単位を考えながら解くとわかりやすい． 

②演習問題を解く際，質問の内容を図に書き表すと解答しやすい． 

③演習問題を解くことは自己の理解度を知るのに役立つので，必ず自分で取り組むこと． 

④課題と宿題は，納得できるまで繰り返し取り組むこと． 

⑤電卓による計算では，有効数字を念頭におくこと． 

科目の達成目標 

① 圧力とその単位，ゲージ圧と絶対圧の関係について理解できる． 

② パスカルの原理について説明でき，計算問題に応用できる． 

③ 連続の法則について説明でき，計算問題に応用できる． 

④ ベルヌーイの定理について説明でき，計算問題に応用できる． 

⑤ 流れが物体に及ぼす作用と管路内の流れの損失について説明でき，基本的な計算問題に応用できる． 

⑥ 流速，流量の測定法について理解できる． 

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 2階218室（不在時は1階教員室宮野純光先生まで） 

オフィスアワー 授業後に時間を設けます 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 概要説明 
流体力学の概要と歴史を説明でき

る． 

  
 

教科書pp.1-2を熟読する 15 

第2週 単位と次元 

ＳＩ単位系と重力単位系を説明で

きる． 

基本単位と次元を説明できる． 

教科書pp.3-4を熟読する 15 
 

教科書p.7問題1～4を解く 25 

第3週 
単位と次元 

量記号 

組立単位を説明できる． 

量記号について説明できる． 

教科書 pp.4-5を熟読する 15 

 教科書pp.6-7を復習する 

pp.7-8の問題5～8を解く 
25 

第4週 
静水力学： 

流体の一般的な性質 

流体の一般的な性質を説明，応用

できる． 

教科書pp.10-19を熟読する 15 
 

教科書pp.10-19を復習する 20 

第5週 

静水力学： 

圧力 

圧力とその強さを説明，応用でき

る．（その１） 

教科書pp.19-27を熟読する 15 
 

教科書pp.19-27を復習する 20 

第6週 
圧力とその強さを説明，応用でき

る．（その２） 

教科書pp.19-27を熟読する 15 
 

pp.38-41の練習問題を解く 30 

第7週 
静水力学： 

パスカルの原理 

パスカルの原理を説明，応用でき

る． 

教科書pp.27-30を熟読する 15 
 

pp.38-41の練習問題を解く 25 

第8週 
中間テスト 

静水力学： 

壁面に作用する圧力 

壁面に働く圧力を説明，応用でき

る． 

教科書pp.30-33を熟読する 15 
 

pp.38-41の練習問題を解く 20 

第9週 
静水力学： 

浮力 

浮力と浮揚体の安定を説明，応用

できる． 

教科書pp.35-38を熟読する 15 
 

pp.38-41の練習問題を解く 25 

第10週 
動水力学： 

層流と乱流 
層流と乱流を説明できる． 

教科書pp.44-46を熟読する 15 
 

pp.56-58の練習問題を解く 30 

第11週 

動水力学： 

連続の法則 

連続の法則を説明でき，法則を用

いて計算ができる．（その１） 

教科書pp.47-49を熟読する 15 
 

pp.56-58の練習問題を解く 20 

第12週 
連続の法則を説明でき，法則を用

いて計算ができる．（その２） 

教科書pp.47-49を熟読する 15 
 

pp.56-58の練習問題を解く 20 

第13週 

動水力学： 

ベルヌーイの定理 

ベルヌーイの定理を説明でき，定

理を用いて計算ができる．（その

１） 

教科書pp.49-54を熟読する 15 
 

pp.56-58の練習問題を解く 30 

第14週 
ベルヌーイの定理を説明でき，定

理を用いて計算ができる．（その

２） 

教科書pp.49-54を熟読する 15 
 

pp.56-58の練習問題を解く 30 

第15週 
動水力学： 

トリチェリーの定理 

トリチェリの定理を説明でき，定

理を用いて計算ができる． 

教科書pp.54-55を熟読する 15  

pp.56-58の練習問題を解く 30  

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

 

 



週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

流量測定： 

ピトー管 

流量の種類を説明，計算できる．ピ

トー管による流速測定の原理と測定

方法を説明できる． 

教科書 pp.97-100を熟読する 15 
 

教科書pp.62-100を復習する 20 

第2週 
ピトー管による流速測定の必要な計

算ができる． 

教科書pp.97-100を熟読する 15 
 

教科書pp.102-104問題を解く 30 

第3週 
流量測定： 

オリフィス 

オリフィスによる流量測定の原理と

測定方法を説明でき，必要な計算が

できる． 

教科書pp.93-97を熟読する 15 
 

教科書pp.102-104問題を解く 25 

第4週 
流量測定： 

ベンチュリー 

ベンチュリー計の測定原理と測定方

法を説明でき，必要な計算ができ

る． 

教科書pp.89-93を熟読する 15 
 

教科書pp.102-104問題を解く 25 

第5週 
流量測定： 

せき 

せきによる流量測定の原理と測定方

法を説明できる． 

教科書 pp.100-102を熟読する 15 
 

教科書pp.104問題を解く 20 

第6週 
管路内の流れ： 

直管の損失 

流体摩擦，直管の損失を説明でき，

その計算ができる． 

教科書pp.62-64を熟読する 15 
 

pp.83-85の練習問題を解く 30 

第7週 
管路内の流れ： 

形状損失 

形状損失を説明でき，その計算がで

きる． 

教科書pp.64-69を熟読する 15 
 

pp.83-85の練習問題を解く 30 

第8週 
管路内の流れ： 

諸損失 

実際の管路内の諸損失を説明でき，

その計算ができる． 

教科書pp.69-76を熟読する 15 
 

pp.83-85の練習問題を解く 30 

第9週 
中間テスト 

管路内の流れ： 

ウオーターハンマ 

ウオーターハンマと水路の流れを説

明できる． 

教科書pp.77-83を熟読する 15 
 

pp.83-85の練習問題を解く 20 

第10週 流れが物体に及ぼす作

用： 

噴流が平板や曲面

板に衝突 

噴流が平板に及ぼす力を説明でき，

その計算ができる． 

教科書pp.108-117を熟読する 15 
 

pp.125-126の練習問題を解く 25 

第11週 
噴流が曲面板に及ぼす力を説明で

き，その計算ができる． 

教科書pp.111-118を熟読する 15 
 

pp.125-126の練習問題を解く 20 

第12週 
流れが物体に及ぼす作

用： 

抗力と揚力 

抗力と揚力を説明でき，その計算

ができる． 

教科書pp.118-124を熟読する 15 
 

pp.125-126の練習問題を解く 25 

第13週 

ポンプの計算 

ポンプの揚程と運転動力を説明で

き，簡単な計算ができる． 

教科書pp.130-135を熟読する 15 
 

教科書pp.130-135を復習する 20 

第14週 
遠心ポンプの動作原理を説明でき，

簡単な計算ができる． 

教科書pp.135-139を熟読する 15 
 

p.144-145の練習問題を解く 25 

第15週 水車の計算 
水車の原理と出力を説明でき，簡単

な計算ができる． 

教科書pp.147-156を熟読する 15  

pp.157-158の練習問題を解く 20  

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

エンジニアリングマネジメント 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 坂井仁美，金井 亮 

キーワード 科目概要 

デザインシンキング，PDCA，コ

ミニュケーションドローング，

リバースエンジニアリング，エ

ンジニアリングデザイン，管

理，創造，設計，製作，運用 

エンジニアの発想には”モノ”と”コト”があり，これらを実現するために

は発想内容の視覚化やコミュニケーションが必要となる．また，プロジェク

トを牽引するためにはプロジェクト全体を俯瞰したプロジェクト管理に関す

る知識が必要となる．本科目では発想を自由に表現するためのツールおよび

プロジェクトにおける発想の立案，実現に必要な知識や手法を学ぶ．さらに

演習を通して実践しながら，製品製作における工程管理能力，問題と対策を

考える力，表現力を養う． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①配布プリント 
①「アイデアドローイング第２

版」，中村純生，共立出版  

科目：創造設計Ⅳ 

資格： 

評価方法 

評価項目 個人課題 
グループ 

課題 
成果発表 授業態度   計 

学年評価に 
対する割合(%) 

前学期 30 30 30 10   100 50 

後学期 30 30 30 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

①個人課題を通して，本授業で行う手法の理解度，習得度を評価する． 

②グループ課題を通してグループ内で積極的かつ建設的な討議を行ったかを評価する． 

③成果発表を通して課題の理解度，プレゼンテーション能力を評価する． 

④課題提出期限を厳守すること．遅れた場合は不可もしくは大幅に減点する． 

⑤学年成績は各課題および演習の平均とする． 

受講上のアドバイス 

持物：Ａ４ファイル，レポート用紙，筆記用具 

   各自用意：Ｂ以上の鉛筆，シャープペンシル（0.5mm以上），サインペン（中細以上） 

この科目では試験を実施しないので，課題の未提出や発表を欠席した場合は単位を認めないことがあります． 

また，Ａ４ファイルも学期ごとに提出があります．課題やプリントなどは必ず整理しておいてください． 

科目の達成目標 

① デザインシンキングやＣＤＩＯの手法をもとに計画を立てられる 

② 基本をもとにドローイングできる 

③ 企画や計画の作業工程をガントチャートやネットワーク図で示すことができる 

④ 適切な資料作成と発表ができる 

⑤ グループで協力して作業できる 

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 創造性，専門力 

問い合わせ・質問先 1階126室 

オフィスアワー 金曜日 16：00～17：00 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
ガイダンス 

デザインシンキング 

デザインシンキング，ユーザ視点

のものづくりが理解できる 

  
 

デザイン思考を説明する 10 

第2週 

デザインシンキング 

課題の内容が理解できる 

課題①が実施できる 

デザイン思考の手法を調べる 20 
 

結果から読取れることを書出す 10 

第3週 
課題の内容が理解できる 

課題②が実施できる 

授業で行った手法を確認する 10 
 

結果から読取れることを書出す 20 

第4週 
課題②が実施できる 

発表ができる 

結果を可視化する 20 
 

一通りの手順を確認する 10 

第5週 

アイデアドローイング 

ドローイングの基本が理解できる 

課題を見たとおりに描ける 

ドローイングの手法を調べる 20 
 

身近なものを描き表わす 30 

第6週 
ドローイングの基本が理解できる 

課題を見たとおりに描ける 

ドローイングの手法を確認する 10 
 

身近なものを描き表わす 30 

第7週 

工程管理 

工程管理の目的が理解できる 

手順が理解できる 

工程管理について調べる 20 

 工程管理の目的と手順を説明す

る 
10 

第8週 
ネットワーク図の手法を理解でき

る 

チャートの種類と機能を調べる 20 
 

ネットワーク図を作成する 20 

第9週 

演習① 

テーマ発表 

役割分担，目標決定ができる 

課題①，②の手法を確認する 10 
 

グループの目標を確認する 10 

第10週 

計画と実施 

グループで話し合い，計画のアウ

トラインを決定できる 

計画に沿って行動できる 

グループの目標を確認する 10 

 
実施内容を確認する 10 

第11週 
発表 

自分たちの案を発表できる 

発表練習をする 10 
 

改善案を考える 20 

第12週 

演習② 

テーマ発表 

役割分担，目標決定ができる 

演習①の手法を確認する 10 
 

グループの目標を確認する 10 

第13週 計画と実施 

グループで話し合い，計画を立て

られる 

計画に沿って行動できる 

実施内容を確認する 10 
 

進捗を確認し，遅れをなくす 20 

第14週 
実施内容を確認する 10 

 
進捗を確認し，遅れをなくす 20 

第15週 
発表 

自分たちの案の魅力を発信できる 

発表練習をする 10 
 

改善案を考える 20 

      

      

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

演習③ 

テーマ発表と計画 

役割分担，目標設定ができる 

グループで話し合い，計画のアウ

トラインを決定できる 

演習②の手法を確認する 10 

 
グループの目標を確認する 10 

第2週 

実施 

計画に沿ってアイデア創出のため

の行動ができる 

グループで話し合い，アイデアの

創出や最終案の決定ができる 

実施内容を確認する 10 
 

進捗を確認し，遅れをなくす 20 

第3週 
実施内容を確認する 10 

 
進捗を確認し，遅れをなくす 20 

第4週 
実施内容を確認する 10 

 
進捗を確認し，遅れをなくす 20 

第5週 
発表準備 

発表のための資料作成と発表準備

ができる 

実施内容を確認する 10 
 

進捗を確認し，遅れをなくす 20 

第6週 
実施内容を確認する 10 

 
進捗を確認し，遅れをなくす 20 

第7週 
発表 

自分たちの案の魅力を相手にわか

りやすく伝えられる 

発表練習をする 10 
 

改善案を考える 20 

第8週 

演習④ 

テーマ発表と計画 

役割分担，目標設定ができる 

グループで話し合い，計画のアウ

トラインを決定できる 

演習③の手法を確認する 10 

 
グループの目標を確認する 10 

第9週 

実施 

計画に沿ってアイデア創出のため

の行動ができる 

グループで話し合い，アイデアの

創出や最終案の決定ができる 

実施内容を確認する 10 
 

進捗を確認し，遅れをなくす 20 

第10週 
実施内容を確認する 10 

 
進捗を確認し，遅れをなくす 20 

第11週 
実施内容を確認する 10 

 
進捗を確認し，遅れをなくす 20 

第12週 
発表準備 

発表のための資料作成と発表準備

ができる 

実施内容を確認する 10 
 

進捗を確認し，遅れをなくす 20 

第13週 
実施内容を確認する 10 

 
進捗を確認し，遅れをなくす 20 

第14週 
発表 

自分たちの案の魅力を相手にわか

りやすく伝えられる 

発表練習をする 10 
 

改善案を考える 20 

 

第15週 自己点検 
グループ活動での重要なポイント

を確認し実行できる。 

  
 

  

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

機械工学演習Ⅰ 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 １ 前学期 講義 伊勢大成 

キーワード 科目概要 

機械設計技術者３級， 

工業英検３級，４級 

これまでに学習した機械工学の専門科目の基礎的な事項について確認し，多

くの演習問題に取り組むことで，思考力，計算力など，よりよく問題解決し

ようとする資質や能力を向上させる。さらにこの学習を通して，機械設計技

術者３級の資格試験の合格を目指す。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「機械設計技術者のための基礎知

識」，日本理工出版会 

①１～４年生までの関連する科目の

教科書 

科目：機械製図，機械加工，機械材

料，機械設計，材料力学，熱工学，

流体力学，制御工学 

資格：機械設計技術者３級 

評価方法 

評価項目 定期試験 小テスト 課題 学習態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 30 30 30 10   100 100 

         

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 
①課題を期限までに提出しない場合は受理されない。 

②学習態度は，学期末に課題の取り組み状況を集計して評価する。 

受講上のアドバイス 

① 機械設計技術者３級の合格を目標に粘り強く努力するとよい。 

② 授業項目を見ても明らかなように，内容は多岐に渡るため，計画的に学習するとよい。 

③ 課題を多く実施するので，授業に集中して取り組むこと。 

④ 授業について理解できないことがあれば，他の学生や教員に遠慮なく質問すること。 

科目の達成目標 

① 表面粗さや寸法公差，はめあいなどについて説明できる． 

② 旋盤やフライス盤などの切削加工法や，鋳造や鍛造などの非切削加工法が説明できる． 

③ 鉄鋼材料や非鉄材料などの記号や製造方法，各種材料試験方法について説明できる． 

④ モーメントや力のつり合い，応力，曲げ，ねじりなどの力学の演習問題を解くことができる． 

⑤ パスカルの原理や連続の式，ベルヌーイの定理について説明できる． 

⑥ 気体の比熱や内部エネルギーについて説明できる． 

関連する本校の学習・教育目標 創造性，専門力 

問い合わせ・質問先 1階124号室 

オフィスアワー 金曜日 15:10-16:50（授業後に相談の上，日時を指定すること） 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 ＳＩ単位と工学単位 
ＳＩ単位と工学単位の違いが理解

できる。 

SI単位と工学単位について調べ

る 
15 

 

演習での未回答問題を解く 15 

第2週 機械製図 

表面粗さや表面性状の図示方法，

寸法公差やはめあい，幾何公差が

理解できる。 

教科書第９章を熟読する 15 
 

演習での未回答問題を解く 15 

第3週 機械加工 

旋削・フライス削りなどの切削加

工法と鋳造・鍛造・溶接・放電加

工などの非切削加工法が理解でき

る。 

教科書第８章を熟読する 15 

 
演習での未回答問題を解く 15 

第4週 小テスト１ 
第１週から第４週までの内容につ

いて説明できる。 

演習問題を復習する 15 
 

小テストの誤答問題を復習する 15 

第5週 機械材料 

各種工業材料の基本的特性および

各種材料試験方法の種類と評価法

が理解できる。 

教科書第７章を熟読する 15 
 

演習での未回答問題を解く 15 

第6週 機械力学 

静力学(物体に対する力，モーメ

ント)および動力学(運動する物体

のエネルギー)が理解できる。 

教科書第３章を熟読する 15 
 

演習での未回答問題を解く 15 

第7週 機構学・機械要素 

ねじ・軸と軸受・歯車などの機械

要素や摩擦機構やカム機構が理解

できる。 

教科書第１章を熟読する 15 
 

演習での未回答問題を解く 15 

第8週 小テスト２ 
第５週から第７週までの内容につ

いて説明できる。 

演習問題を復習する 15 
 

小テストの誤答問題を復習する 15 

第9週 材料力学 

圧縮，引張についてのフックの法

則や，曲げやねじりに関する応力

やひずみが理解できる。 

教科書第２章を熟読する 15 
 

演習での未回答問題を解く 15 

第10週 流体力学 

圧力やパスカルの原および連続の

式やベルヌーイの定理が理解でき

る。 

教科書第４章を熟読する 15 
 

演習での未回答問題を解く 15 

第11週 熱工学 

エネルギー保存則，理想気体の状

態方程式，内部エネルギーやエン

タルピが理解できる 

教科書第５章を熟読する 15 
 

演習での未回答問題を解く 15 

第12週 小テスト３ 
第９週から第１１週までの内容に

ついて説明できる。 

演習問題を復習する 15 
 

小テストの誤答問題を復習する 15 

第13週 計測制御 

各種計測装置の機構や原およびフ

ィードバック制御やシーケンス制

御が理解できる。 

教科書第６章を熟読する 15 
 

演習での未回答問題を解く 15 

第14週 工業英語 
テクニカルタームや構文の使い方

が理解できる。 

配布資料を熟読する 15 
 

演習での未回答問題を解く 15 

 

第15週 小テスト４ 
第１３週から第１４週までの内容

について説明できる。 

演習問題を復習する 15 
 

小テストの誤答問題を復習する 15 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説 -   

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

工業特論Ⅰ 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 １ 後学期 講義 兒玉浩一 

キーワード 科目概要 

力、速度・加速度、 

エネルギーと運動量、 

単振動、等速円運動 

工学を志す者にとって力学は数学と共に最も重要な基礎科目であり，充分に

理解し活用できることによって機械の設計製作に役に立つ。特に動力学は物

理を基礎として流体力学や機械力学，航空力学などさまざまな力学へと繋が

る重要な分野である。 

この科目ではニュートン力学に基き、慣性モーメントや運動量、動力、力

積、エネルギーや振動などの基礎的な事項の考え方やその解法を学ぶ。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「工科系のための基礎物理学」

高橋正雄，東京教学社 

①１～３年生で使用した物理の教科書 

②１～４年で使用している数学の教科

書。 

科目：応用物理Ⅱ・振動工学 

 

評価方法 

評価項目 定期試験 中間テスト 課題 出席態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期         

後学期 60 30 30 10   100 100 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す)  100 

備 考 

・定期試験・中間テストはそれぞれの結果に基づく。 

・課題は、提出された授業の演習プリントの評価とする。 

・出席態度は、授業における出欠状況、授業態度を評価する。 

受講上のアドバイス 

工学において基礎となる科目であるため、しっかりと自ら考え、講義に集中し、課題は自ら解くこと。間違えた

箇所は何が原因で間違えたのかを明らかにし、学習資料としてしっかり作りこむこと。そのために毎週の講義後

に必ず復習する習慣をつけること。 

科目の達成目標 

① ニュートンの運動の法則について理解できる。 

② 運動方程式を理解し、速度・加速度を計算できる。 

③ 運動量と力積を理解し、流体や衝突などに応用できる。 

④ さまざまなエネルギーを計算できる。 

⑤ 線形微分方程式を解くことが出来る。 

⑥ １自由度振動系を計算できる     

関連する本校の学習・教育目標 専門力、創造性 

問い合わせ・質問先 2階215室（数理教員室） 

オフィスアワー 月曜日 15:10～16:50 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

ガイダンス 

単位と有効数字、簡単な

計算の復習 

組み立て単位と有効数字が理解

でき、簡単な数学および物理計

算が出来る。 

  
 

演習プリントに取り組む 40 

第2週 質点にはたらく力 
物体にはたらく力を正確に表す

ことができる。 

教科書P2～5を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第3週 運動の表し方（１） 
直線上での運動が微分積分を用

いて表すことができる。 

教科書P6～7を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第4週 運動の表し方（２） 
平面・空間での運動がベクトル

を用いて表すことができる。 

教科書P8～9を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第5週 運動の法則 
ニュートンの運動方程式を立て、

解くことができる。 

教科書P10～11を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第6週 簡単な力と運動 
摩擦や抵抗力が働く場合の運動方

程式を解くことができる。 

教科書P10～11を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第7週 1階微分方程式 
1階微分方程式を変数分離法で解

くことができる。 

教科書P149および数学の教科書

の関連する部分を読む 
20 

 

演習プリントに取り組む 40 

第8週 
学習のまとめ 

後学期中間テスト 

これまで学習してきた内容を振

り返ることができる。 

いままで解いた問題を見直す 60 
 

試験の復習をする 20 

第9週 
自己点検 

仕事とエネルギー 

テストの返却と解説 

種々の力学的エネルギーを求め

ることができる。 

教科書P18～21を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第10週 
力学的エネルギー保存

の法則 

力学的エネルギー保存の法則を

理解し、活用することができる 

教科書P22～25を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第11週 運動量保存の法則（１） 

運動量保存の法則を用いて、直

線上での衝突問題を解くことで

きる。 

教科書P26～27を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第12週 運動量保存の法則（２） 

運動量保存の法則を用いて、平

面上での衝突問題を解くことで

きる。 

教科書P28～29を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第13週 線形2階微分方程式 
線形2階微分方程式を特性方程式

を用いて解くことができる。 

教科書P149および数学の教科書

の関連する部分を読む 
20 

 

演習プリントに取り組む 40 

第14週 単振動 

単振動の物理量を微分積分を用

いて求めることで、基本的な性

質を理解できる。 

教科書P40～43を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

 

第15週 振動運動 

様々な振動運動を計算及びパソ

コンソフトを用いて表すことが

できる。 

教科書P44～45を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

 定期試験     

 自己点検 テストの返却と解説    

 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

メカトロニクスⅠ 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 松井 洋 

キーワード 科目概要 

ｃ言語, 

Ｈ８マイコン, 

トランジスタ, 

リレー, 

フォトカプラ 

メカトロニクスは機械・電気・電子と情報技術を融合させ、機械に「自身で

判断すること」などの高度化や柔軟性をもたらす技術である。本講義は「も

のづくり科目」である創造設計Ⅳにおける制御系への実践力を高めることを

狙いとする。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「リレーとシーケンサ」、岡本裕

生、Ｏｈｍｓｈａ 

①「メカトロニクスＴｈｅビギニン

グ」、西田麻美、日刊工業新聞社 

科目：メカトロニクスⅡ、創造設計

Ⅳ 

資格：情報技術検定 

評価方法 

評価項目 定期試験 中間テスト 
課題・ 

小テスト 
授業態度   計 

学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 35 35 25 5   100 50 

後学期 35 35 25 5   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

各学期で評価する。年度末の学年評価は各学期の割合を掛けたものの和とする。 

中間テスト・定期試験は、点数を足したものに割合をかけて評価とする。課題（ノート提出を含

む）・小テストの未提出はマイナスの評価も行う。小テストは課題評価点に換算する。学習態度

は５～－５％の間で評価する。 

受講上のアドバイス 

この科目は「ものづくり」特に制御に取り組む時に必要な科目です。 

①課題や小テストをしっかり行って「ものづくり」に生かしてください。 

②課題は期日内にしっかり提出しましょう。 

科目の達成目標 

① システムブロック図の概略を描くことができる。 

② トランジスタのコレクタフォロアの真理値表を作成できる。 

③ フォトカプラとトランジスタを用いて、簡単な回路が作成できる（直流モータの制御など） 

④ 関数を用いたプログラムを作成できる。 

⑤ シーケンス図、タイムチャート、真理値表を書くことができる。 

⑥ リレーを用いた自己保持回路を作成できる。 

関連する本校の学習・教育目標 専門力、創造性 

問い合わせ・質問先 1階218教室（不在時の問い合わせは1階教員室宮野先生） 

オフィスアワー 授業終了後に予約してください 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
ガイダンスと創造設計復

習 

創造設計で学んできたことを整理

ができる 

創造設計指導書を読む 30 
 

創造設計で学んだことの整理 20 

第2週 
創造設計の機械加工とメ

カトロニクス製品の復習 

創造設計で行ってきた主軸回転数

などの計算ができる、メカトロニ

クス製品の要素技術の整理ができ

る 

主軸回転数計算 20 

 
メカトロニクス要素技術整理 20 

第3週 
機械ができるまでの流れ

と設計の流れを知る 

機械ができるまでの流れと設計の

流れを理解する 

機械の成り立ち 10 
 

「良い機械とは」をまとめる 20 

第4週 
メカトロニクスの要素技

術Ⅰ 

創造設計で行ってきたメカトロニ

クス製品のメカニズム、センサー

の確認整理 

メカトロニクス要素技術を調べ

る 
20 

 
創造設計での要素技術を確認す

る 
10 

第5週 
メカトロニクスの要素技

術Ⅱ 

創造設計で行ってきたアクチュエ

ーター・電気電子技術・コンピュ

ータとソフトウエアの確認整理 

アクチュエーターを調べる 15 

 創造設計での要素技術を確認す

る 
15 

第6週 
メカトロニクス製品の製

作手順や仕様書 

動作ブロックやシステムブロック

図の概略が描ける 

「動作ブロック図とは」を調べ

る 
15 

 
動作ブロックやシステムブロッ

ク図の概略が描ける 
30 

第7週 
トランジスタ働き（スイ

ッチング）と真理値表 

トランジスタの接続回路図が描け

る 

トランジスタの端子名称 10 

 コレクターフォロアとエミッタ

ーフォロアを理解し整理する 
20 

第8週 
中間テストとフォトカプ

ラ 
フォトカプラの働きがわかる 

フォトカプラとは 10 
 

自己点検 10 

第9週 
フォトカプラとノット回

路（汎用ロジック回路） 

フォトカプラの接続方法とノット

回路（汎用ロジック回路）の接続

と働きがわかる 

ノット回路とは 15 
 

回路図が描ける 20 

第10週 
フルブリッジドライバー

の接続と働き 

フルブリッジドライバーのピン配

列や働きを知る 

フルブリッジドライバーとは 15 

 フルブリッジドライバーのファ

ンクションを知る 
20 

第11週 

マイコン（H8）・フォト

カプラ・トランジスタ等

とモータの接続 

実体回路図と回路図が作成できる 

フォトカプラ・トランジスタ等

とモータの接続の復習 
20 

 

回路図の作成について 20 

第12週 C言語基礎 
注釈文・ヘッダーファイル・メイ

ン関数 

プログラムの構成を整理する 30 
 

画面表示のプログラムの復習 20 

第13週 
変数の型と書式指定文字

および加減乗除 

変数の型と書式指定文字をしっか

り整理する。 

変数の型 20 

 変数の型と書式指定文字関係を

しっかり整理 
20 

第14週 画面表示 
 画面表示のプログラムprintf命

令 

printf命令 15 
 

課題の実行 30 

第15週 
変数へのキーボードから

の入力 
scanf命令 

scanf命令 15  

課題の実行 ３０  

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 



週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 制御構造用文の習得1    for命令の形式を知る 
 for命令の形式 15 

 
 加算のプログラム 15 

第2週 制御構造用文の習得Ⅱ 
 二重ループと待ち時間プログラ

ムが作成できる 

 二重ループとは 15 
 

二重ループと待ち時間の整理 15 

第3週  for命令課題の実行 課題の実行ができる 
for命令の整理 15 

 
課題の実行 30 

第4週  関数 
 関数を作成したときのプログラ

ム構成がわかることと課題の実行 

 「関数とは」を調べる 15 
 

 課題の実行 30 

第5週 引数のある関数 

 引数のある関数とない関数の違

いの整理ができることと課題の実

行 

 「引数とは」を調べる 15 
 

 課題の実行 30 

第6週  while命令 

while命令を使用したときのプロ

グラムを作成できることと課題の

実行 

while命令を調べる 15 
 

課題の実行 30 

第7週    do while 命令 

Do while 命令を使用したときの

プログラムを作成できることと課

題の実行 

 do while 命令を調べる 15 
 

課題の実行 30 

第8週 中間テストとif命令 if命令の構成を理解する 
if命令を調べる 15 

 
自己点検 10 

第9週   if命令 
if命令のプログラムを作成できる 

ことと課題の実行 

if命令復習 10 
 

課題の実行 30 

第10週  流れ図 PAD図 
流れ図 PAD図が作成できると課

題の実行 

流れ図。PAD図の記号を調べる 15 
 

課題の実行 30 

第11週   else if命令 
else if命令プログラムを作成で

きるとことと課題の実行 

else if命令調べる 15 
 

課題の実行 30 

第12週  スイッチ 
回路図とメーク接点・ブレーク接

点がわかる 

教科書p１～７まで読む 15 
 

教科書の復習 15 

第13週  スイッチ 
シーケンス図とタイムチャートと

真理値表が描ける 

教科書p８～１８まで読む 15 
 

教科書の復習 15 

第14週 リレー 

リレーの接続法とリレーシーケン

ス図とタイムチャートと真理値表

が描ける 

教科書p20～44まで読む 30 
 

教科書の復習 30 

 

第15週 自己保持回路 
接続方法とリセット・セット優先

がわかる 

教科書p45～50まで読む 20 
 

教科書の復習 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

メカトロニクスII 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 Justin Han 

キーワード 科目概要 

Inputs, 

Outputs, 

Logic, 

Python, 

Raspberry Pi 3 

Mechatronics, derived from Mechanical Engineering and Electronics, is the 

multidisciplinary field of science combining Mechanical Engineering, 

Electrical Engineering, and Computer Programming. As all machines 

nowadays are controlled by using electrical power as a driving force and 

computer programs for precision control and consistency, students will 

deepen their understanding of the connections between these mechanical 

systems through taking this course. 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① 「 詳 細  Python 3 入 門 ノ ー

ト」，大重美幸，ソーテック社 
 

Course ： Electronics I & II, 

Programming Basics 

評価方法 

評価項目 Homework Quizzes Final Exam Lab 
Final 

Project 

Class 

Attitude 
計 

学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 20 15 25 30 0 10 100 50 

後学期 10 10 25 15 30 10 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

 Students will be placed in rotating groups throughout the year. 

 There will be three lab activities where students will use the concepts 

introduced in class. 

 The Final Exam will cover topics from the entire year. 

受講上のアドバイス 

During the quizzes and exams, the teachers will not be explaining the instructions. Although you may 

ask about the meaning of certain specific words, you are required to be able to read and understand 

the instructions by yourself. Most of these words are common enough that you will encounter them 

while working on your homework. As such, put in effort to thoroughly understand your homework and 

in-class handouts. 

科目の達成目標 

①  Be able to work with electronic parts 

②  Be able to create simple programs using Python 

③  Be able to understand logic circuits 

④  Be able to apply mechanical parts, electronic parts, and programming together 

⑤    

関連する本校の学習・教育目標 創造性，専門力 

問い合わせ・質問先 Room 126 – Set up an appointment time beforehand. 

オフィスアワー Monday, Tuesday, Wednesday 17:00 – 18:00 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 Guidance and Review 

Understand basic practices for 

circuits and practice how to 

measure values using a DMM 

  
 

  

第2週 Resistors 
Understand and practice how to 

read resistors 

Review for quiz 30 
 

Complete homework 30 

第3週 Using Resistors 
Understand when and how to use 

resistors 

Review for quiz 30 
 

Complete homework 30 

第4週 Reading Data Sheets 

Understand how to use data 

sheets to find necessary 

information 

Review for quiz 30 
 

Complete homework 30 

第5週 Switches 

Understand the function and 

the use of mechanical and 

electrical switches 

Review for quiz 30 
 

Complete homework 30 

第6週 

Lab 1 

 

Understand how to design a 

circuits using electrical 

switches (i.e. transistors) 

  
 

Work on Lab 3 >60 

第7週 

  
 

Work on Lab 3 >60 

第8週 

  
 

Finish Lab 3  

第9週 

Introduction to Python 
Learn about how to use the 

Python programming language 

  
 

Complete homework 30 

第10週 

Review for quiz 30 
 

Complete homework 30 

第11週 

Review for quiz 30 
 

Complete homework 30 

第12週 

Review for quiz 30 
 

Complete homework 30 

第13週 

Lab 2 
Understand how to apply and 

use Python 

  
 

Work on Lab 3 >60 

第14週 

  
 

Work on Lab 3 >60 

 

第15週   
  

 
Finish Lab 3  

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

Introduction to Logic 

Circuits 

Learn about Digital Logic  

(AND, OR, NAND, NOR, NOT, 

XAND, XOR) 

  
 

Complete homework 30 

第2週 
Learn how to use logic 

circuits to design a circuit 

Review for quiz 30 
 

Complete homework 30 

第3週 

Raspberry Pi 3 

Learn about the features of 

the Raspberry Pi 3 

microcontroller 

Review for quiz 30 
 

Complete homework 30 

第4週 

Learn how to use the 

Raspberry Pi 3 to control a 

circuit  

Review for quiz 30 
 

Complete homework 30 

第5週 

Lab 3 

Practice how to use the 

Raspberry Pi and logic to 

control electrical circuits 

  
 

Work on Lab 3 >60 

第6週 

  
 

Work on Lab 3 >60 

第7週 

  
 

Finish Lab 3  

第8週 

Final Project 
Understand how to apply 

concepts to a mobile robot 

  
 

Work on Project  

第9週 

  
 

Work on Project  

第10週 

  
 

Work on Project  

第11週 

  
 

Work on Project  

第12週 

  
 

Work on Project  

第13週 

  
 

Work on Project  

第14週 

  
 

Finish Project  

 

第15週   
  

 
Review for Exam  

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

インターンシップⅠ 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 １ 集中講義 実技 小間徹也 

キーワード 科目概要 

社会人のマナー 

企業 

キャリアデザイン 

夏期休業中の約１週間、県内外の企業で実習を行い、社会の厳しさや専門技

術の進展ぶりなど、校内では得られない貴重な知識や考え方を学ぶ。この体

験は将来社会人となるために極めて有用であり、また専門のエンジニアとし

て成長する糧となるものである。インターンシップ先での貴重な体験を報告

書にまとめ提出するとともに、報告会において、その成果を発表する。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

なし 
① 企業のパンフレットなど 

② 各専門科目の教科書や参考書 

科目：なし 

資格：なし 

評価方法 

評価項目 
企業での 

評価 
事前調査 報告会    計 

学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 25 25    100 100 

後学期         

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

企業での評価書に記載の評価を５０％、校内での事前調査２５％、インターンシップ報告会によ

る評価を２５％とした割合で総合評価を行う。 

 

研修期間は、３日～６日とする。 

受講上のアドバイス 

① インターンシップはアルバイトではないことを肝に銘じ、逆に企業の大きな負担になっていること、企業の

好意で実習を受けさせてもらっていることを忘れないこと。 

② 遅刻は厳禁である。礼儀正しく行動すること。 

科目の達成目標 

① 社会や仕事について具体的にイメージできる。 

② 自分の適性について気付き、進路選択活動に活用できる。 

③ 企業や業界についての知識を得る。 

④ 現状の自分の足りない諸点を把握し、目標を明確にできる。 

⑤ 社会人のマナーを理解できる。 

⑥ 働くことに対する意識を高めることができる。 

関連する本校の学習・教育目標 創造性，人間性，国際性 

問い合わせ・質問先 1階124室 

オフィスアワー 水曜日 17：00～17：30 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

 ガイダンス 

インターンシップの目的および意

義が理解できる。また、応募から

実施までの流れが分かる。 

  
 

  

 書類作成 応募に必要な書類を作成できる。 
  

 
  

 インターンシップ実施 
目標を定めてインターンシップに

取り組むことができる。 

  
 

  

 お礼状の作成 

インターンシップでお世話になっ

た方々に向けてお礼状を作成でき

る。 

  
 

  

 インターンシップ報告会 
受入先の企業情報や活動内容を分

かりやすく伝えることができる。 

  
 

  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

インターンシップⅡ 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 集中講義 実技 小間徹也 

キーワード 科目概要 

社会人のマナー 

企業 

キャリアデザイン 

複数回或いは長期のインターンシップに参加する学生を対象とする。夏期休

業中の約２週間、県内外の企業で実習を行い、社会の厳しさや専門技術の進

展ぶりなど、校内では得られない貴重な知識や考え方を学ぶ。この体験は将

来社会人となるために極めて有用であり、また専門のエンジニアとして成長

する糧となるものである。インターンシップ先での貴重な体験を報告書にま

とめ提出するとともに、報告会において、その成果を発表する。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

なし 
① 企業のパンフレットなど 

② 各専門科目の教科書や参考書 

科目：なし 

資格：なし 

評価方法 

評価項目 
企業での 

評価 
事前調査 報告会    計 

学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 25 25    100 100 

後学期         

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

企業での評価書に記載の評価を５０％、校内での事前調査２５％、インターンシップ報告会によ

る評価を２５％とした割合で総合評価を行う。 

 

研修期間は、７日～９日とする。 

受講上のアドバイス 

① インターンシップはアルバイトではないことを肝に銘じ、逆に企業の大きな負担になっていること、企業の

好意で実習を受けさせてもらっていることを忘れないこと。 

② 遅刻は厳禁である。礼儀正しく行動すること。 

科目の達成目標 

① 社会や仕事について具体的にイメージできる。 

② 自分の適性について気付き、進路選択活動に活用できる。 

③ 企業や業界についての知識を得る。 

④ 現状の自分の足りない諸点を把握し、目標を明確にできる。 

⑤ 社会人のマナーを理解できる。 

⑥ 働くことに対する意識を高めることができる。 

関連する本校の学習・教育目標 創造性，人間性，国際性 

問い合わせ・質問先 1階124室 

オフィスアワー 水曜日 17：00～17：30 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

 ガイダンス 

インターンシップの目的および意

義が理解できる。また、応募から

実施までの流れが分かる。 

  
 

  

 書類作成 応募に必要な書類を作成できる。 
  

 
  

 インターンシップ実施 
目標を定めてインターンシップに

取り組むことができる。 

  
 

  

 お礼状の作成 

インターンシップでお世話になっ

た方々に向けてお礼状を作成でき

る。 

  
 

  

 インターンシップ報告会 
受入先の企業情報や活動内容を分

かりやすく伝えることができる。 

  
 

  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

OP材料力学I (OP – Mechanics of Materials I) Mechanical Engineering Year 4 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 学修 ２ 前学期 講義 Justin Han 

キーワード 科目概要 

Mechanics, Materials, 

Mechanical Design, Stress, 

Strain, Deformation 

Mechanics of Materials is the study of the effects of physical 

forces in relation to actual materials. Mechanics of Materials I 

takes the concepts introduced in the Mechanics I class and applies 

it to physical objects such as beams to analyze the mode of change 

and the metrics of this change. This course will also relate these 

concepts as the basis of the decisions necessary during product 

design. 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

 
①「ビジュアルアプローチ材料力学」、

石田良平他、森北出版 

Course：Mechanics I, Mechanics of  

Materials II 

License：Mechanical Design 

Engineering Rank 3 

評価方法 

評価項目 
Mid-term 

Test  
Final Exams Homework Participation  計 

学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 20 30 35 15  100 100 

後学期        

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

Semester Exams will cover the entire semester. Before each exam, there will be a review 

session. 

Homework will be given on a near weekly basis. 

You are expected to attend every class, to participate during class, and to take notes 

受講上のアドバイス 

・本講義は学修単位であるため、１単位を50分45回分の学習とし、授業15回に対して30回分の自学自習を行うも

のとする。 

Although this is an engineering class, this class will be taught in English. Therefore, using 

English is a requirement in order to understand the technical concepts taught in this class. 

Furthermore, due to the fact that this class is being held concurrently with the first half of 

Mechanics of Materials II and that these concepts serve as the basis of the contents of Mechanics of 

Materials II, it is recommended that you do not wait to ask questions about anything that you do not 

understand. 

科目の達成目標 

① 応力やひずみ、材料の特性による計算を理解できる 

② 応力の種類や荷重の現実的な効果を理解できる 

③ SFD や BMD が描くことができる 

④ 英語での工学の授業を理解することができる 

⑤ 問題の流れ、考え方や解き方を身につけることができる 

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 Room 126 – Set up an appointment time beforehand. 

オフィスアワー Monday, Tuesday, Wednesday 17:00 – 18:00 



 

クラス番号 ______________ 氏名 ______________________ 

 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 

Introduction to the 

class and concept 

review 

Understand the history and 

importance of Mechanics of 

Materials and basic concepts 

  
 

Complete homework problems 120 

第2週 Introduction to Stress 
Understand the concept of 

various types of stresses 

Review last week`s topics 90 
 

Complete homework problems 120 

第3週 Introduction to Strain 
Understand how to calculate 

the strain due to stress 

Review last week`s topics 90 
 

Complete homework problems 120 

第4週 

Stress-strain curve, 

Hooke`s Law, and 

Factor of Safety 

Understand the stress-strain 

curve, how to use it, and the 

concept of a Factor of Safety 

Review last week`s topics 90 
 

Complete homework problems 120 

第5週 
Stress due to Internal 

Pressure 

Understand the effect of 

internal pressure on 

cylindrical and spherical thin 

walled-pressure vessels 

Review last week`s topics 90 

 
Complete homework problems 120 

第6週 
Trusses: Method of 

Joints 

Understand how to calculate 

the stress in every member 

using the method of joints 

Review last week`s topics 90 
 

Complete homework problems 120 

第7週 
Trusses: Method of 

Sections 

Understand how to calculate 

the stress in specific members 

using the method of sections 

Review last week`s topics 90 
 

Review for midterm 120 

第8週 Mid-term Test 
In class midterm test and 

review of first half 

Prepare for Midterm Test 90 
 

Complete homework problems 120 

第9週 
Deformation due to 

Multiple Loads  

Understand how to determine 

the effect of multiple  loads 

(including gravity) acting on 

a body 

Review last week`s topics 90 

 
Complete homework problems 120 

第10週 
Thermal Stress and 

Strain 

 

Understand the effect of 

temperature on developing 

stress and strain in a body 

Review last week`s topics 90 
 

Complete homework problems 120 

第11週 

Review last week`s topics 90 
 

Complete homework problems 120 

第12週 
Introduction and 

Review of SFD and BMD  

Understand the use of Shear 

Force Diagrams and Bending 

Moments Diagrams and review 

the concepts necessary to use 

them 

Review last week`s topics 90 

 

Complete homework problems 120 

第13週 
Bending Problem and 

Sections 

Understand how to develop the 

equations for drawing the SFD 

and BMD 

Review last week`s topics 90 
 

Complete homework problems 120 

第14週 SFD and BMD Practice Practice drawing SFD and BMDS 
Review last week`s topics 90  

Complete homework problems 120  

第15週 Review Review for the Final Exam 
Review last week`s topics 90 

 
Study for Final Exam 120 

 Final Exam     

 Return exams     

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

OP 機械製図演習 (Mechanical Drawing Lab) 機械工学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 学修 ２ 後 講義 Davis Evans 

キーワード 科目概要 

Mechanical Drawing, 

Assembly,  

Drafting 

Mechanical Drawings are the link between the designer of a 

machine and the technician who makes it. If the drawing is not 

properly created and labeled, the actual product can become 

flawed. Therefore, being able to create and read a proper 

draft is of great significance to any engineer. 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

なし なし 
科目：機械製図 I,機械製図 II 

資格： 

評価方法 

評価項目 課題 プロジェクト 学習態度    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

後学期 50 40 10    100 100 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

Homework will be given on a weekly basis. 

You are expected to attend every class, to participate during class, and to take notes. 

You are expected to do at least an hour of work outside of class each week. 

受講上のアドバイス 

・本講義は学修単位であるため、１単位を50分45回分の学習とし、授業15回に対して30回分の自学自習を行うも

のとする。 

Although this is an engineering class, this class will be taught in English. Therefore, if there is 

something you do not understand, please ask. Also, because this class is being taught in English, 

use English. It will help you to understand the technical terms being used in this class. 

科目の達成目標 

①  Students will be able to create detailed 3d models from diagrams in CAD programs. 

②  Students will be able to create detailed diagrams of their models in CAD programs. 

③  Students will be able to read and create usable prototypes from diagrams & CAD models. 

④  

⑤  

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造力 

問い合わせ・質問先 1階124室 

オフィスアワー Thursday (木) 17:00-18:00 

 

 



クラス番号  氏名  

 

    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
Guidance and Drawing 

Interpretation 1 

Introduction to class and 

review of basic CAD techniques 

  
 

Finish Exercise 200 

第2週 
Drawing Interpretation 

2 

Review how to create 3D models 

using mechanical drawings 

Work on Exercise 100 
 

Finish Exercise 100 

第3週 
Dimensioning and 

Setting Tolerance 

Review how to dimension and 

tolerance mechanical drawings 

Work on Exercise 100 
 

Finish Exercise 100 

第4週 
Threads, Springs, 

Gears, & Cams 

Learn and practice how to 

create threads, springs, 

gears, and cams 

Work on Exercise 100 
 

Finish Exercise 100 

第5週 Review Project 1 
Review understand of how to 

apply previous concepts 

Review Prior Work 100 
 

Work on Project 100 

第6週 
Review Project 1 Wrap 

Up 
Finish work on Project 1 

Work on Project 100 
 

Finish Project 100 

第7週 Assembly Practice 
Practice creating assembly 

models using detailed drawings 

Review Assembly Creation 100 
 

Finish Exercise 100 

第8週 
Assembly Drawing w/ 

BOM 

Practice how to create 

assembly drawings with a bill 

of materials 

Work on Exercise 100 
 

Finish Exercise 100 

第9週 Design Methodology 
Introduce design methodology 

and setting project goals 

Work on Exercise 100 
 

Finish Exercise 100 

第10週 Design Exercise 1 Practice Design Methodology 
Work on Exercise 100 

 
Finish Exercise 100 

第11週 Design Exercise 2 Practice Design Methodology 
Work on Exercise 100 

 
Finish Exercise 100 

第12週 
Final Project 

Introduction 

Introduction to 3D Printing; 

Final Project Rules and 

Guidelines 

Work on Exercise 100 
 

Work on Project 100 

第13週 Final Project 1 
Work on final project, submit 

first files for printing 

Work on Project 100 
 

Work on Project 100 

第14週 Final Project 2 

Work on final project, submit 

final versions of files for 

printing. 

Work on Project 100 
 

Prepare Presentation 100 

第15週 
Final Project 

Presentation 

Present design and 3d printed 

prototypes. 

Finish Presentation 200 
 

  

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

社会科学Ⅱ 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 古川夢乃 

キーワード 科目概要 

心理学入門, 

学習心理学, 

発達心理学, 

性格心理学, 

社会心理学 

心理学は、心を科学的に探究する学問であり、教育、サービス業、製

造業など種々の分野に応用されている。将来、社会に貢献すべき本校

学生にとって、心理学を通して人間行動を理解することの意義は大き

いと考えられる。本科目の目的は、心理学を通じて人間行動の法則性

を学び、人間観を科学的な観点から養うことにある。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「コンパクト新心理学ライブラリ

１心理学 第２版」 

梅本堯夫他、サイエンス社 

より理解を深めたい受講生へ向けた

文献を授業中に紹介する 
資格：心理学検定 

評価方法 

評価項目 定期試験 小テスト 学習態度    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 30 20    100 50 

後学期 50 30 20    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

 定期試験では、講義全体を通して習得した心理学の基礎概念、基礎用語、人間理解の方法に

ついての知識と理解を確認する。 

 各学期の途中で章毎に小テストを課して、理解度の確認を行う。 

 学習態度は出席日数と授業態度で評価する。出欠は原則として一言カードへの記載の有無で

判断する。欠席者にはその回の出席点を与えず、遅刻や授業態度が不良の者は減点する。 

受講上のアドバイス 

「心理学」はカウンセリングなどの臨床心理学だけに限らず、さまざまな領域を扱う幅広い学問である。初めて

学ぶ方がほとんどだと思われるが、先入観にとらわれず、さまざまな分野の心理学に興味を持って受講してほし

い。授業毎に資料を配布するので、資料を綴じるためのファイルの用意が必要である。 

科目の達成目標 

① 心理学という学問やその歴史について理解することができる 

② 心理学における基礎概念や理論について理解することができる 

③ 青年期の発達課題やその特徴を理解することができる 

④ 心理学の視点から対人関係による影響や心理的な個人差について理解できる 

⑤ 心理学における基礎用語に関する択一式の設問に正しく解答できる 

⑥ 心理学の視点から人間行動の法則性を理解し、日常生活の具体例を挙げて説明できる 

関連する本校の学習・教育目標 人間性 

問い合わせ・質問先 2階218室（非常勤講師室）不在時は1階104室（教員室）宮野純光先生まで 

オフィスアワー 授業終了後 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 

歴史と方法 

人の心はどうしてわかるかの概

略について理解できる 

― ― 
 

教科書pp.1-3の読み直し 10 

第2週 
心理学の歴史の概略について理

解できる 

教科書pp.4-9を熟読する 10 
 

第2回の配布資料の見直し 15 

第3週 
心理学の研究法の概略について

理解できる 

教科書pp.10-17を熟読する 10 
 

第3回の配布資料の見直し 15 

第4週 

感覚と知覚 

感覚の一般的性質について理解

できる 

教科書pp.21-27を熟読する 10 
 

第4回の配布資料の見直し 15 

第5週 群化について説明できる 
教科書pp.28-37を熟読する 10 

 
第5回の配布資料の見直し 15 

第6週 
空間知覚と運動の知覚について

理解できる 

教科書pp.36-43を熟読する 10 
 

第6回の配布資料の見直し 15 

第7週 

学習 

学習とは何かについて理解でき

る 

教科書pp.45-52を熟読する 10 
 

第7回の配布資料の見直し 15 

第8週 
学習におけるさまざまな原理を

理解できる 

教科書pp.52-60を熟読する 10 
 

第8回の配布資料の見直し 15 

第9週 
学習におけるさまざまな原理を

理解できる 

教科書pp.60-68を熟読する 10 
 

第9回の配布資料の見直し 15 

第10週 

記憶 

記憶とは何かについて理解でき

る 

教科書pp.68-73を熟読する 10 
 

第10回の配布資料の見直し 15 

第11週 記憶の種類について理解できる 
教科書pp.74-79を熟読する 10 

 
第11回の配布資料の見直し 15 

第12週 忘却について理解できる 
教科書pp.80-85を熟読する 10 

 
第12回の配布資料の見直し 15 

第13週 

意識・思考・言語 

意識について理解できる 
教科書pp.89-94を熟読する 10 

 
第13回の配布資料の見直し 15 

第14週 言語について理解できる 
教科書pp.94-103を熟読する 10 

 
第14回の配布資料の見直し 15 

 

第15週 前学期の振り返り 
前学期の学習内容を正しく理解

できる 

第1-14回の配布資料の見直し 30 
 

第1－14回の配布資料の見直し 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説   － 

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

動機づけと情動 

動機づけについて理解できる 
教科書pp.105-115を熟読する 15 

 
第1回の配布資料の見直し 15 

第2週 動機と行動について理解できる 
教科書pp.116-122を熟読する 10 

 
第2回の配布資料の見直し 15 

第3週 情動について理解できる 
教科書pp.122-133を熟読する 15 

 
第3回の配布資料の見直し 15 

第4週 

発達 

発達について理解できる 
教科書pp.135-142を熟読する 10 

 
第4回の配布資料の見直し 10 

第5週 
さまざまな発達理論について理

解できる 

教科書pp.142-146を熟読する 10 
 

第5回の配布資料の見直し 15 

第6週 
青年期の特徴について理解でき

る 

教科書pp.146-147を熟読する 10 
 

第6回の配布資料の見直し 15 

第7週 
さまざまな発達理論について理

解できる 

教科書pp.148-152を熟読する 10 
 

第7回の配布資料の見直し 15 

第8週 

性格 

心理的な個人差について理解で

きる 

教科書pp.153-157を熟読する 10 
 

第8回の配布資料の見直し 15 

第9週 
心理検査の受検から結果の処理

までを体験し、一連の流れにつ

いて理解できる 

教科書pp.156-157を熟読する 10 
 

第9回の配布資料の見直し 15 

第10週 
人格の捉え方について理解でき

る 

教科書pp.158-163を熟読する 10 
 

第10回の配布資料の見直し 15 

第11週 人格検査について理解できる 
教科書pp.164-173を熟読する 15 

 
第11回の配布資料の見直し 15 

第12週 

対人関係 

対人魅力や説得のテクニックに

ついて理解できる 

教科書pp.175-182を熟読する 10 
 

第12回の配布資料の見直し 15 

第13週 
説得のテクニックやリーダーシ

ップ理論について理解できる 

教科書pp.180-186を熟読する 10 
 

第13回の配布資料の見直し 15 

第14週 
集団とその影響について理解で

きる 

教科書pp.186-192を熟読する 10 
 

第14回の配布資料の見直し 15 

 

第15週  ストレス 

ストレスについて理解できる。

ただし、受講生の希望によって

授業内容を変更する可能性があ

る。 

―  

 
第15回の配布資料の見直し 15 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説   － 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

文化・思想 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 大崎富雄 

キーワード 科目概要 

神話論理,   

方法,   

思考構造,  

記憶の再生 

 

国際社会において最も重要なことは、自らの国全体についての豊富な知識と深

い理解である。日本文化の構造を項目的な表層知識ではなく、そこに内在され

ているであろう、その本質と方法とを抽出することが必要である。これらを一

定の学域にとらわれることなく、様々な領域のこれまでの人類の知の集積を駆

使しながら、日本文化の多面性を浮き彫りにしたい。 

 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

 
随時、紹介する。 

 

科目： 

資格： 

評価方法 

評価項目 定期試験 レポート 学習態度    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 80 15 5    100 50 

後学期 80 15 5    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

成績は定期試験・レポート・学習態度などを総合的に判断し評価する。学年評価は前・後学期との

平均とする。 

 

受講上のアドバイス 

・ノートは板書したものだけではなく、口頭での説明も書くこと。 

・授業で紹介する参考文献は読むように心がけること。 

・様々な事象を多角的に捉え、徹底的に思考する習慣をみにつけること。 

 

科目の達成目標 

①  「人間の現在」について、その問題群を理解することができる。 

②  神話機能の本質構造について理解することができる。 

③  歴史、その断片からの記憶の再生、想起について理解することができる 

④  対称性の哲学について理解することができる。 

⑤  

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 人間性 

問い合わせ・質問先 １階104室（教員室） 

オフィスアワー 金曜日 16:00～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 人間の現在Ⅰ 現代の諸問題を理解する。 
  

 
現在の諸問題を整理する。 15 

第2週 人間の現在Ⅱ 現代の諸問題を理解する。 
認知科学について調べる。 15 

 
現在の諸問題を整理する。 15 

第3週 宇宙・地球・生命Ⅰ 学問の脱領域を理解する。 
認知科学について調べる。 15 

 
認知科学について整理する。 15 

第4週 宇宙・地球・生命Ⅱ 学問の脱領域を理解する。 
認知科学について調べる。 15 

 
認知科学について整理する。 15 

第5週 人間の科学Ⅰ 学問の脱領域を理解する。 

認知科学・現代哲学を調べる。 15 
 認知科学・現代哲学を整理す

る。 
15 

第6週 人間の科学Ⅱ 学問の脱領域を理解する。 
現代哲学を調べる。 15 

 
現代哲学を整理する。 15 

第7週 人類最古の哲学Ⅰ 神話の現在的意味を理解する。 
重層構造について調べる。 15 

 
神話の現代的意義を整理する。 15 

第8週 人類最古の哲学Ⅱ 神話の現在的意味を理解する。 
重層構造について調べる。 15 

 
神話の現代的意義を整理する。 15 

第9週 人類最古の哲学Ⅲ 神話の現在的意味を理解する。 
重層構造について調べる。 15 

 
神話の現代的意義を整理する。 15 

第10週 神話論理Ⅰ 神話論理について理解する。 
文化人類学の方法を調べる。 15 

 
文化人類学の方法を整理する。 15 

第11週 

 

神話論理Ⅱ 

 
神話論理について理解する。 

文化人類学の方法を調べる。 15 
 

文化人類学を整理する。 15 

第12週 

 

神話論理Ⅲ 方法的資料解釈を理解する。 
文献・資料を調べる。 15 

 
文献・資料の方法を整理する。 15 

第13週 

 

神話論理Ⅳ 方法的資料解釈を理解する。 
テクスト理論を調べる。 15 

 
テクスト理論を整理する。 15 

第14週 

 

神話論理Ⅴ イコノロジーについて理解する。 
イコノロジーの方法を調べる。 15 

 
イコノロジーを整理する。 15 

 

第15週 

 

神話論理Ⅵ 神話の基層的根拠について理解す

る。 

神話の基層的根拠を考察する。 15 
 

神話機能について整理する。 15 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 神話論理の応用Ⅰ 
神話論理の応用の方法論を理解で

きる。 

神話論理を整理する。 15 
 

神話論理の方法論を整理する。 15 

第2週 神話論理の応用Ⅱ 
神話論理の応用の方法論を理解で

きる。 

神話論理を整理する。 15 
 

神話論理の方法論を整理する。 15 

第3週 神話論理の応用Ⅲ 
神話論理の応用の方法論を理解で

きる。 

応用テクストを調べる。 15 
 

方法論を整理する。 15 

第4週 神話論理の応用Ⅳ 
神話論理の応用の方法論を理解で

きる。 

応用テクストを調べる。 15 
 

方法論を整理する。 15 

第5週 神話論理の応用Ⅴ 
神話論理の応用の方法論を理解で

きる。 

応用テクストを調べる。 15 
 

方法論を整理する。 15 

第6週 神話論理の応用Ⅵ 神話論理の方法論を理解できる。 
基層的根拠について考察する。 15 

 
神話機能を整理する。 15 

第7週 神話論理の応用Ⅶ 
神話論理の応用の方法論を理解で

きる。 

基層的根拠について考察する。 15 
 

神話機能を整理する。 15 

第8週 神話のグラマトロジーⅠ グラマトロジーを理解できる。 
グラマトロジーを調べる。 15 

 
グラマトロジーを整理する。 15 

第9週 神話のグラマトロジーⅡ グラマトロジーを理解できる。 
グラマトロジーを展開する。 15 

 
グラマトロジーを整理する。 15 

第10週 神話のグラマトロジーⅢ グラマトロジーを理解できる。 
グラマトロジーを展開する。 15 

 
グラマトロジーを整理する。 15 

第11週 神話の弁証法 
神話における弁証法を理解でき

る。 

弁証法を調べる。 15 
 

弁証法を整理する。 15 

第12週 神話の感覚的論理 感覚の論理について理解できる。 
感覚の論理を調べる。 15 

 
感覚の論理を整理する。 15 

第13週 神話の非即論理 非即の論理を理解できる。 
非即の論理を調べる。 15 

 
非即の論理を整理する。 15 

第14週 対称性の哲学Ⅰ 対称性の哲学を理解できる。 
対称性の哲学を調べる。 15 

 
対称性の哲学を整理する。 15 

 

第15週 対称性の哲学Ⅱ 対称性の哲学を理解できる。 
内在理論を調べる。 15 

 
内在理論を整理する。 15 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

数理統計Ａ 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 学修 ２ 後学期 講義 松本昇久 

キーワード 科目概要 

 

確率, 

統計, 

 推定, 

  検定 

 

自然界における偶然性は数学的には確率を用いて表現され、観察や実験から

得られたデータは、この確率の概念を用いて解釈・処理されることによっ

て、はじめて実用に耐えうる推定や検定を行うための道具となることができ

る。本科目は、数理工学の分野において、偶然性に左右される現象を取り扱

う際に必要となる統計的な知識・概念を学習し、さまざまなデータを統計的

に解析・処理する方法を純粋数学の観点から学習し、活用する能力を身に付

けることを目的とする。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① 「新確率統計」、 

    高遠節夫ほか５名、大日本図書 
なし 

科目：基礎数学Ⅰ  [１年次]、 

    ：線形代数Ⅱ  [３年次]、 

資格：実用数学技能検定 

   （１級・準１級） 

評価方法 

評価項目 
中間テスト 

定期試験 
提出課題 授業態度    計 

学年評価に 
対する割合(%) 

前学期 ― ― ―    ― ― 

後学期 60 30 10    100 100 

学 年 評 価 (評価は後学期で行い、通知表は後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

中間テスト・定期試験：授業における講義内容と演習課題内容の理解度を評価するため、複数回

の試験を実施する。これらの試験（100点満点）の点数の平均の6割を評価に加える。 

提出課題：本講義は学修単位科目であることから、提出課題として授業内容の理解度や演習量の

判断材料となる演習課題を課す。これらを適宜回収・評価し、その提出点を評価の3割とする。 

授業態度：授業を遅刻・早退・欠席した者、授業態度が不良の者は評価の1割から減点を行う。 

受講上のアドバイス 

・本講義は学修単位であるため、１単位を50分45回分の学習とし、授業15回に対して30回分の自学自習を行うも

のとする． 

本科目の受講の際には、(1)自ら学ぶ姿勢を身に付けること、(2)学んだ箇所は必ず復習し，理解できなかった箇

所は、理解できるよう常に努めること、(3)質問の際には、単に「わからない」ではなく「どの部分がどのよう

に理解できないのか」を伝えること、(4)課題等の提出物の期限は守ること，の4点に留意すること。 

科目の達成目標 

① あるデータについて、その平均・分散・標準偏差を求めることができる。 

② 二項分布やポアソン分布について、その平均・分散・標準偏差を求めることができる。 

③ 正規分布について、その平均・分散・標準偏差を求めることができる。 

④ 標準正規分布表を用いて、確率の値を求めることができる。 

⑤ ある母集団について、その母平均や母分散の推定ができる。 

⑥ ある母集団について、その母平均や母分散の検定ができる。 

関連する本校の学習・教育目標 基礎力 

問い合わせ・質問先 2階215室（数理教員室） 

オフィスアワー 火曜日 16:00～17:00 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 度数分布 

度数分布等の用語の意味をつか

み。さらに、ヒストグラムを書く

ことができる。 

教科書pp.28-30を読み、度数分布の

用語の意味をつかむ。 
100 

 
教科書pp.30問1-2を解く。 100 

第2週 代表値 

代表値としての平均・中央値・ 

最頻値の意味をつかみ、それを求

めることができる。 

教科書pp.30-32を読み、定義・性質

を理解し、求め方を習得する。 
100 

 
教科書pp.31-33問3-6を解く。 100 

第3週 散布度 

散布度や分散と標準偏差の定義・

性質について理解し、それらの値

を求めることができる。 

教科書pp.34-38を読み、分散・標準

偏差の性質と求め方を理解する。 
100 

 
教科書pp.35-38例5問7-9を解く。 100 

第4週 四分位と箱ひげ図 

四分位と箱ひげ図の定義を理解

し、その意味をつかむことができ

る。 

教科書pp.39-41を読み、四分位と箱

ひげ図の定義を理解し、図を描く。 
100 

 
教科書pp.40-41例6-7問10を解く。 100 

第5週 
中間試験[1] 

相関 

相関について共分散と相関係数の

定義式を用いて、これらの数値を

求めることができる。 

教科書pp.44-47を読み、相関・共分

散・相関係数について理解する。 
100 

 
教科書pp.47問1を解く。 100 

第6週 回帰直線 

最小２乗法と回帰直線の意味をつ

かみ、回帰直線の方程式を求める

ことができる。 

教科書pp.48-51を読み、回帰直線の

方程式の求め方を理解する。 
100 

 
教科書pp.50-51例題2問2-3を解く。 100 

第7週 確率変数と確率分布 

確率変数の平均・分散・標準偏差

を求め、さらに、確率変数の標準

化ができる。 

教科書pp.55-58を読み、確率変数の

標準化について理解する。 
100 

 
教科書pp.57-58問1-7を解く。 100 

第8週 
二項分布 

中間試験[2] 

二項分布を理解し、その平均と分

散を求めることができる。 

教科書pp.59-60を読み、二項分布の

平均と分散を求める。 
100 

 
教科書pp.60問8-11を解く。 100 

第9週 
ポアソン分布 

連続型確率分布 

ポアソン分布の平均と分散と、連

続型確率分布の確率の値を求める

ことができる。 

教科書pp.61-67を読み、ポアソン分

布と連続型確率分布を理解する。 
100 

 
教科書pp.62-67問12-16を解く。 100 

第10週 
連続型確率変数の 

平均と分散 

連続型確率分布において、平均・

分散・標準偏差を積分計算するこ

とで求めることができる。 

教科書pp.68-69を読み、積分を用い

て平均と分散を求める。 
100 

 
教科書pp.69問17、18を解く。 100 

第11週 
正規分布 

二項分布と正規分布との

の関係， 

標準正規分布表を用いて確率の値

を求め、二項分布と正規分布は近

似できることを理解する。 

教科書pp.70-75を読み、標準正規分

布表を利用し，近似を理解する． 
100 

 
教科書pp.71-75、例題6-8問19-24を

解く。 
100 

第12週 
中間試験[3] 

母集団と標本 

統計量と標本分布 

母集団と標本、統計量等の用語、

大数の法則と中心極限定理につい

て理解することができる。 

教科書pp.81-85を読み、統計量等の

用語と中心極限定理を理解する。 
100 

 
教科書pp.82-85例3問6-8を解く。 100 

第13週 
点推定 

母平均の区間推定 

点推定と母平均の区間推定につい

て理解し、母平均の信頼区間を求

めることができる。 

教科書pp.94-98を読み、点推定を理

解し、母平均の信頼区間を求める。 
100 

 
教科書pp.95-98問1-2例3を解く。 100 

第14週 
仮説と検定 

母平均の検定 

仮説と検定・母平均の区間推定に

ついて理解し、母平均の検定をす

ることができる。 

教科書pp.107-112を読み、母平均の

区間推定を理解し、検定を行う。 
100 

 
教科書pp.108-112問1-4例題1を解

き、検定について理解を深める。 
100 

 

第15週 いろいろな確率分布 

カイ２乗分布、t分布、F分布を理

解し、その分布表を用いて確率の

値を計算することができる。 

教科書pp.86-90を読み、カイ２乗分

布、t分布、F分布を理解する。 
100 

 
教科書pp.86-89問9-13を解く。 100 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説 －  － 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

数理統計Ｂ 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 学修 ２ 後学期 講義 谷口哲也 

キーワード 科目概要 

 

確率, 

統計, 

 推定, 

  検定 

 

自然界における偶然性は数学的には確率を用いて表現され、観察や実験から

得られたデータは、この確率の概念を用いて解釈・処理されることによっ

て、はじめて実用に耐えうる推定や検定を行うための道具となることができ

る。本科目は、数理工学の分野において、偶然性に左右される現象を取り扱

う際に必要となる統計的な知識・概念を学習し、さまざまなデータを統計的

に解析・処理する方法を純粋数学の観点から学習し、活用する能力を身に付

けることを目的とする。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① 「新確率統計」、 

    高遠節夫ほか５名、大日本図書 
なし 

科目：基礎数学Ⅰ  [１年次]、 

    ：線形代数Ⅱ  [３年次]、 

資格：実用数学技能検定 

   （１級・準１級） 

評価方法 

評価項目 
中間テスト 

定期試験 
提出課題 授業態度    計 

学年評価に 
対する割合(%) 

前学期 ― ― ―    ― ― 

後学期 60 30 10    100 100 

学 年 評 価 (評価は後学期で行い、通知表は後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

中間テスト・定期試験：授業における講義内容と演習課題内容の理解度を評価するため、複数回

の試験を実施する。これらの試験（100点満点）の点数の平均の6割を評価に加える。 

提出課題：本講義は学修単位科目であることから、提出課題として授業内容の理解度や演習量の

判断材料となる演習課題を課す。これらを適宜回収・評価し、その提出点を評価の3割とする。 

授業態度：授業を遅刻・早退・欠席した者、授業態度が不良の者は評価の1割から減点を行う。 

受講上のアドバイス 

・本講義は学修単位であるため、１単位を50分45回分の学習とし、授業15回に対して30回分の自学自習を行うも

のとする． 

本科目の受講の際には、(1)自ら学ぶ姿勢を身に付けること、(2)学んだ箇所は必ず復習し，理解できなかった箇

所は、理解できるよう常に努めること、(3)質問の際には、単に「わからない」ではなく「どの部分がどのよう

に理解できないのか」を伝えること、(4)課題等の提出物の期限は守ること，の4点に留意すること。 

科目の達成目標 

① あるデータについて、その平均・分散・標準偏差を求めることができる。 

② 二項分布やポアソン分布について、その平均・分散・標準偏差を求めることができる。 

③ 正規分布について、その平均・分散・標準偏差を求めることができる。 

④ 標準正規分布表を用いて、確率の値を求めることができる。 

⑤ ある母集団について、その母平均や母分散の推定ができる。 

⑥ ある母集団について、その母平均や母分散の検定ができる。 

関連する本校の学習・教育目標 基礎力 

問い合わせ・質問先 2階215室（数理教員室） 

オフィスアワー 火曜日 16:00～17:00 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 度数分布 

度数分布等の用語の意味をつか

み。さらに、ヒストグラムを書く

ことができる。 

教科書pp.28-30を読み、度数分布の

用語の意味をつかむ。 
100 

 
教科書pp.30問1-2を解く。 100 

第2週 代表値 

代表値としての平均・中央値・ 

最頻値の意味をつかみ、それを求

めることができる。 

教科書pp.30-32を読み、定義・性質

を理解し、求め方を習得する。 
100 

 
教科書pp.31-33問3-6を解く。 100 

第3週 散布度 

散布度や分散と標準偏差の定義・

性質について理解し、それらの値

を求めることができる。 

教科書pp.34-38を読み、分散・標準

偏差の性質と求め方を理解する。 
100 

 
教科書pp.35-38例5問7-9を解く。 100 

第4週 四分位と箱ひげ図 

四分位と箱ひげ図の定義を理解

し、その意味をつかむことができ

る。 

教科書pp.39-41を読み、四分位と箱

ひげ図の定義を理解し、図を描く。 
100 

 
教科書pp.40-41例6-7問10を解く。 100 

第5週 
中間試験[1] 

相関 

相関について共分散と相関係数の

定義式を用いて、これらの数値を

求めることができる。 

教科書pp.44-47を読み、相関・共分

散・相関係数について理解する。 
100 

 
教科書pp.47問1を解く。 100 

第6週 回帰直線 

最小２乗法と回帰直線の意味をつ

かみ、回帰直線の方程式を求める

ことができる。 

教科書pp.48-51を読み、回帰直線の

方程式の求め方を理解する。 
100 

 
教科書pp.50-51例題2問2-3を解く。 100 

第7週 確率変数と確率分布 

確率変数の平均・分散・標準偏差

を求め、さらに、確率変数の標準

化ができる。 

教科書pp.55-58を読み、確率変数の

標準化について理解する。 
100 

 
教科書pp.57-58問1-7を解く。 100 

第8週 
二項分布 

中間試験[2] 

二項分布を理解し、その平均と分

散を求めることができる。 

教科書pp.59-60を読み、二項分布の

平均と分散を求める。 
100 

 
教科書pp.60問8-11を解く。 100 

第9週 
ポアソン分布 

連続型確率分布 

ポアソン分布の平均と分散と、連

続型確率分布の確率の値を求める

ことができる。 

教科書pp.61-67を読み、ポアソン分

布と連続型確率分布を理解する。 
100 

 
教科書pp.62-67問12-16を解く。 100 

第10週 
連続型確率変数の 

平均と分散 

連続型確率分布において、平均・

分散・標準偏差を積分計算するこ

とで求めることができる。 

教科書pp.68-69を読み、積分を用い

て平均と分散を求める。 
100 

 
教科書pp.69問17、18を解く。 100 

第11週 
正規分布 

二項分布と正規分布との

の関係， 

標準正規分布表を用いて確率の値

を求め、二項分布と正規分布は近

似できることを理解する。 

教科書pp.70-75を読み、標準正規分

布表を利用し，近似を理解する． 
100 

 
教科書pp.71-75、例題6-8問19-24を

解く。 
100 

第12週 
中間試験[3] 

母集団と標本 

統計量と標本分布 

母集団と標本、統計量等の用語、

大数の法則と中心極限定理につい

て理解することができる。 

教科書pp.81-85を読み、統計量等の

用語と中心極限定理を理解する。 
100 

 
教科書pp.82-85例3問6-8を解く。 100 

第13週 
点推定 

母平均の区間推定 

点推定と母平均の区間推定につい

て理解し、母平均の信頼区間を求

めることができる。 

教科書pp.94-98を読み、点推定を理

解し、母平均の信頼区間を求める。 
100 

 
教科書pp.95-98問1-2例3を解く。 100 

第14週 
仮説と検定 

母平均の検定 

仮説と検定・母平均の区間推定に

ついて理解し、母平均の検定をす

ることができる。 

教科書pp.107-112を読み、母平均の

区間推定を理解し、検定を行う。 
100 

 
教科書pp.108-112問1-4例題1を解

き、検定について理解を深める。 
100 

 

第15週 いろいろな確率分布 

カイ２乗分布、t分布、F分布を理

解し、その分布表を用いて確率の

値を計算することができる。 

教科書pp.86-90を読み、カイ２乗分

布、t分布、F分布を理解する。 
100 

 
教科書pp.86-89問9-13を解く。 100 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説 －  － 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



 
2019年度 学習支援計画書 

 

科目名 クラス 

英語表現技法 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 宇都宮隆子 

キーワード 科目概要 

アカデミックスキル, 

表現力, 

伝達力 

本科目では、アカデミックスキル( listening, note-taking, writing, thinking, 
presentation etc.)を向上させつつ、英語の表現力をより豊かにすることを目標

としていく。英語のリスニングでは、聞き取った情報を自身でまとめられるよ

うにしたり、授業内で取り上げる様々なトピックに対し、自身の意見をいかに

わかりやすく他者に伝えるかを学んでいく。 

科書 参考書 関連する科目・資格 

①「Contemporary Topics 21st 
Century Skills for Academic 

Success 3」、David Beglar et 

al., Pearson   

配布プリント 
科目：過去に履修した英語科目 

資格：英検、TOEIC、TOEFL 

評価方法 

評価項目 定期試験 小テスト 課題 学習態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 20 30 10   100 50 

後学期 40 20 30 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

前学期の評価で60点に満たない学生は補習の対象とする。ただし、後学期後の補習は、基本行わ

ない。課題は各ユニットに関連する演習プリントや発表を評価する。授業態度は、積極的な授業

参加、忘れ物、居眠り等を基に評価する。 

受講上のアドバイス 

 ①授業内外でパソコンを使用します。各ユニットのオーディオ教材やレクチャービデオを見てのリスニング、

発表のためのリサーチ、発表スライド作りなどのために必要となります。パソコンは毎回持参すること。 

②アカデミックな語彙や比較的長いリス二ングは、「わからない」とあきらめずに、何度も繰り返しチャレン

ジすること。 

③語彙数を増やすためにも、各ユニットごとに小テストを実施する。 

④発表やライティングは、皆さんの知識を広めたり深める良い機会となります。聞き手・読み手にわかりやす

い魅力的な発表、ライティングにするよう心がけること。 

科目の達成目標 

① 新出語彙を学習し、語彙数を増やすことができる。 

② ナチュラルスピードの英語に対し、積極的に聞こうと努力することができる。 

③ 英語でのアカデミックな講義内容に興味を持ち、それらに対し理解を深めることができる。 

④ テキストで紹介しているプレゼンテーションのコツを理解することができる。 

⑤ 発表・ライティング準備のため、課せられたトピックに関して適切にリサーチすることができる。 

⑥ 伝えたい内容を、聞き手・読み手にわかりやすく伝えることができる。 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 １階104室（教員室） 

オフィスアワー 水曜日 16:30～17:30 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 授業内容・進め方の説明 
授業の進め方について理解するこ

とができる 

  
 

テキスト構成、学習方法の理解 20 

第2週 
Unit1: Communication 

Studies 

Unit1の重要語彙を理解すること

ができる 

テキストpp.2-5の一読 20 
 

テキストpp.2-5の語彙学習 20 

第3週 
Unit1: Communication 

Studies 

ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

ユニットレクチャーの視聴 20 
 

ユニットレクチャーの語彙学習 20 

第4週 
Unit1: Communication 

Studies 

ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

テキストpp.6-10の一読 20 
 

テキストpp.6-10の演習問題 20 

第5週 Unit1: Quiz & 発表準備 
発表準備のための適切なリサーチ

をすることができる 

小テストに向けての学習 30 
 

発表準備 30 

第6週 Unit1: 発表 
聞き手にわかりやすいプレゼンテ

ーションをすることができる 

発表練習 20 
 

Unit1の学習内容の振り返り 20 

第7週 
Unit2: Child 

Psychology 

Unit2の重要語彙を理解すること

ができる 

テキストpp.12-15の一読 20 
 

テキストpp.12-15の語彙学習 20 

第8週 
Unit2: Child 

Psychology 

ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

ユニットレクチャーの視聴 20 
 

ユニットレクチャーの語彙学習 20 

第9週 
Unit2: Child 

Psychology 

ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

テキストpp.16-20の一読 20 
 

テキストpp.16-20の演習問題 20 

第10週 Unit2: Quiz & 発表準備 
発表準備のための適切なリサーチ

をすることができる 

小テストに向けての学習 30 
 

発表準備 30 

第11週 Unit2: 発表 
聞き手にわかりやすいプレゼンテ

ーションをすることができる 

発表練習 20 
 

Unit2の学習内容の振り返り 20 

第12週 Unit3: Sociology 
Unit3の重要語彙を理解すること

ができる 

テキストpp.22-25の一読 20 
 

テキストpp.22-25の語彙学習 20 

第13週 Unit3: Sociology 
ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

ユニットレクチャーの視聴 20 
 

ユニットレクチャーの語彙学習 20 

第14週 Unit3: Sociology 
自分の意見をまとめるための適切

なリサーチをすることができる 

エッセーライティン情報収集 20 
 

エッセーライティングの見直し 20 

 

第15週 
Unit3: Quiz 

Units 1,2,3の復習 

Units 1,2,3で学習したことを見

直し理解することができる 

小テストに向けての学習 30 
 

Units 1,2,3の復習 120 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 夏期休業中課題の発表 

リサーチした情報をもとに、自身

の意見をまとめ、論理的に他者に

伝えることができる 

発表練習 20 
 

発表内容・態度の振り返り 20 

第2週 Unit4: Business 
Unit4の重要語彙を理解すること

ができる 

テキストpp.32-35の一読 20 
 

テキストpp.32-35の語彙学習 20 

第3週 Unit4: Business 
ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

ユニットレクチャーの視聴 20 
 

ユニットレクチャーの語彙学習 20 

第4週 Unit4: Business 
ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

テキストpp.36-40の一読 20 
 

テキストpp.36-40の演習問題 20 

第5週 Unit4: Quiz & 発表準備 
発表準備のための適切なリサーチ

をすることができる 

小テストに向けての学習 30 
 

発表準備 30 

第6週 Unit4: 発表 
聞き手にわかりやすいプレゼンテ

ーションをすることができる 

発表練習 20 
 

Unit4の学習内容の振り返り 20 

第7週 Unit7: Technology 
Unit7の重要語彙を理解すること

ができる 

テキストpp.62-65の一読 20 
 

テキストpp.62-65の語彙学習 20 

第8週 Unit7: Technology 
ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

ユニットレクチャーの視聴 20 
 

ユニットレクチャーの語彙学習 20 

第9週 Unit7: Technology 
ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

テキストpp.66-70の一読 20 
 

テキストpp.66-70の演習問題 20 

第10週 Unit7: Quiz & 発表準備 
発表準備のための適切なリサーチ

をすることができる 

小テストに向けての学習 30 
 

発表準備 30 

第11週 Unit7: 発表 
聞き手にわかりやすいプレゼンテ

ーションをすることができる 

発表練習 20 
 

Unit7の学習内容の振り返り 20 

第12週 Unit11: Biology 
Unit11の重要語彙を理解すること

ができる 

テキストpp.102-105の一読 20 
 

テキストpp.102-105の語彙学習 20 

第13週 Unit11: Biology 
ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

ユニットレクチャーの視聴 20 
 

ユニットレクチャーの語彙学習 20 

第14週 Unit11: Biology 
自分の意見をまとめるための適切

なリサーチをすることができる 

エッセーライティン情報収集 20 
 

エッセーライティングの見直し 20 

 
第15週 

Unit11: Quiz 

Units 4,7,11の復習 

Units 4,7,11で学習したことを見

直し理解することができる 

小テストに向けての学習 30 
 

Units 4,7,11の復習 120 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

Advanced English II・TED Talk 

（上級英語II・TED Talk） 
機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 Jenny Chio 

キーワード 科目概要 

Critical thinking 

Public speaking 

Reading and listening to 

speech 

In “21st Century Ideas,” students will use TED Talks to engage in 

21st century issues. Students will have the opportunity to read, 

listen, and discuss the issues and innovative ideas brought up by 

the TED speakers. This class will include elements of presentation, 

public speaking, and critical thinking. 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

N/A 
 ①Instructor designed handouts 

②Notebook 

③Online resources 

科目：N/A 

資格：N/A 

評価方法 

評価項目 Classwork Project 計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 60 40 100 50 

後学期 50 50 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

• Students are graded on their participation in class. 

• Students are expected to be enthusiastic and engaged in classwork and projects. 

• Students are required to practice speaking English in class. 

• Hard work and amount of effort contribute to final grade. 

• Students are required to participate in a conference. 

受講上のアドバイス 

①Arrive to class on time and prepared.  

②Ask questions when you don’t understand instructions or coursework. 

③Help and work well with your classmates when possible. 

④If absent, see the teacher as soon as you return for make-up work. 

科目の達成目標 

① Think critically about ideas that are presented to you. 

② Improve ability to read and listen to speeches. 

③ Prepare, research, and confidently present a TED style speech. 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 ICT 31-104 

オフィスアワー 月～金曜日 16:30～17:30 

 

 

 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 Introduction 

Introduce themselves and 

understand course 

expectations 

-  
 

Re-read syllabus. 5 

第2週 

TEDtalks 

introduction 

Listen to and discuss 

topics in a TED talk 

Bring questions about 

class. 
5  

第3週 
Think about topics 

discussed. 
5  

第4週 

“The Key to 

Success? Grit.” 

Understand general 

concepts in a TEDtalk 

-  

 Do you agree with the 

concepts today? 
10 

第5週 
Read and listen to 

excerpts of the TEDtalk 
Bring opinion on talk. 15  

第6週 
Understand general 

concepts in a TEDtalk 
Review talk. 10  

第7週 

“Your Body Language 

Shapes Who You Are” 

Understand general 

concepts in a TEDtalk 

-  

 Do you agree with the 

concepts today? 
10 

第8週 
Read and listen to 

excerpts of the TEDtalk 
Bring opinion on talk. 10  

第9週 
Understand general 

concepts in a TEDtalk 
Review talk. 10  

第10週 One day TEDtalks Practice critical Thinking 

-  

 Practice critical 

thinking 
15 

第11週 

“Gaming Can Make a 

Better World” 

Understand general concepts 

in a TEDtalk 

- 
 

 
 

第12週 
Do you agree with the 

concepts today? 
10  

第13週 

Read and listen to excerpts 

of the TEDtalk 
Bring opinion on talk. 

10  

第14週 10  

第15週 

Listen to a TEDtalk and 

critically think and 

discuss the ideas of the 

talk 

Review talk. 10  

      

      

 



    

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

TED Conference 

Brainstorm ideas and begin 

research on their TEDtalks 
Bring Ideas about TEDtalk 10  

第2週 Research on their TEDtalks 

Continue working on talk. 15 

 

第3週 
Research and begin writing 

their TEDtalks 
 

第4週 
Research and write their 

TEDtalks. 

Bring Ideas to improve 

talk. 
15 

 

First Draft Due. 15 

第5週 

Revise draft. 

Bring Ideas to improve 

talk. 
15  

第6週 Continue working on talk. 15  

第7週 
Revise and submit their 

final draft. 

Bring Ideas to improve 

talk. 
15 

 

Final Draft Due. 15 

第8週 

Present and reflect on 

their TEDtalk. 

Practice talk! 15 
 

Practice talk! 15 

第9週 
Practice talk! 15 

 
Present talks! 15 

第10週 My Favorite TEDtalk Make presentations. 
-  

 
Prepare for next project 15 

第11週 

Critical Thinking 

Activities 

Make presentations. 
-  

 
-  

第12週 
Understand general 

concepts in a TEDtalk 

Do you agree with the 

concepts today? 
10 

 

Bring opinion on talk. 10 

第13週 
Read and listen to 

excerpts of the TEDtalk 

 Review talk. 10 
 

-  

第14週 
Understand general 

concepts in a TEDtalk 

Do you agree with the 

concepts today? 
10 

 

Bring opinion on talk. 10 

第15週 
“Keep your goals to 

yourself” 

Read and listen to excerpts 

of the TEDtalk 

-  
 

-  

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

Advanced English II  (Conversation) 
（上級英語ＩＩ（会話）） 

機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 Akihiro Tsuda, Chun Feng Lin, Keith Ikoma,  

キーワード 科目概要 

 

 

conversation, opinions, extensive 

speaking, debate, small talk, 

communication skills, follow-up 

questions, body language, speaking 

fluency  

 

 

Advanced English Conversation 2 will provide students with the 

opportunity to extend the speaking and listening they developed in 

AEC 1 English engaging real-world and debate-style, opinion-focused 

activities. Students will be asked to share their experiences, 

opinions and ideas with each other on a variety of topics in a 

variety of ways to improve fluency and confidence. 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

 

① Handouts 

② Internet resources 

③ PowerPoint presentations 

科目： 

資格： 

評価方法 

評価項目 Classwork  Projects 計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 70 30 100 50 

後学期 70 30 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

①Rubric-based assessment speaking and listening tasks 

②Class worksheets, group work, partner conversations 

 

受講上のアドバイス 

①Come to class with a good attitude: say “hello” and “good-bye” to classmates and teachers, make eye 

contact, smile. 

②Come to class prepared: bring your papers, binder, and pencil. 

③Be open to trying new things, taking risks, and working with new partners. 

④Ask questions and communicate in English with the teacher when don’t understand. 
⑤Be a good listener and learn to speak your mind in English with confidence. 
⑥Do not use your smartphone to translate what you want to say; use your brain. 

科目の達成目標 

① 

Students will be able to apply their growing knowledge of conversation strategies, apply 

tools for persevering during stressful speaking situations, and develop confidence in 

expressing their opinion of current events topics in English. 

② 
Students will be able to demonstrate an understanding of fundamental verbal and physical 

communication skills through the development of spoken and kinesthetic features. 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 ICT 31-104 

オフィスアワー Tuesdays 16:00-17:30 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
Introduction; 

Extensive Speaking 

Review the syllabus, 

brainstorm opinion 

language; practice giving 

opinions 

  

 Review the syllabus and 

bring questions and 

materials to class. 

15 

第2週 
Unit 1: Culture 

Shock 1 

Discuss personal 

experiences of culture 

shock. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第3週 
Unit 1: Culture 

Shock 2 

Discuss culture shock in 

more detail. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第4週 
Unit 2: Career 

Choice 1 

Discuss dream jobs and 

work experience. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第5週 
Unit 2: Career 

Choice 2 

Discuss future career 

plans and give advice 

about jobs. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第6週 Unit 3: Body Art 

Discuss different 

attitudes to tattoos and 

piercings. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第7週 
Unit 4: Mental 

Health 1 

Discuss mental health 

issues. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第8週 
Unit 4: Mental 

Health 2 

Discuss mental health 

issues in more detail. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第9週 Unit 5: Money Discuss money. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第10週 Unit 6: Race Discuss race. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第11週 
Unit 7: Gender 

Roles 1 
Discuss gender roles. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第12週 
Unit 7: Gender 

Roles 2 

Discuss gender roles in 

more detail. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第13週 
Unit 8: 

Stereotypes 1 

Discuss national, gender 

and religious 

stereotypes. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 



第14週 
Unit 8: 

Stereotypes 2 

Discuss stereotypes in 

more detail. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第15週 Unit 9: Game 

Play a communicative game 

related to topics on the 

course in English. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

      

      

 

 

    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
Unit 10: 

Immigration 1 

Discuss immigration using 

The Arrival by Shaun Tan. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第2週 
Unit 10: 

Immigration 2 

Discuss immigration in 

more detail and present 

their thoughts on The 
Arrival. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第3週 
Unit 11: Refugees 

1 

Discuss the issue of 

refugees with reference 

to the recent refugee 

crisis, immigration and 

stereotypes. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第4週 
Unit 11: Refugees 

2 

Discuss the issue of 

refugees in more detail. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第5週 
Unit 12: Desert 

Island Discs 

Participate in an 

activity based on Desert 
Island Discs. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第6週 
Unit 13: 

Influential Person 

Create a presentation 

about an influential 

person in your life. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第7週 
Unit 13: 

Influential Person 

Give a presentation about 

your Influential person. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第8週 
Unit 14: The 

Ethics of Eating 1 

Discuss animal rights and 

vegetarianism. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第9週 
Unit 14: The 

Ethics of Eating 2 

Discuss animal rights and 

vegetarianism in more 

detail.  

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第10週 
Unit 15: The 

Environment 1 

Discuss environmental 

problems. 

Complete a pre-class 

activity. 
15  



Complete a post-class 

activity. 
15 

第11週 
Unit 15: The 

Environment 2 

Discuss environmental 

problems in more detail. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第12週 
Unit 16: Elections 

1 

Watch videos of famous 

political figures and 

analyze their public 

speaking skills. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第13週 
Unit 16: Elections 

2 

Work in pairs to plan and 

write an election speech. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第14週 
Unit 16: Elections 

3 

Practice and give the 

speech, paying attention 

to public speaking 

skills. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第15週 
Conclusion and 

Review 

Review and reflect upon 

themes and skills from 

the year; complete 

student questionnaire 

Think about what you 

have learned this year. 
15 

 

Reflect on how your English 
ability has improved. 

15 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

応用数学Ⅱ 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 谷口哲也 

キーワード 科目概要 

広義積分、２重積分、 

フーリエ変換、 

複素数、複素関数、 

ベクトル解析 

応用数学Ⅰを引き継いで、１変数関数の定積分を２変数関数の定積分である

２重積分へと拡張し、立体図形の体積を求めることを通して、計算力を強化

する。また、関数は三角関数の無限級数和で表すことができるというフーリ

エ変換を学び、その概念に習熟するものとする。さらに、複素数をより詳細

に学ぶことで、実数のみでは扱うことができなかった内容に取り組むものと

し、ベクトルに微分積分の概念を導入したベクトル解析にも触れることで、

数学に対する理解の幅を広げることを目指す。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① 「微分積分２」、 

上野健爾監修、森北出版 

② 「応用数学」、 

上野健爾監修、森北出版 

① 「微分積分２問題集」、 

上野健爾監修、森北出版 

② 「応用数学問題集」、 

上野健爾監修、森北出版 

科目：微分積分Ⅰ・Ⅱ  [２・３年次] 

    ：線形代数Ⅰ・Ⅱ  [２・３年次] 

    ：応用数学Ⅰ      [４年次] 

資格：実用数学技能検定 

      (１級・準１級） 

評価方法 

評価項目 
中間テスト 

定期試験 

提出課題 

(小テスト) 
授業態度    計 

学年評価に 
対する割合(%) 

前学期 70 20 10    100 50 

後学期 70 20 10    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

中間テスト・定期試験：授業における講義内容と演習課題内容の理解度を評価するため、複数回

の試験を実施する。これらの試験（100点満点）の点数の平均の7割を評価に加える。 

提出課題：授業内容の理解度や演習量を把握するために、提出課題として、演習課題、授業ノー

ト、長期休業中の課題を課す。これらを適宜回収・評価し、その提出点を評価の2割とする。 

また、学生の理解度に応じて、提出課題の代わりに小テストを課すことがある。 

授業態度：授業を遅刻・早退・欠席した者、授業態度が不良の者は評価の1割から減点を行う。 

受講上のアドバイス 

本科目の受講の際には、(1)自ら学ぶ姿勢を身に付けること、(2)学んだ箇所は必ず復習し，理解できなかった箇

所は、理解できるよう常に努めること、(3)質問の際には、単に「わからない」ではなく「どの部分がどのよう

に理解できないのか」を伝えること、(4)課題等の提出物の期限は守ること、以上の4点に留意すること。 

科目の達成目標 

①  広義積分の概念を理解し、その計算ができる． 

② 積分領域を求め、２重積分の計算ができる。 

③ フーリエ係数を計算し、関数をフーリエ級数の形に表すことができる。 

④ 複素数の概念と性質を理解し、それらを用いて複素数の基本的な計算ができる。 

⑤ 複素関数の微分と積分の計算ができるようになる。 

⑥ ベクトルの概念と性質を理解し、それらを用いてベクトル解析の基本的な計算ができる。 

関連する本校の学習・教育目標 基礎力 

問い合わせ・質問先 2階215室（数理教員室） 

オフィスアワー 火曜日  16:00～17:00 



 

クラス番号  氏名  
 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
[微分積分２] 

広義積分 

広義積分の概念を理解し、その積

分値を計算することができる。 

教科書pp.32-34を読み、広義積分の

概念と計算方法を理解する。 
20 

 
教科書pp.33-34問23-24を解く。 

問題集pp.17Q23-24を解く。 
40 

第2週 
高次導関数 

べき級数 

高次導関数とべき級数を用いて、

関数のべき級数展開ができる。 

教科書pp.37-43を読み、関数をべき

級数展開する方法を理解する。 
20 

 
教科書pp.38-41問31-33を解く。 

問題集pp.24Q31-35を解く。 
40 

第3週 
テーラーの定理と 

テーラー展開 

テーラーの定理を理解し、関数を

テーラー展開することができる。 

教科書pp.48-49を読み、関数をテー

ラー展開する方法を理解する。 
20 

 
教科書pp.49問311を解く。 

問題集pp.25Q39を解く。 
40 

第4週 
マクローリン多項式と 

関数の近似 

関数をマクローリン展開し、さら

に、それを用いてその近似式を求

めることができる。 

教科書pp.43-52を読み、関数をマク

ローリン展開する方法を理解する。 
20 

 
教科書pp.47-52問37-38と312-313を

解く。問題集pp.24-25Q36-311 
40 

第5週 ２重積分 
２重積分の定義を理解し、その性

質をつかむことができる。 

教科書pp.87-89を読み、２重積分の

定義と意味を理解する。 
20 

 

１変数の定積分計算の復習をする 40 

第6週 累次積分 

積分領域が定数の区間での領域

や、変数を含む区間での領域の倍

に２重積分の計算ができる。 

教科書pp.89-93を読み、２重積分の

積分値の計算方法を習得する。 
20 

 
教科書pp.92-93問61-62を解く。 

問題集pp.40Q61-62を解く。 
40 

第7週 積分順序の変更 
積分の順序を変更して、２重積分

の計算ができる。 

教科書pp.94を読み、積分の順序の

変更方法を理解する。 
20 

 
教科書pp.94問63を解く。 

問題集pp.40Q63を解く。 
40 

第8週 
中間テスト[1] 

極座標への変換 

極座標による変数変換を行って、

２重積分の計算ができる。 

教科書pp.98-100を読み、積分領域

を極座標変換する方法を理解する。 
20 

 
教科書pp.100問65を解く。 

問題集pp.40Q6.5を解く。 
40 

第9週 一般の変数変換 
線形変換を用いた変数変換を行っ

て、２重積分の計算ができる。 

教科書pp.95-98を読み、積分領域を

線形変換する方法を理解する。 
20 

 
教科書pp.97問64を解く。 

問題集pp.40Q6.4を解く。 
40 

第10週 立体の体積 
２重積分を用いて、立体の体積を

求めることができる。 

教科書pp.101-104を読み、２重積分

を用いた体積の計算法を習得する。 
20 

 
教科書pp.102例66-67を解く。 

問題集pp.40Q66を解く。 
40 

第11週 
[応用数学] 

周期関数 

三角級数とフーリエ級数 

フーリエ級数の定義を理解し、三

角関数の積分の性質を用いてフー

リエ級数を求めることができる。 

教科書pp.149-157を読み、フーリエ

級数の求め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.155例題11とpp.157問15を

解く。問題集pp.Q14を解く。 
40 

第12週 フーリエ級数の収束定理 
フーリエ級数の収束定理の内容を

つかむことができる。 

教科書pp.157-160を読み、フーリエ

級数の収束定理の意味をつかむ。 
20 

 
教科書pp.158-159例題1.2の内容の

理解に努める。 
40 

第13週 
フーリエ余弦級数とフー

リエ正弦級数 

フーリエ余弦級数とフーリエ正弦

級数の定義と性質を理解すること

ができる。 

教科書pp.160-162を読み、余弦・正

弦のみのフーリエ級数を理解する。 
20 

 
教科書pp.162問1.7を解く。 

問題集pp.58Q16を解く。 
40 

第14週 複素フーリエ級数 
複素フーリエ級数の定義と性質を

理解することができる。 

教科書pp.168-171を読み、複素へと

拡張した場合の差異をつかむ。 
20 

 
教科書pp.170-171を読み、例題2.1

の内容に理解に努める。 
40 

 

第15週 
フーリエ変換と 

フーリエ積分定理 

フーリエ変換とフーリエ積分定理

の概念をつかむことができる。 

教科書pp.171-179を読み、フーリエ

積分定理の意味をつかむ。 
20 

 
教科書pp.174を読み、例題2.2の内

容に理解に努める。 
40 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説 －  － 



 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
複素数とその計算 

共役複素数とその性質 

複素数の性質とその計算法則を理

解し、複素数の計算ができる。 

教科書pp.61-62を読み、複素数の計

算方法を習得する。 
20 

 
教科書pp.62問11-12を解く。 

問題集pp.24Q11-12 
40 

第2週 
複素平面 

複素数の絶対値 

複素数を複素平面上に配置でき

る。さらに、複素数の絶対値を求

めることができる。 

教科書pp.63-65を読み、複素数の絶

対値の求め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.63-64問13-15を解く。 

問題集pp.24-25Q13-15を解く。 
40 

第3週 
極形式の偏角、極形式 

ド・モアブルの公式 

複素数を極形式で表すことがで

き、ド・モアブルの公式を用いて

複素数の累乗計算ができる。 

教科書pp.65-68を読み、複素数の極

形式と累乗計算を理解する。 
20 

 
教科書pp.65-68問17-110を解く。 

問題集pp.16-110を解く。 
40 

第4週 
オイラーの公式 

ｎ乗根 

オイラーの公式を理解し、さら

に、この公式を利用して複素数の

n乗根を求めることができる。 

教科書pp.68-71を読み、複素数の 

n乗根の求め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.69-71問111-113を解く。 

問題集pp.25Q111-113 
40 

第5週 
複素関数 

基本的な複素関数 

基本的な複素関数（指数・対数・

三角関数）を理解する。 

教科書pp.73-79を読み、基本的な複

素関数の性質を理解する。 
20 

 
教科書pp.76-79問21-26を解く。 

問題集pp.29Q21-25を解く。 
40 

第6週 
複素関数の極限 

コーシー・リーマンの 

関係式 

複素関数の極限値を求めることが

でき、コーシー・リーマンの関係

式の定義と性質をつかむ。 

教科書pp.80-84を読み、複素数の極

限とこの関係式について理解する。 
20 

 
教科書pp.80-84問27-28を解く。 

問題集pp.29Q26-27を解く。 
40 

第7週 
正則関数とその導関数 

複素関数の積分 

複素関数の微分と積分の計算がで

きるようになる。 

教科書pp.84-92を読み、複素数の微

分と積分の計算法を習得する。 
20 

 
教科書pp.85-86問29-211pp.91問31

問題集pp.29-28Q27-210pp.34Q31-32 
40 

第8週 
コーシーの積分定理 

コーシーの積分表示 

コーシーの積分定理とコーシーの

積分表示の概念をつかむことがで

きる。 

教科書pp.93-101を読んで、コーシ

ーの積分定理の内容理解に努める。 
20 

 
教科書pp.96-99問32-33を解く。 

問題集pp.34Q33-34を解く。 
40 

第9週 
中間テスト[2] 

ベクトルの内積・外積 

内積と外積の定義を理解し、空間

ベクトルの内積と外積を求めるこ

とができる。 

教科書pp.1-8を読み、内積と外積の

定義・性質と求め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.2-7問11-16を解く。 

問題集pp.3Q11-16を解く 
40 

第10週 
スカラー場とベクトル場 

勾配(grad) 

スカラー場とベクトル場の定義を

理解する。また、勾配の定義を理

解し、勾配を求めることができ

る。 

教科書pp.10-14を読み、場の概念と

勾配の定義と性質を理解する。 
20 

 
教科書pp.10-14問21-26を解く。 

問題集pp.9Q21-25を解く。 
40 

第11週 
発散(div) 

回転(rot) 

発散と回転の定義を理解し、発散

と回転を求めることができる。 

教科書pp.14-22を読み、勾配と回転

の定義と性質を理解する。 
20 

 
教科書pp.15-21問27-214を解く。 

問題集pp.9-10Q26-211を解く。 
40 

第12週 スカラー場の線積分 
スカラー場での線積分の概念をつ

かみ、その計算ができる。 

教科書pp.24-29を読み、スカラー場

での線積分の概念を理解する。 
20 

 
教科書pp.25-29問31-34を解く。 

問題集pp.14Q31-34を解く。 
40 

第13週 ベクター場の線積分 
ベクター場での線積分の概念を理

解し、その計算ができる。 

教科書pp.29-33を読み、ベクター場

での線積分の概念を理解する。 
20 

 
教科書pp.31-33問35-36を解く。 

問題集pp.15Q35-36を解く。 
40 

第14週 スカラー場の面積分 
スカラー場での面積分の概念をつ

かみ、その計算ができる。 

教科書pp.33-41を読み、スカラー場

での面積分の概念を理解する。 
20 

 
教科書pp.35-41問37-311を解く。 

問題集pp.15Q37-311を解く。 
40 

 

第15週 ベクター場の面積分 
ベクター場での線面分の概念を理

解し、その計算ができる。 

教科書pp.41-46を読み、ベクター場

での面積分の概念を理解する。 
20 

 
教科書pp.46-46問312-313を解く。 

問題集pp.15Q312-313を解く。 
40 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説 －  － 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

機械設計Ⅱ 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 小間徹也 

キーワード 科目概要 

機械設計， 

材料力学， 

応力 

簡単な荷役機械として荷重をつり上げる道具であるウインチの設計を行う．

ウインチは手動と動力によるものがあるが電動ウインチの規格を参考にしな

がら手巻きウインチの設計を行う．この設計過程を習得しながら機械設計で

習得した機械要素の設計方法を復習するとともに，機械の原理，機械要素の

相互関連，機構的な構成を理解する． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

 
①「新機械設計」塚田忠夫他，実教

出版 

科目：機械設計演習，卒業研究 

資格：機械設計技術者3級 

評価方法 

評価項目 定期試験 課題 小テスト 出席・態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 30 50 10 10   100 50 

後学期 30 50 10 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 
課題は必ず提出すること．レポートは完成するまで修正と再提出を要求する．また，提出遅れや

未提出は大きく減点する． 

受講上のアドバイス 

１．配布資料，ノート，製図セット，A4ファイル，電卓を毎回持参すること． 

２．各レポートの結果を次のレポートで用いることが多いため，作成したレポートは常にまとめてファイルに綴

じておくこと． 

科目の達成目標 

① 手巻きウインチの設計手順について理解できる． 

② 引張り・圧縮・曲げ・ねじり荷重の違いを理解できる． 

③ 安全率と許容応力について理解できる． 

④ 歯車の設計手順について理解できる． 

⑤ 軸に加わる荷重をモデル化できる． 

⑥ レポートを指定された期日内に提出できる． 

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 1階124室 

オフィスアワー 金曜日 16:30～17:30 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 ウインチの機構 
ウインチの構成を理解し設計仕様

を策定できる 

－ － 
 

課題を行う 20 

第2週 機構の選定 ウインチの機構を選定できる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第3週 

ワイヤーロープの選定 

ワイヤーロープの規格が理解

できる 

配布資料を熟読する 20 
 

課題を行う 20 

第4週 ワイヤーロープの選定ができる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第5週 

巻胴の設計 

巻胴の設計手順が理解できる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第6週 巻胴外径を決定できる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第7週 巻胴長さを決定できる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第8週 巻胴寸法を決定できる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第9週 

フランジの設計 

フランジ径を決定できる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第10週 
補強材とロープとめ具の寸法を決

定できる 

配布資料を熟読する 20 
 

課題を行う 20 

第11週 

歯車の設計 

速度伝達比が計算できる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第12週 歯車の強度計算ができる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第13週 歯車寸法を決定できる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第14週 連結ボルトの選定 連結ボルトの選定ができる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

 

第15週 軸の設計 原軸と中間軸の寸法を決定できる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説 － －  

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 ハンドル軸の設計 
ハンドル軸とブッシュの寸法を決

定できる 

配布資料を熟読する 20 
 

課題を行う 20 

第2週 

巻胴軸の設計 

巻胴軸の設計ができる 

配布資料を熟読する 20 
 

課題を行う 20 

第3週 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第4週 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第5週 ブッシュの寸法を決定できる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第6週 ハンドルの設計 ハンドルの寸法を決定できる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第7週 

ブレーキの設計 

ねじブレーキの機構が理解できる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第8週 ねじブレーキの計算ができる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第9週 
押しつけ圧力による安全率を計算

できる 

配布資料を熟読する 20 
 

課題を行う 20 

第10週 ブレーキの寸法を決定できる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第11週 

つめ車の設計 

つめ車を設計できる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第12週 つめ軸を設計できる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

第13週 

フレームの設計 フレームの設計ができる 

配布資料を熟読する 20 
 

課題を行う 20 

第14週 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

 

第15週 まとめ 最終設計報告書を作成できる 
配布資料を熟読する 20 

 
課題を行う 20 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説 － －  

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

工業英語ＩＩ(Engineering English II) 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 １ 前学期 講義 Davis Evans 

キーワード 科目概要 

English, 

Engineering Context, 

Powerpoint, 

Poster Session, 

Presentation 

Continuing from Engineering English I, students will continue to 

develop their English language skill in an engineering context.  In 

this class, students will learn how to research and create technical 

presentations in English, both individually and in groups.  The 

first half of this class will be dedicated to developing Powerpoint 

presentation skill, while the second half will be dedicated to 

academic conference style poster creation and presentation skill. 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

なし なし 
科目：工業英語Ｉ 

資格： 

評価方法 

評価項目 
Presentation 

(プレゼン) 

Poster 

(ポスター 

プレゼン) 

Exercise 

（課題） 

Attitude 

(学習態度) 
  計 

学年評価に 
対する割合(%) 

前学期 40 30 20 10   100 100 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

Powerpoint presentations will be assessed by rubric in the following categories: 

(Speech, Manner, Content, Design, Grammar/Spelling, Source/Citation) 

Poster Presentation will be similarly assessed by rubric, and will utilize feedback 

from audience (other faculty members) 

受講上のアドバイス 

The most important factor in success in this class will be preparation and practice.  Every student 

is expected to put at least 2 hours of out of class time into preparing for each presentation 

session.  It is suggested that students practice with an audience at least once, family and/or 

friends for example. 

科目の達成目標 

①  Students will be able to research English articles and extract information from them. 

②  Students will be able to generate APA citations for their work. 

③  
Students will be able to distinguish between primary, secondary, and tertiary sources and 

describe the difference between them. 

④  
Students will be able to create and present short (5 min.) English Powerpoints, alone and in 

groups. 

⑤  Students will be able to create and present posters, in an open poster session setting. 

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 Kanazawa Campus, Room 124 

オフィスアワー Thursday (木), 17:00 – 18:00 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 Guidance & Citation 
Learn about how to create 

proper APA style citations 

  
 

Complete Assignment 60 

第2週 Types of Sources 

Learn about primary, 

secondary, and tertiary 

sources 

  
 

Complete Assignment 60 

第3週 Presentation Manner 

Learn how to properly speak 

and present when giving a 

Powerpoint presentation 

  
 

Complete Assignment 60 

第4週 
Creating Presentations 

(Individual 

Presentation 1 Prep) 

Learn how to make effective 

English Powerpoint files 

  
 

Prepare presentation 120 

第5週 
Individual 

Presentation 1 Day 1 
Individual Presentation Day 1 

  
 

Prepare presentation 30 

第6週 
Individual 

Presentation 1 Day 2 
Individual Presentation Day 2 

Prepare to present 30 
 

  

第7週 
Individual 

Presentation 1 Return 

& Feedback 

Receive and discuss feedback 

on Individual Presentation 1 

  
 

Review Feedback 30 

第8週 
Group Presentation 1 

Prep 

Work with assigned group to 

make presentation 

  
 

Prepare Presentation 120 

第9週 Group Presentation 1  Do Group Presentation 
Prepare to present 30 

 
  

第10週 
Group Presentation 1 

Feedback 

Receive and discuss feedback 

on group presentation 1 

  
 

Review Feedback 30 

第11週 
How to Make a Good 

Poster 

Learn how to arrange and 

effectively display data and 

results on a poster 

  
 

Complete Assignment 60 

第12週 Poster Creation Work on poster 
  

 
Prepare Poster 120 

第13週 
How to do a Poster 

Presentation 

Learn How to present and 

answer questions in an open 

poster session 

  
 

Prepare Poster Presentation 120 

第14週 
Poster Presentation 

Prep 
Prepare for poster session 

  
 

Prepare Poster Presentation 120 

 

第15週 
Poster Presentation 

Day 
Present Poster 

Prepare to Present 30 
 

  

      

 Poster Feedback     

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

卒業研究 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ６ 通年 講義 伊藤恒平，林道大，金井亮，小間徹也，坂井仁美 

キーワード 科目概要 

研究， 

問題発見， 

問題解決 

これまで学習した内容をもとにして，研究活動を行う．研究は問題を見つ

け，問題の解法を見つけ，実際に解決するところまで取り組み，その成果を

まとめ公のものにする活動である．自ら積極的に取り組まなければならな

い．研究テーマ決定，研究の進め方，レポート，論文，発表技法は担当の教

員が指導する． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①テーマによる ①テーマによる 
科目：機械工学科の全科目 

資格：夢考房ライセンス 

評価方法 

評価項目 発表 論文.前刷 レポート 活動態度 出席状況  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 0 0 50 40 10  100 50 

後学期 20 30 0 40 10  100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

【発表】中間発表・完成報告会・卒業研究発表を評価する． 

【卒業論文・前刷】卒業論文と前刷りを評価する 

【レポート】卒業研究活動の報告書を評価する． 

【活動態度】卒業研究への取り組み姿勢や態度を評価する． 

【出席状況】研究室が計画している全活動への出席状況を評価する 

受講上のアドバイス 

担当教員の研究室又は大学と連携するクラスター研究室に分かれて研究活動を行います．研究室単位，テーマ毎

でゼミを行う．自ら問題を設定し，解決することが研究であるので，しっかり考えテーマを設定して目的達成の

ため地道に努力し続けることが必要です． 

科目の達成目標 

① 自分の研究テーマの意義と目的を説明できる． 

② 研究に対する考え方，手順を明確にできる． 

③ 中間発表用ポスタを作成し，自分の研究テーマの進行状況を説明できる． 

④ 中間発表で進行状況の把握と問題点を明らかにできる． 

⑤ 研究成果を卒業論文としてまとめることができる． 

⑥ 研究成果をスライドを用いて発表することができる． 

関連する本校の学習・教育目標 創造力，専門性 

問い合わせ・質問先 各担当教員の居室 

オフィスアワー 各担当教員が指定した曜日，および時間 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
安全教育 

各研究室の計画 
各研究室の研究計画による 

  
 

各研究室の研究計画による  

第2週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第3週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第4週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第5週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第6週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第7週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第8週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第9週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第10週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第11週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第12週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第13週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第14週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

 

第15週 中間発表 ポスターセッションができる 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

      

      

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第2週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第3週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第4週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第5週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第6週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第7週 卒研成果物展示発表 成果物の展示説明ができる 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第8週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第9週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第10週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第11週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第12週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

第13週 卒業研究発表 
卒業研究の研究成果を口頭で発表

できる． 

各研究室の研究計画による  
 

各研究室の研究計画による  

第14週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

 

第15週 各研究室の計画 各研究室の研究計画による 
各研究室の研究計画による  

 
各研究室の研究計画による  

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

熱工学Ⅱ 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 天日三知夫 

キーワード 科目概要 

ランキンサイクル, 

オットーサイクル, 

ブレイトンサイクル, 

化石燃料, 

再生可能エネルギー 

人類とエネルギーの関わりやエネルギー形態について学び，発電システムの

理解を深める． 

また，各種熱機関（内燃機関，ガスタービン，ターボジェットエンジン）に

おける熱エネルギーを機械的仕事に変換する仕組みやサイクルについて理解

を深める． 

さらに，化石燃料の枯渇化や地球温暖化など，エネルギーや環境問題につい

て学び，クリーンエネルギーの活用などの新エネルギーの知識を深める． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① 「新版 熱機関通論」 

石谷・浅野，コロナ社 

① 「図解 熱力学の学び方」 

北山直方，オーム社 

科目：熱工学Ⅰ 

資格：２級ボイラー技士 

機械設計技術者３級 

評価方法 

評価項目 定期試験 中間テスト 演習 宿題 授業態度  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 25 15 10 10  100 50 

後学期 40 25 15 10 10  100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

成績は評価方法に従って各学期分を評価し，学年評価に対する割合は50％として総合評価する． 

課題・宿題は締切日までに提出したものについてのみ評価する． 

授業態度は，授業に取り組む姿勢(授業を受ける真剣度や質問の活発度)を評価する．逆に私語や

寝ている場合は減点する． 

受講上のアドバイス 

①演習問題は単位を考えながら解くとわかりやすい．演習問題を解くことは自己の理解度を知るのに役立つ． 

②原理とサイクルを関連付けて覚え，効率の観点から現象を捉えるように習慣づけるとよい． 

③演習問題を解く際，質問の内容を図に書き表すと解答しやすい． 

④サイクルをＰ－Ｖ線図に書き表すとサイクルのイメージが捉えやすく，理解しやすい． 

科目の達成目標 

① 蒸気線図を自由に使うことができる 

② 発電システム（ランキン・サイクル）が理解できる 

③ ガソリンエンジンのサイクル（オットーサイクル）が理解できる 

④ ガスタービンのサイクル（ブレイトンサイクル）が理解できる 

⑤ タービンの速度三角形が理解できる 

⑥ エネルギーの有効利用や地球温暖化が理解できる 

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 2階218室（不在時は1階教員室宮野純光先生まで） 

オフィスアワー 授業後に時間を設けます 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 技術史における熱機関 
技術の発達と熱機関の開発の関係

を理解することができる． 

  

 技術の発達と熱機関の開発の関

係についてまとめる 
20 

第2週 ボイラーの種類と性能 
ボイラーの種類と特徴及び性能を

理解することができる． 

教科書 pp.183-196 を熟読する 15 
 

ボイラーについてまとめる 20 

第3週 蒸気線図 
蒸気線図(i-s)を使えるようにな

る． 

教科書 pp.55-61 を熟読する 15 

 蒸気線図を使ってエンタルピや

比容積，乾き度などを求める 
30 

第4週 

ランキンサイクル 

ランキンサイクルの仕組みと蒸気

線図の関係を理解することができ

る． 

教科書 pp.61-64 を熟読する 15 

 ランキンサイクルの仕組みと蒸

気線図の関係をまとめる 
20 

第5週 
蒸気線図を使ってランキンサイク

ルの熱効率を求めることができ

る． 

教科書 pp.61-64 を熟読する 15 

 蒸気線図を使ってランキンサイ

クルの熱効率を求める 
30 

第6週 再熱サイクル 
再熱サイクルの仕組みと蒸気線図

の関係を理解することができる． 

教科書 pp.67-69 を熟読する 15 

 
再熱サイクルの仕組みと蒸気線

図の関係をまとめる 
20 

第7週 再生サイクル 
再生サイクルの仕組みと蒸気線図

の関係を理解することができる． 

教科書 pp.64-67 を熟読する 15 

 再生サイクルの仕組みと蒸気線

図の関係をまとめる 
20 

第8週 再熱・再生サイクル 

再熱・再生サイクルの仕組みと蒸

気線図の関係を理解することがで

きる． 

教科書 pp.64-69 を熟読する 15 

 再熱・再生サイクルの仕組みと

蒸気線図の関係をまとめる 
20 

第9週 
中間テスト 

燃料及び燃焼 

高発熱量と低発熱量の違いを理解

することができる． 

教科書 pp.128-137 を熟読する 15 

 燃料の特徴や高発熱量と低発熱

料の違いについてまとめる 
20 

第10週 燃料及び燃焼 
理論燃焼空気量と燃焼ガス量を理

解することができる． 

教科書 pp.128-137 を熟読する 15 

 理論燃焼空気量と燃焼ガス量に

ついてまとめる 
20 

第11週 

オットーサイクル 

ガソリンエンジンのオットーサイ

クルを理解することができる． 

教科書 pp.79-82 を熟読する 15 

 オットーサイクルの特徴につい

てまとめる 
20 

第12週 
オットーサイクルの効率と平均有

効圧を求めることができる． 

教科書 pp.83-85 を熟読する 15 

 オットーサイクルの効率と平均

有効圧についてまとめる 
30 

第13週 

ディーゼルサイクル 

ディーゼルエンジンのサイクルを

理解することができる． 

教科書 pp.85-86 を熟読する 15 

 ディーゼルサイクルの特徴につ

いてまとめる 
20 

第14週 
ディーゼルサイクルの効率と平均

有効圧を求めることができる． 

熱効率の式の誘導を試みる 15 

 熱効率・正味平均有効圧の演習

問題を解く 
30 

第15週 
オットーサイクル 

ディーゼルサイクル 

オットーサイクルとディーゼルサ

イクルの熱効率と正味平均有効圧

の式の誘導が出来るようになる． 

正味平均有効圧の式の誘導を試

みる 
15  

ディーゼルサイクルの効率と平

均有効圧についてまとめる 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    



週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 サバティサイクル 
サバティサイクルの効率と平均有

効圧を理解することができる． 

教科書 pp.86 を熟読する 15 

 サバティサイクルの効率と平均

有効圧についてまとめる 
20 

第2週 動力性能 
エンジン性能や走行性能など，動

力性能を理解することがで 

教科書 pp.86-99 を熟読する 15 

 エンジン性能や走行性能など，

動力性能についてまとめる 
20 

第3週 

ガスタービン 

ガスタービンの特徴とそのサイク

ルを理解することができる． 

教科書 pp.100-104 を熟読する 15 

 ガスタービンの特徴とそのサイ

クルについてまとめる 
20 

第4週 
ブレイトンサイクルの効率を求め

ることができる． 

教科書 pp.104-112 を熟読する 15 

 ブレイトンサイクルの効率につ

いてまとめる 
20 

第5週 音速 音速を求めることができる． 
教科書 pp.122 を熟読する 15 

 
飛行速度についてまとめる 20 

第6週 ターボジェットエンジン 
ターボジェットエンジンの効率を

求めることができる． 

教科書 pp.120-125 を熟読する 15 

 ターボジェットエンジンの効率

についてまとめる 
30 

第7週 
中間テスト 

各種ジェットエンジン 

各種ジェットエンジンの効率を求

めることができる． 

教科書 pp.120-125 を熟読する 15 

 各種ジェットエンジンについて

まとめる 
20 

第8週 蒸気タービンの種類と段 
蒸気タービンの種類や段の役割を

理解することができる． 

教科書 pp.197-202 を熟読する 15 

 蒸気タービンの種類や段の役割

についてまとめる 
20 

第9週 蒸気タービンの出力 
蒸気タービンの出力を求めること

ができる． 

教科書 pp.197-202 を熟読する 15 

 蒸気タービンの出力についてま

とめる 
20 

第10週 

蒸気タービンの速度線図 

タービンを流れる蒸気の速度，角

度，動翼の速度を速度三角形で表

せるようになる． 

教科書 pp.202-208 を熟読する 15 

 タービンを流れる蒸気の速度三

角形についてまとめる 
30 

第11週 
速度三角形を使って出力や効率を

求めることができる． 

教科書 pp.202-208 を熟読する 15 

 速度三角形を使って出力や効率

を求める練習をする 
30 

第12週 蒸気タービン：ノズル 
ノズルの特性を理解することがで

きる． 

熱工学Ⅰの教科書 pp.183-186 

を熟読する 
15 

 
各種ノズルの特性についてまと

める 
20 

第13週 
汚染・汚濁レベル評価単

位と環境年表 

汚染・汚濁レベル評価単位とその

意味を理解することができる．ま

た，日本の公害問題の歴史を理解

することができる． 

化石燃料について調べる 15 

 汚染・汚濁レベル評価単位をま

とめる 
20 

第14週 
化石燃料とクリーンエネ

ルギー 

化石燃料とクリーンエネルギーを

理解することができる． 

バイオマスについて調べる 15 

 化石燃料とクリーンエネルギー

の活用についてまとめる 
20 

第15週 
コージェネレーションと

環境問題 

エネルギーの有効利用や地球温暖

化を理解することができる． 

地球温暖化について調べる 20  

エネルギーの有効利用や地球温

暖化についてまとめる 
30  

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

振動工学                       機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 千徳英一 

キーワード 科目概要 

力・重心・点の運動・運動と

力・剛体の運動・衝突・仕事・

エネルギー・摩擦・振動 

振動は機械構造物に見られる現象である．地震のように大きなものや精密機

械で発生する微少なものがある．本科目は振動を伴う現象を理論的に解明す

る基礎的な事項について学ぶ．そのために機械の力学などの入門として重要

な事柄について充分に理解しながら振動工学を充分に学ぶ． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① 「工業力学」 青木弘，木谷

晋，森北出版 

① 「振動工学の基礎」青木繁，   

日本理工社 

科目：工業力学 

資格：機械技術者3級 

評価方法 

評価項目 定期試験 演習課題 小テスト 学習態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 20 20 10   100 50 

後学期 50 20 20 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

年度末の学年評価は、各学期の平均評価とする． 

提出物は、履修者の理解度と努力を測定するものとする． 

授業態度は、授業中の積極性を測定するものである． 

受講上のアドバイス 

①授業は講義を中心に行う． 

②教科書の内容が理解できるように取り組むこと． 

② 講義ノートを整理できるように取り組むこと． 

③ 興味深く，楽しく学んでください． 

科目の達成目標 

①  力，力のつりあいに関する説明ができる． 

②  重心と点の運動に関する説明ができる． 

③  運動と力と剛体の運動に関する説明ができる． 

④  衝突と仕事，エネルギー，動力に関する説明ができる． 

⑤  摩擦に関する説明ができる． 

⑥  振動工学に関する説明ができる． 

関連する本校の学習・教育目標 専門力 

問い合わせ・質問先 1階126室 

オフィスアワー 金曜日 16：30～17：30 

 



クラス番号  氏名  

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 工業力学の概要 
熱と流れの力学，固体力学，機械

工学科の力学の入門理解ができる 

  

 
機械工学に使われる力学の範囲

を理解する 
30 

第2週 

力 

 

力の合成ができる 
教科書pp.3-18を読む 30 

 
教科書pp.3-18を読み返す 30 

第3週 力のモーメントができる 
教科書pp.19-33を読む 30 

 
教科書pp.19-33を読み返す 30 

第4週 

力の釣り合い 

 

1点にはたらく力のつりあいが理

解できる 

教科書pp.19-33を読み返す 30 
 

教科書pp.19-33を読み返す 30 

第5週 支点にはたらく力が理解できる 
教科書pp.19-33を読み返す 30 

 
教科書pp.19-33を読み返す 30 

第6週 

重心 

 

重心と図心が理解できる 
教科書pp.34-46を読む。 30 

 
教科書pp.34-46を読み返す 30 

第7週 物体の重心が理解できる 
教科書pp.34-46を読み返す 30 

 
教科書pp.34-46を読み返す 30 

第8週 物体のすわりが理解できる 
教科書pp.34-46を読み返す 30 

 
教科書pp.34-46を読み返す 30 

第9週 

点の運動 

 

点の運動が理解できる 
教科書pp.47-59を読む 30 

 
教科書pp.47-59を読み返す 30 

第10週 直線運動が理解できる 
教科書pp.47-59を読み返す 30 

 
教科書pp.47-59を読み返す 30 

第11週 平面運動が理解できる 
教科書pp.47-59を読み返す 30 

 
教科書pp.47-59を読み返す 30 

第12週 

運動と力 

 

運動の法則が理解できる 
教科書pp.60-65を読む 30 

 
教科書pp.60-65を読み返す 30 

第13週 慣性力が理解できる 
教科書pp.60-65を読み返す 30 

 
教科書pp.60-65を読み返す 30 

第14週  演習問題Ⅰを解答することできる 
教科書pp.3-18を読み返す 30 

 
教科書pp.3-18を読み返す 30 

第15週  演習問題Ⅱを解答することできる 
教科書pp.60-65を読み返す 30 

 
教科書pp.60-65を読み返す 30 

 定期試験     

 自己点検     

点検（自評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

剛体の運動 

慣性モーメントが理解できる 
  

 
教科書pp.66-88を読む 30 

第2週 断面二次モーメントが理解できる 
教科書pp.66-88を読み返す 30 

 
科書pp.66-88を読み返す 30 

第3週 
剛体の平面運動が理解できる 

 

科書pp.66-88を読み返す 30 
 

科書pp.66-88を読み返す 30 

第4週 回転体の釣り合いが理解できる 
科書pp.66-88を読み返す 30 

 
科書pp.66-88を読み返す 30 

第5週 

衝突 

運動量と力積が理解できる 
教科書pp.89-104を読む 30 

 
教科書pp.89-104を読み返す 30 

第6週 

運動保存の法則が理解できる 

衝突が理解できる仕事が理解でき

る 

エネルギーが理解できる 

教科書pp.89-104を読み返す 30 

 
教科書pp.89-104を読み返す 30 

第7週 演習問題が理解できる 
教科書pp.89-104を読み返す 30 

 
教科書pp.89-104を読み返す 30 

第8週 

仕事・エネルギー，動力 

仕事が理解できる 

エネルギーが理解できる 

教科書 pp.105-109を読む 30 
 

教科書pp.105-109を読み返す 30 

第9週 
動力が理解できる 

演習問題が理解できる 

教科書pp.105-109を読み返す 30 
 

教科書pp.105-109を読み返す 30 

第10週 演習問題が理解できる 
教科書pp.105-109を読み返す 30 

 
教科書pp.105-109を読み返す 30 

第11週 摩擦 
滑り摩擦が理解できる 

転がり摩擦が理解できる 

教科書pp.120-130を読む 30 
 

教科書pp.120-130を読み返す 30 

第12週 

振動 

単振動が理解できる 
教科書pp.145-158を読む 30 

 
教科書pp.145-158を読み返す 30 

第13週 
いろいろな振り子が理解できる 

減衰振動が理解できる 

教科書pp.145-158を読み返す 30 
 

教科書pp.145-158を読み返す 30 

第14週 
減衰振動が理解できる 

強制振動が理解できる 

教科書pp.145-158を読み返す 30 
 

教科書pp.145-158を読み返す 30 

第15週 
強制振動が理解できる 

演習問題が理解できる 

教科書pp.145-158を読み返す 30 
 

教科書pp.145-158を読み返す 30 

 定期試験     

 自己点検     

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

機械設計演習 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ３ 通年 講義 エバンス・デイビス，林 道大 

キーワード 科目概要 

機械製図, 

機械要素, 

設計, 

ＰＤＣＡ, 

デザインレビュー 

機械装置の設計においては、機能を満足するのみでなく、操作性、安全性、

保守性、経済性などの諸条件をバランス良く考慮しなければならない。その

ために、メカニズムを構成する機械要素についての理解を深め、実際の機械

装置の設計および製図を通して機械設計について学習する。さらに、新規の

機械を開発する際の手順について学び、デザインレビューやプレゼンテーシ

ョン等のロールプレイを行い、その技能を身につける。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①続・実際の設計［改定新版］畑村

洋太郎、日刊工業新聞社 

①「機械設計」柳田秀記ら、実教出

版 

科目：機械設計Ⅰ，材料力学 

資格：機械設計技術者３級 

評価方法 

評価項目 定期試験 課題 出席態度    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 40 10    100 50 

後学期 50 40 10    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

【課題・レポート】課題は必ず提出すること。提出遅れや未提出は大きく減点する。 

【出席・学習態度】無断欠席、遅刻は大きく減点する。 

授業はほとんどが英語ですすめられるので、わからない用語があれば、その場で質問したり、電

子辞書などを用いて調べたりすること。 

受講上のアドバイス 

課題は個人、またはグループに対して出される場合があります。共同作業では他の学生と積極的に協力して課

題に取り組み、また迷惑にならないように節度ある態度で行動してください。 

科目の達成目標 

① 機械設計の手順について理解できる。 

② 機械にかかる荷重を分類して設計計算のためのモデル化ができる。 

③ 機械の改善手法について具体的なアイデアを提案できる。 

④ 設計した機械の機能や構造をプレゼンテーションできる。 

⑤ 要求仕様を満足する機械要素を選定することができる。 

⑥ 機械を開発・設計する際に遵守すべき法規を理解できる。 

関連する本校の学習・教育目標 専門力、創造性 

問い合わせ・質問先 1階124室 

オフィスアワー 金曜日16:30～17:30（あらかじめ予約することが望ましい） 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 設計とは 
この科目で学習する概要を理解で

きる。 

-  
 

教科書第1章を読み直す。 10 

第2週 形状と寸法（１） 
形状を決定することの重要性を理

解できる。 

教科書2章の関連個所を読む。 10 
 

課題を完成させる。 10 

第3週 形状と寸法（２） 
部品形状の物理的な意味を説明す

ることができる。 

教科書2章の関連個所を読む。 10 
 

課題を完成させる。 10 

第4週 形状と寸法（３） 
機械の機能に基づく形状とは何か

を説明することができる。 

教科書2章の関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

第5週 機械の強さ（１） 
機械の強さとは何かを説明するこ

とができる。 

教科書3章の関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

第6週 機械の強さ（２） 
機械にかかる荷重を分類し、モデ

ル化することができる。 

教科書3章の関連個所を読む。 10 
 

課題を完成させる。 10 

第7週 機械の強さ（３） 
機械の強さを向上させるための具

体的な改善方法を提案できる。 

教科書3章の関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

第8週 機械材料（１） 
機械に用いられる金属材料につい

て理解できる。 

教科書4章の関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

第9週 機械材料（２） 
機械に用いられる非金属材料につ

いて理解できる。 

教科書4章の関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

第10週 機械材料（３） 
機械に用いられる複合材料につい

て理解できる。 

教科書4章の関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

第11週 切削・研削法 

切削・研削加工の原理と、加工に

用いる工作機械の仕組みを説明で

きる。 

教科書5章の関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

第12週 溶接・板金法 

溶接・板金加工の原理と、加工に

用いる工作機械の仕組みを説明で

きる。 

教科書5章の関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

第13週 塑性加工・鋳造法 

塑性加工と鋳造の原理と、加工に

用いる工作機械の仕組みを説明で

きる。 

教科書5章の関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

第14週 表面処理法 

表面処理の特徴を理解し、どんな

部品に用いられているか説明でき

る。 

教科書5章の関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

 

第15週 検査と組立 
機械の検査の重要性と、組立時に

考慮すべき事柄を説明できる。 

教科書5章の関連個所を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

産業史（１） 
機械技術の成り立ちや機械要素や

工作機械の歴史が理解できる。 

「産業革命」のネット検索結果

を読む。 
10 

 

課題を完成させる。 5 

産業史（２） 
機械技術の成り立ちや機械要素や

工作機械の歴史を説明できる。 

課題を完成させる。 5 
 

課題を見直す。 10 

第2週 

プレゼンテーションスキ

ル（１） 

プレゼンテーション用スライドを

作成することができる。 

パワーポイントの動作確認を実

施する。 
5 

 

課題を完成させる。 10 

プレゼンテーションスキ

ル（２） 

プレゼンテーション用スライドを

作成することができる。 

課題を完成させる。 15 
 

課題を見直す。 5 

第3週 

プレゼンテーションスキ

ル（３） 

作成したスライドを用いてプレゼ

ンテーションが実施できる。 

発表練習をする。 10 
 

課題を完成させる。 5 

プレゼンテーションスキ

ル（４） 

作成したスライドを用いてプレゼ

ンテーションが実施できる。 

課題を完成させる。 5 
 

課題を見直す。 10 

第4週 

軸受（１） 
軸受の種類と使用箇所について理

解できる。 

「軸受」の検索結果を読む。 5 
 

課題を完成させる。 10 

軸受（２） 
軸受の種類と使用箇所について理

解できる。 

スライドを見直す。 10 
 

課題を完成させる。 5 

第5週 

軸受（３） 
軸受の種類と使用箇所についてプ

レゼンスライドを作成できる。 

発表練習をする。 10 
 

課題を完成させる。 5 

軸受（４） 
作成したスライドを用いてプレゼ

ンテーションが実施できる。 

課題を完成させる。 10 
 

課題を見直す。 5 

第6週 

ばね（１） 
ばねの種類と使用箇所について理

解できる。 

「ばね」の検索結果を読む。 5 
 

課題を完成させる。 5 

ばね（２） 
ばねの種類と使用箇所について理

解できる。 

スライドを見直す。 10 
 

課題を完成させる。 5 

第7週 

ばね（３） 
ばねの種類と使用箇所についてプ

レゼンスライドを作成できる。 

発表練習をする。 10 
 

課題を完成させる。 5 

ばね（４） 
作成したスライドを用いてプレゼ

ンテーションが実施できる。 

課題を完成させる。 5 
 

課題を見直す。 10 

 

第8週 

機械要素（１） 
これまでに学んだ機械要素につい

て説明できる。 

3年次の関連教科書を見直す。 10 
 

課題を完成させる。 5 

機械要素（２） 
これまでに学んだ機械要素につい

て説明できる。 

4年次の関連教科書を見直す。 10 
 

課題を完成させる。 5 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第9週 

クラッチ（１） 
クラッチの種類とそれぞれの特徴

が理解できる。 

「clutch」の検索結果を読む。 10 
 

課題を完成させる。 5 

クラッチ（２） 
クラッチの種類とそれぞれの特徴

が説明できる。 

課題を完成させる。 10 
 

課題を見直す。 5 

第10週 

ブレーキ（１） 
ブレーキの種類とそれぞれの特徴

が理解できる。 

「brake」の検索結果を読む。 10 
 

課題を完成させる。 5 

ブレーキ（２） 
ブレーキの種類とそれぞれの特徴

が説明できる。 

課題を完成させる。 10 
 

課題を見直す。 5 

第11週 

カム（１） 
カム機構が用いられている機械に

ついて理解できる。 

「cam」の検索結果を読む。 10 
 

課題を完成させる。 5 

カム（２） 
カム機構が用いられている機械に

ついて説明できる。 

課題を完成させる。 10 
 

課題を見直す。 5 

第12週 

リンク（１） 
リンク機構が用いられている機械

について理解できる。 

「link mechanisms」の検索結

果を読む。 
10 

 

課題を完成させる。 5 

リンク（１） 
リンク機構が用いられている機械

について説明できる。 

課題を完成させる。 10 
 

課題を見直す。 5 

第13週 

規格（１） 
機械設計に用いる標準規格につい

て理解できる。 

「JIS」の検索結果を読む。 10 
 

課題を完成させる。 5 

規格（２） 
機械設計に用いる標準規格につい

て説明できる。 

課題を完成させる。 10 
 

課題を見直す。 5 

第14週 

法規と規制（１） 
機械設計に関する法規、規制につ

いて理解できる。 

「RoHS指令」の検索結果を読

む。 
10 

 

課題を完成させる。 5 

法規と規制（２） 
機械設計に関する法規、規制につ

いて説明できる。 

課題を完成させる。 10 
 

課題を見直す。 5 

第15週 

技術者と権利 
特許権、著作権等の機械技術に関

わる権利について理解できる。 

「特許権」の検索結果を読む。 10 
 

課題を完成させる。 5 

技術者倫理 技術者倫理とは何か説明できる。 

「技術者倫理」の検索結果を読

む。 
10 

 

課題を完成させる。 5 

  定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

機械工学実験Ⅱ 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ３ 通年 実技 坂井仁美，千徳英一 

キーワード 科目概要 

連続の式、ベルヌーイの定理 

固有振動数、振動波形、 

加速度振動ピックアップ、 

発熱量、内燃機関、熱交換器 

機械工学実験Ⅰに引き続いて実験を行う。講義で学んだ理論を検証し、その

理解を深める。機械工学実験Ⅱでは、流体力学、振動工学、熱力学の３分野

の実験を行い、それぞれの講義で学んだ理論や数式を検証するとともにその

理解を深める。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「機械工学実験Ⅱ」 

 金沢工業高等専門学校 

①各講義科目で使用した教科書 

②「計測工学入門」中村邦雄、森北

出版 

科目：機械工学実験Ⅰ 

   流体力学、工業力学Ⅱ、 

   熱工学、計測工学 

資格：機械設計技術者３級 

評価方法 

評価項目 実験報告書 調査報告書 授業態度 出席状況   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 20 20 10   100 40 

後学期 50 20 20 10   100 60 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

①提出期限を順守すること。期限を過ぎた実験報告書は受理しない。 

 不受理の課題がひとつでもあると単位不認定とする。 

②各学期末時点で成績評価を行い、学年末に3分野の成績を集計し、最終成績評価を行う。 

③最終評価は3分野の平均評価とする。ただし、1分野でも60点未満の場合は単位不認定となる。

この場合、評価点は3分野の中で最も低い点数とする。 

受講上のアドバイス 

①授業時は必ず作業服を着用し、筆記用具、電卓、A4レポート用紙、方眼紙を持参すること。 

 実験内容によっては座学の講義で使用した教科書を持参しなければならないことがあるので注意すること。 

②実験の分野ごとに集合場所が異なるので、4月に配布する年間予定表を必ず確認すること。 

③実験報告書は提出期限を厳守すること。 

④事故や怪我のないよう、授業中は周囲に注意を払うこと。 

科目の達成目標 

① 実験を通して各分野の計算式の意味が理解できる 

② 実験を通して現象を的確に捉え、報告書を作成できる 

③ 実験結果から専門的な内容において適切なグラフ等の資料作成ができる 

④ 実験装置や測定機器を使用し、安全に実験を進めることができる 

⑤  

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 専門力、創造性 

問い合わせ・質問先 1階126室（坂井・千徳） 

オフィスアワー 金曜日 16：00～17：00 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 ガイダンス 

機械工学実験Ⅱの全体の概要を把

握できる 

例題をもとに実験報告書が書ける 

実験Ⅰの教科書を読む 15 
 

レポートの書き方を復習する 15 

第2週 

製作実習 

ピトー管を製作できる 
ピトー管の構造について調べる 15 

 
加工手順を考える 15 

第3週 
測定原理、測定方法について説明

できる 

測定方法を確認する 15 
 

測定原理と方法を説明する 15 

第4週 

流体力学実験① 

基本的な流量計を使った流量測定

を行うことができる 

各計器の特徴を理解できる 

実験装置について教科書を読む 15 
 

流体力学の定理を復習する 15 

第5週 
教科書の課題を確認する 15 

 
課題を見直し、完成させる 15 

第6週 
実験手順を確認する 15 

 
実験内容を整理する 15 

第7週 
実験データの整理を行う 15 

 
実験報告書を完成させる 15 

第8週 

流体力学実験② 

ピトー管の性能確認試験法を立案

できる 

流速の測定方法を調べる 15 
 

調査内容を確認する 15 

第9週 

ピトー管を使って測定を行うこと

ができる 

ピトー管の特徴を理解できる 

調査内容を確認する 15 
 

課題を見直し、完成させる 15 

第10週 
実験装置について教科書を読む 15 

 
流体力学の定理を復習する 15 

第11週 
教科書の課題を確認する 15 

 
課題を見直し、完成させる 15 

第12週 
実験手順を確認する 15 

 
実験内容を整理する 15 

第13週 

流体力学実験③ 測定器設置の重要性を理解できる 

実験データの整理を行う 15 
 

実験報告書を完成させる 15 

第14週 
実験手順を確認する 15 

 
実験内容を整理する 15 

第15週 
実験データの整理を行う 15 

 
実験報告書を完成させる 15 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 流体力学実験③ 管内の流れについて考察できる 

測定方法について調べる 15 
 

流体力学の定理を復習する 15 

教科書の課題を確認する 15 
 

課題を見直し、完成させる 15 

第2週 

振動工学実験① 
ばねの質量系の運動方程式と固有

振動数の導出を理解できる 

単振り子について調べる 15 
 

実験装置について教科書を読む 15 

教科書の課題を確認する 15 
 

課題を見直し、完成させる 15 

第3週 

実験手順を確認する 15 
 

実験内容を整理する 15 

実験データの整理を行う 15 
 

実験報告書を完成させる 15 

第4週 

振動工学実験② 
振動波形より減衰比、周期、固有

振動数を理解できる 

減衰振動について調べる 15 
 

実験装置について教科書を読む 15 

教科書の課題を確認する 15 
 

課題を見直し、完成させる 15 

第5週 

実験手順を確認する 15 
 

実験内容を整理する 15 

実験データの整理を行う 15 
 

実験報告書を完成させる 15 

第6週 

振動工学実験③ 
加速度振動ピックアップで 

振動測定の原理を理解できる 

強制振動について調べる 15 
 

実験装置について教科書を読む 15 

教科書の課題を確認する 15 
 

課題を見直し、完成させる 15 

第7週 

実験手順を確認する 15 
 

実験内容を整理する 15 

実験データの整理を行う 15 
 

実験報告書を完成させる 15 

第8週 振動工学実験 振動の利用法について提案できる 

振動を利用した装置を調べる 15 
 

アイデアをまとめる 15 

アイデアを図示する  
 

報告書を完成させる  

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第9週 熱力学実験 
熱力学、伝熱工学の基礎が理解 

できる 

熱力学について復習する 15 
 

伝熱について説明する 15 

熱伝導、熱伝達の違いを調べる 15 
 

各値を説明する 15 

第10週 

熱力学実験① 

断熱熱量計で燃料の発熱量の測定

ができる 

発熱量について理解できる 

発熱量について調べる 15 
 

実験装置について教科書を読む 15 

教科書の課題を確認する 15 
 

課題を見直し、完成させる 15 

第11週 

実験手順を確認する 15 
 

実験内容を整理する 15 

実験データの整理を行う 15 
 

実験報告書を完成させる 15 

第12週 

熱力学実験② 
内燃機関の性能試験を行い、 

その特性を理解できる 

エンジンの種類について調べる 15 
 

実験装置について教科書を読む 15 

教科書の課題を確認する 15 
 

課題を見直し、完成させる 15 

第13週 

実験手順を確認する 15 
 

実験内容を整理する 15 

実験データの整理を行う 15 
 

実験報告書を完成させる 15 

第14週 

熱力学実験③ 
熱交換器の性能試験を行い、 

熱交換について理解できる 

伝熱について復習する 15 
 

実験装置について教科書を読む 15 

教科書の課題を確認する 15 
 

課題を見直し、完成させる 15 

第15週 

実験手順を確認する 15 
 

実験内容を整理する 15 

実験データの整理を行う 15 
 

実験報告書を完成させる 15 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

計測工学 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 Alaa Hussien 

キーワード 科目概要 

国際単位系，誤差，標準偏差，

ひずみ，温度，速度 

 
Mechanical engineers are mostly concerning with making of things which requires two 
steps; design and then manufacturing. A lot of information is required in the form of 
data for completing the process of making things. In order to get the correct data, the 
basic principles of engineering measurement have to be comprehensively learnt. 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

 Handouts 

科 目 ： Materials mechanics, Fluid 
mechanics, Thermodynamics, Vibration 
engineering, Graduation research 
資格：機械設計技術者３級 

評価方法 

評価項目 Final exam Class work Quizzes and 
homework 

Attendance 
and attitude  計 学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 20 20 10 
 

100 50 

後学期 50 20 20 10 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 
-Attitude will be scored according to attention paid and participation done during the class. 
-Homework will be due each day on A4 sized paper(s). 
-The final grade at the end of the year will be the average of the grades of the two semesters.  

受講上のアドバイス 

1. Make sure that you bring your A4 file, a notebook and a calculator each class. 
2. Submit the assignments by the deadline. 
3. Listen carefully to the teacher and ask questions during and after the class. 
4. Come and see your teacher afterschool during the office hours if you need any help. 

科目の達成目標 

① 
Perform the dimensional analysis of any physical quantity in terms of the fundamental dimensions (Length-Mass-Time) 

 

② 
Understand the definition of some measurement terms such as accuracy, precision, repeatability, mean, variance, 
standard deviation..etc. 

③ Realize the different types of measuring errors, error propagation, and function approximation. 

④ Measure the force using strain gauges- Measure the temperature using thermistors and thermocouples. 

⑤ Measure the speed of a shaft using the rotary encoders. 

⑥ Measure the displacement using photo sensors. 

関連する本校の学習・教育目標 創造性，専門力 

問い合わせ・質問先 1階124室 

オフィスアワー Friday: 16:00~17:00 



 

クラス番号  氏名  
 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 Introduction Course outline and history of 
measurement engineering. 

  
 Review the notes taken during the 

class. 20 

第2週 

Measurement Fundamentals 

Understand the basic measuring 
units. 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第3週 Find the dimensional analysis of 
physical quantities. 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第4週 

Understand the definition of different 
measurement terms such as, 
accuracy, precision, 
repeatability,…,etc. 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第5週 

Understand the standard deviation 
and how to calculate it. 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第6週 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第7週 
Understand the different types of 
measurement error and error 
propagation. 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第8週 
Understand how to use different 
methods of function approximation 
such as Taylor series and least square 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第9週 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第10週 Self-study and Quiz Understand unclear parts in the 
previous classes 

Review the prints of the previous 
classes. 60 

 
  

第11週 

Measuring length 

Using gauge blocks and dial gauge to 
calibrate different measuring 
instruments and machines 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第12週 
Using sine bar to measure angles. 
Using microscope to measure the 
pitch of IC chips. 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第13週 Measuring area Using the plainmeter to measure 
countries area. 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第14週 

Measuring mass Design and making a model of 
Roberval balance. 

 20 
 Review the design features studied 

during the class 20 

第15週 

Think about how to find the best 
design 20 

 
Review the prints. 20 

 Term exam     

 自己点検 答案返却と解説    

 



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 Introduction to sensors 

Understand the difference between  
sensors, actuators and transducers- 
the different types of sensors and 
applications 

  
 Review the notes and prints of the 

class. 20 

第2週 

Measuring force 

Introduction to strain gauge sensor 
and how does it works 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第3週 Quarter bridge and half bridge strain 
gauge circuits and their applications 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第4週 
Design and make the quarter bridge 
strain gauge circuit measure an 
unknown weight. 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第5週 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第6週 

Measuring temperature 

Understand the principles of 
temperature measurement. 

  
 Review the prints and notes taken 

during the class. 20 

第7週 
Realize the different temperature 
measuring devices and how to use 
them. 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第8週 
Measuring the temperature of some 
water using the thermistor and LM35 
sensor. 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第9週 

Measuring speed 

Introduction to encoders and the 
different types. 

  
 Review the prints and notes taken 

during the class. 20 

第10週 
Design and making the circuit of 
measuring the speed of a dc motor 
shaft using incremental encoder. 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第11週 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第12週 

Measuring displacement 

Understand the principles of 
displacement measurement and the 
different types of displacement 
sensors 

  
 Review the prints and notes taken 

during the class. 20 

第13週 
Design and making a photos sensor to 
measure the displacement of a shutter 
of different thickness.  

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第14週 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints and notes taken 
during the class. 20 

第15週 Self-study Understand the unclear parts in the 
materials studied in the second term. 

Read the notes of the previous 
class. 20 

 Review the prints of the previous 
classes. 90 

 Term exam     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

ロボット工学 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 伊藤恒平 

キーワード 科目概要 

センサ， 

フィルタ， 

アクティエータ， 

プログラミング， 

座標変換， 

シミュレーション 

現代は少子高齢化社会であり，人不足の解消は急務である．このため，ロボ

ットの活用が真剣に模索され実現している．この様に，ロボットによって現

代社会の問題を解決していくことが我々工学に関わるものの責務であり，ロ

ボットを学ぶことの意義は非常に大きい．本科目を通じて，ロボットの概要

をとらえ，具体的にはどのようなシステムであるのかを理解してもらう． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「イラストで学ぶ ロボット工

学」，木野 仁，講談社 

①「詳細！Ｐｙｔｈｏｎ３入門ノー

ト」，大重美幸，ソーテック社 

科目：制御工学，メカトロニクス 

資格：なし 

評価方法 

評価項目 課題 定期試験 出席    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 45 5    100 50 

後学期 50 45 5    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

【定期試験】各学期に授業した全ての内容を出題し評価する． 

【課題】課題に取り組んでいるかを評価する． 

【出席】授業に遅刻した場合，出席しない場合は減点となる． 

受講上のアドバイス 

最近ではロボットは身近な存在になりつつありますが，自分でその中身を理解することは難しくなってきていま

す．将来的にロボット社会が到来することを見越して，基礎的な理解のために，興味をもって勉強しましょう． 

科目の達成目標 

① キネマティクスやダイナミクスの概要を説明できる． 

② センサやアクティエータの概要を説明できる． 

③ フィルタについて概要を説明できる． 

④ 順運動学や逆運動学，座標変換についてどのようなものか説明できる． 

⑤ 簡単なオイラー法によるシミュレーションができる． 

⑥ 最小二乗法を理解できる． 

関連する本校の学習・教育目標 創造性，専門力 

問い合わせ・質問先 1階124室 

オフィスアワー 月～金曜日  授業終了後～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 ガイダンス 本授業の1年の流れを理解する 
  

 
学習支援計画書を見直す 10 

第2週 
移動ロボットのキネマテ

ィクス 

移動ロボットの並進運動と回転運

動を理解する 

キネマティクスについて調べる 30 
 

課題を解く 30 

第3週 エンコーダとオドメトリ 
エンコーダを用いたオドメトリを

理解する 

オドメトリについて調べる 30 
 

課題を解く 30 

第4週 ダイナミクスの基礎 加減速・ニュートンの運動方程式 
ダイナミクスについて調べる 30 

 
課題を解く 30 

第5週 フォトセンサとＡＤ変換 
フォトセンサとＡＤ変換について

理解する 

フォトセンサについて調べる 30 
 

課題を解く 30 

第6週 計測とフィルタ 
計測値のフィルタリングについて

理解する 

フィルタリングについて調べる 30 
 

課題を解く 30 

第7週 迷路探索 
迷路を探索する方法について理解

する 

左手法について調べる 30 
 

課題を解く 30 

第8週 シミュレーション 
微分方程式の数値解法のオイラー

法を理解する 

オイラー法について調べる 30 
 

課題を解く 30 

第9週 最小二乗法 最小二乗法を理解する 
最小二乗法を調べる 30 

 
課題を解く 30 

第10週 実習環境の構築 課題実習環境を構築する 
Linuxについて調べる 30 

 
環境を試す 30 

第11週 
Ｐｙｔｈｏｎプログラム

の実行方法 

Ｐｙｔｈｏｎのプログラミング実

行方法を理解する 

Ｐｙｔｈｏｎについて調べる 30 
 

課題を解く 30 

第12週 Ｐｙｔｈｏｎの制御構造 
Ｐｙｔｈｏｎのif文，while文を

理解する 

Ｐｙｔｈｏｎの制御構造を予習 30 
 

課題を解く 30 

第13週 リストと辞書を理解する 
Ｐｙｔｈｏｎにおけるリストと辞

書について理解する 

リストと辞書について調べる 30 
 

課題を解く 30 

第14週 
Ｐｙｔｈｏｎでグラフを

描く 

ｍａｔｐｌｏｔｌｉｂを使ってグ

ラフを描ける 

Matplotlibについて調べる 30 
 

課題を解く 30 

 

第15週 
自由落下シミュレーショ

ン 

オイラー法で自由落下をシミュレ

ーションできる 

自由落下について調べる 30 
 

課題を解く 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
モータのシミュレーショ

ン 

モータのシミュレーションができ

る 

モータの構造を調べる 30 
 

課題を解く 30 

第2週 
センサとフィルタのシミ

ュレーション 

センサとフィルタの動作のシミュ

レーションができる 

フィルタについて復習する 30 
 

課題を解く 30 

第3週 
オドメトリによる自己位

置推定シミュレーション 

オドメトリによる自己位置推定の

シミュレーションができる 

オドメトリについて復習 30 
 

課題を解く 30 

第4週 
外界センサによる自己位

置推定シミュレーション 

外界センサによる自己位置推定シ

ミュレーションができる 

測域センサについて調べる 30 
 

課題を解く 30 

第5週 コンピュータビジョン ステレオ測量について理解する 
ステレオ測量を調べる 30 

 
課題を解く 30 

第6週 ステレオ測量実習 
カメラで撮影してステレオ測量で

きる 

前回の復習をする 30 
 

課題を解く 30 

第7週 
ロボットハンドの運動学

と座標変換 
座標変換を理解する 

座標変換について調べる 30 
 

課題を解く 30 

第8週 順運動学と逆運動学 順運動学と逆運動学を理解する 
座標変換の復習 30 

 
課題を解く 30 

第9週 
ロボットハンドの位置決

め 

2次元におけるマニュピレータの

エンドエフェクタの位置と各関節

の角度を求められる 

ロボットハンドを復習する 30 
 

課題を解く 30 

第10週 
静的スラ―ローム走行計

算 

静的なスラローム走行の計算がで

きる 

キネマティクスを復習 30 
 

課題を解く 30 

第11週 動的スラローム走行計算 
動的なスラローム走行の計算がで

きる 

ダイナミクスを復習 30 
 

課題を解く 30 

第12週 
ライトレースロボットの

ライン追随制御 

ライントレースロボットのライン

追随制御について理解する 

フィードバック制御を調べる 30 
 

課題を解く 30 

第13週 ドローンの高度制御 
ドローンの高度制御について理解

する 

ＰＩＤ制御について調べる 30 
 

課題を解く 30 

第14週 飛翔体の比例航法 飛翔体を目標まで誘導できる 
比例航法について調べる 30 

 
課題を解く 30 

 

第15週 自己点検評価 
これまでの学習内容を振り返り，

自己点検評価する 

これまでの課題を点検する 30 
 

試験に備える  

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

数値計算演習 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 伊勢大成 

キーワード 科目概要 

数値計算、常微分方程式、ニュ

ートン法、 C言語、 Python、

gnuplot、scilab、Maxima、TeX 

 実用上や工学的問題を解く際に解析解が見つからない場合が非常に多い。

その場合であっても数値的に解を求めることやグラフを書くことは可能であ

る。その基礎的な手法を学び、エクセルやPython言語プログラムで実際に解

いてみる。また、Scilab、TeX、gnuplotの使用法を学び研究や開発の支援ツ

ールを使用できるようにする。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①詳細! Python 3 入門ノート 大

重 

美幸，ソーテック社 

 

科目：応用プログラミング，卒業研

究 

資格： 

評価方法 

評価項目 定期試験 課題 出席    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 45 5    100 50 

後学期 50 45 5    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

【期末試験】各学期に授業した内容を出題し評価する。 

【課題】課題に取り組んでいるかを評価する。 

【出席】授業に遅刻した場合，出席しない場合は減点となる． 

受講上のアドバイス 

授業に何のために出ているのかしっかり考えること。講義に集中し、課題は自分で解くこと。課題の間違いは訂

正し、勉強のための資料としてしっかり作りこむこと。途中で分からなくなるとその先はすべてわからないの

で、その場で質問をして解決しておくこと。 

科目の達成目標 

① コンピュータで論文に使えるグラフが描ける 

② Python言語の基本的なことを理解している 

③ コンピュータで計算ができる 

④ TeXが使える 

⑤ オイラー法を理解する 

⑥ 科学技術計算をコンピュータに計算させられる 

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性  

問い合わせ・質問先 1階124室 

オフィスアワー 金曜日 15:10-16:50（授業終了後に相談すること） 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 ガイダンス 
科目の意義、評価方法、授業スタ

イル、取り組み方を理解する 

  
 

学習支援計画書を読む 10 

第2週 

グラフの作成 

エクセルを用いて論文で使えるグ

ラフを作成する 

授業資料を通読する 30 
 

課題を完成させる 30 

第3週 
gnuplotを用いて論文で使えるグ

ラフを作成する 

授業資料を通読する 30 
 

課題を完成させる 30 

第4週 

TeX 

TeXの使い方を理解する 
授業資料を通読する 30 

 
課題を完成させる 30 

第5週 
図やグラフを挿入できるようにな

る 

授業資料を通読する 30 
 

課題を完成させる 30 

第6週 表の作成方法を理解する 
授業資料を通読する 30 

 
課題を完成させる 30 

第7週 

Python言語 

Python言語の始め方や入力，実行

の仕方および数値文字列について

理解する 

授業資料を通読する 30 
 

課題を完成させる 30 

第8週 
文字列およびリストについて理解

する 

授業資料を通読する 30 
 

課題を完成させる 30 

第9週 辞書について理解する 
授業資料を通読する 30 

 
課題を完成させる 30 

第10週 
プログラムの反復について理解す

る 

授業資料を通読する 30 
 

課題を完成させる 30 

第11週 基本制御構造について理解する 
授業資料を通読する 30 

 
課題を完成させる 30 

第12週 関数について理解する 
授業資料を通読する 30 

 
課題を完成させる 30 

第13週 
関数の戻り値や引数について理解

する 

授業資料を通読する 30 
 

課題を完成させる 30 

第14週 
応用プログラミング（屋敷探索ゲ

ーム）を行い、人工知能について

理解する 

授業資料を通読する 30 
 

課題を完成させる 30 

第15週 
授業資料を通読する 30 

 
課題を完成させる 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説 -   

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

Python言語 

応用プログラミング（屋敷探索ゲ

ーム）を行い、人工知能について

理解する 

授業資料を通読する 30 
 

課題を完成させる 30 

第2週 
Pythonでグラフを描く方法を理解

する 

授業資料を通読する 30 
 

課題を完成させる 30 

第3週 numpy配列について理解する 
授業資料を通読する 30 

 
課題を完成させる 30 

第4週 乱数の生成 

線形合同法を使って乱数を発生し

簡単な暗号を作成できるようにす

る 

授業資料を通読する 30 
 

課題を完成させる 30 

第5週 モンテカルロ法 
モンテカルロ法によって円や球の

体積を求める 

授業資料を通読する 30 
 

課題を完成させる 30 

第6週 行列の計算 
配列を使って行列計算のプログラ

ムを書ける 

授業資料を通読する 30 
 

課題を完成させる 30 

第7週 挟み撃ち法・二分法 

挟み撃ち法・二分法により方程式

を解ける 

 

授業資料を通読する 30 
 

課題を完成させる 30 

第8週 ニュートン法 
ニュートン法により方程式を解け

る 

授業資料を通読する 30 
 

課題を完成させる 30 

第9週 オイラー法 
常微分方程式をオイラー法により

解ける 

授業資料を通読する 30 
 

課題を完成させる 30 

第10週 

２体問題 
人工衛星の軌道をシミュレートで

きる 

授業資料を通読する 30 
 

課題を完成させる 30 

第11週 
授業資料を通読する 30 

 
課題を完成させる 30 

第12週 
授業資料を通読する 30 

 
課題を完成させる 30 

第13週 

３体問題 

アポロ８号を模擬した地球から月

さらに地球への帰還軌道を計算す

る 

授業資料を通読する 30 
 

課題を完成させる 30 

第14週 
授業資料を通読する 30 

 
課題を完成させる 30 

第15週 
授業資料を通読する 30 

 
課題を完成させる 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説 -   

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

先端材料工学 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 Justin Han 

キーワード 科目概要 

Materials, Chemical 

Structure, Ceramic, Polymer, 

Composites, Advanced 

Materials 

Advanced Materials is the study of the properties of various types 

of materials being used in industry and in various researches around 

the world today. This course will focus on the groups of materials 

known as ceramics, polymers, and composites before focusing on 

current advanced materials. After this course, students will 

understand the importance of such materials. 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①Materials Science and Engineering 

9th Edition SI Version 

William D. Callister  

Wiley, 2010 

 

Course：Mechanics I, Mechanics of 

Materials II, Materials Science I 

License ： Mechanical Design 

Engineering Rank 3 

評価方法 

評価項目 Final Exams Quizzes Homework Project 計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 35 30 35 0 100 50 

後学期 35 15 20 30 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 
• There will be quizzes and homework given on a near-weekly basis. 

 

受講上のアドバイス 

This class will be taught mainly in English and will contain many technical words with very specific 

meanings. These meanings are almost entirely different than their common meanings. Therefore, you 

should create and keep a list of words for the class that you review on a daily basis. Learning the 

correct meaning of these words is the key to doing well in this class. 

科目の達成目標 

①  Learn about composition and characteristics of ceramic materials 

②  Learn about composition and characteristics of polymer materials 

③  Learn about composition and characteristics of composite materials 

④  Learn about the lifecycle and handling of materials 

⑤ Learn about the potential and research of advanced materials 

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 Room 126 – Set up an appointment time beforehand. 

オフィスアワー Monday, Tuesday, Wednesday 17:00 – 18:00 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 Guidance 

Understand the history and 

importance of Materials 

Science 

  
 

  

第2週 
Introduction to 

Ceramics and their 

structures 

Understand the chemical 

characteristics of ceramic 

materials 

Read Chapter 4.6 – 4.11  60 

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第3週 
Ceramic Phase Diagrams 

and Imperfections 

Understand the change in 

characteristics of ceramics 

due to various factors 

Read Chapter 4.12,6.3, 6.4 

(ceramics), 14.1-14.5 
60 

 
Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第4週 Fracture of Ceramics 
Understand how ceramics 

fracture 

Read Chapter 14.6 60 

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第5週 
Stress-strain behavior 

of ceramics 

Understand the mechanical 

characteristics of ceramics 

Read Chapter 14.7 60 

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第6週 
Types and Applications 

of Ceramics 

Understand the types and 

applications of ceramics 

Read Chapter 14.10 – 14.17  60 

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第7週 
Fabrication and 

processing of Ceramics 

Understand how ceramics are 

fabricated 

Read Chapter 17.8 – 17.11 60 

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第8週 
Introduction to 

Polymers and their 

structures 

Understand the chemical 

characteristics of polymers  

Read Chapter 5.1 – 5.3 60 

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第9週 
Chemistry of Polymer 

Molecules 

Understand the chemistry 

behind polymers 

Read Chapter 5.4 – 5.5 60 

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第10週 
Polymer 

Characteristics 

Understand the range of 

characteristics that a polymer 

can have 

Read Chapter 5.6 – 5.11 60 

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第11週 
Mechanical Behavior of 

Polymers 

Understand the mechanical 

characteristics of polymers 

Read Chapter 15.1 – 15.6 60 

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第12週 
Deformation and 

fracture  of Polymers 

Understand the deformation and 

fracture of polymers 

Read Chapter 15.7 -15.9 60 

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第13週 Polymer Types 
Understand the different 

classifications of polymers 

Read Chapter 15.15 – 15.19 60 

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第14週 
Polymer Synthesis and 

Fabrication 

Understand the process behind 

the synthesis and fabrication 

of polymers 

Read Chapter 17.12 – 17.16 60 

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

 

第15週 Review Review for the exam 
  

 
  

 Final Exam 1     

 自己点検 答案返却と解説    



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
Introduction to 

Composites 

Understand the characteristics 

of composite materials 

Read Chapter 16.1 – 16.7 60 

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第2週 Types of Composites 
Understand about the type of 

composites 

Read Chapter 16.8 – 16.12 60 

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第3週 
Processing of 

Composites 

Learn about the fabrication 

methods of composites 

Read Chapter 16.13 – 16.15 60 

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第4週 

Lifecycle and Handling 

of Materials 

Learn about the lifecycle and 

handling of materials 

Read Chapter 23.1 – 23.5 60 

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第5週 
 Read handout 60 

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第6週 
 Read handout 60 

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第7週 

Introduction to 

Advanced Materials 

Learn about the research being 

done into new and cutting edge 

materials 

 Read Handout  

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第8週 
  

 Answer Assigned Homework 

Questions 
30 

第9週 

Materials Research 

Project 

Research about chosen 

materials 

  
 

 Work on presentation  

第10週 
  

 
 Work on presentation  

第11週 
  

 
 Work on presentation  

第12週 
  

 
 Finish presentation  

第13週 

Present Research Results 

Prepare presentation 60 
 

  

第14週 
Prepare presentation 60 

 
  

 

第15週 Review Review for the Exam 
  

 
  

 Final Exam 2     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

航空工学 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 伊藤恒平 

キーワード 科目概要 

揚力， 

抗力， 

ベルヌーイの定理， 

揚力線理論， 

揚抗比， 

身近なビークルである航空機について，空気力学の基礎や飛行の原理や飛行

力学等を学ぶ．また学習内容の理解を深めるために簡単な模型飛行機を用い

て飛行原理の検証を行う． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「航空力学の基礎」，牧野光雄，

産業図書 
なし 

科目：流体力学 

資格：なし 

評価方法 

評価項目 定期試験 課題 出席    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 45 5    100 50 

後学期 50 45 5    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

【定期試験】各学期に授業した全ての内容を出題し評価する． 

【課題】課題に取り組んでいるかを評価する． 

【出席】授業に遅刻した場合，出席しない場合は減点となる． 

受講上のアドバイス 

航空機は身近な乗り物ですが，航空工学は身近な学問ではありません．そのため，飛行機の面白さを実感しても

らうために，授業の最初と最後に紙飛行機を作ります．何も知らない時と，授業を聞いてある程度知識が増えた

時です．授業を通じて，飛行機がどうして飛ぶのか自分なりに答えを見つけて，最後の紙飛行機づくりに生かし

てほしいと考えています． 

科目の達成目標 

① 標準大気表を各種計算に活用できる． 

② 揚力や抗力が求めることができる． 

③ 航空機の様々な部位の名称を答えることができる． 

④ 航空機の運動に関する名称を答えることができる． 

⑤ 座標変換がどのようなものなのか理解できる． 

⑥ 飛行機の安定性について理解できる． 

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性  

問い合わせ・質問先 1階124室 

オフィスアワー 月～金曜日 授業終了後～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 ガイダンス 
科目の意義，評価方法，授業スタ

イル，取り組み方を理解する 

 10 
 

学習支援計画書を読む 30 

第2週 

揚力の発生原理，航空機

の分類，推進装置 
揚力の発生原理を知る 

教科書P１～P４まで読む 30 
 

章末問題を解く 30 

第3週 
教科書P１～P４まで読む 30 

 
章末問題を解く 30 

第4週 

空気力学の概要 
空気力学の基礎である空気の機体

としての性質について理解する 

教科書P11～P20まで読む 30 
 

章末問題を解く 30 

第5週 
教科書 P21～P41まで読む 30 

 
章末問題を解く 30 

第6週 
教科書 P42～P56まで読む 30 

 
章末問題を解く 30 

第7週 
教科書 P59～P74まで読む 30 

 
章末問題を解く 30 

第8週 

翼 

翼の基本用語について理解する 

教科書 P75～P79まで読む 30 
 

章末問題を解く 30 

第9週 
教科書 P80～P87まで読む 30 

 
章末問題を解く 30 

第10週 

２次元翼について理解する 

教科書 P88～P97まで読む 30 
 

章末問題を解く 30 

第11週 
教科書 P98～P104まで読む 30 

 
章末問題を解く 30 

第12週 
教科書 P104～P130まで読む 30 

 
章末問題を解く 30 

第13週 

３次元翼について理解する 

教科書P131～P147まで読む 30 
 

章末問題を解く 30 

第14週 
教科書P131～P147まで読む 30 

 
章末問題を解く 30 

第15週 
教科書P146～P174まで読む 30 

 
章末問題を解く 30 

 定期試験     

 自己点検  答案返却と解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 全機に働く空気力 
機体全体に働く空気力学について

理解する 

教科書P175～P187まで読む 30 
 

章末問題を解く 30 

第2週 安定性と操縦性 安定性と操縦性について理解する 
教科書P189～P209まで読む 30 

 
章末問題を解く 30 

第3週 

飛行力学 

ベクトルの微分を理解する 
教科書P223～P242まで読む 30 

 
課題に取り組む 30 

第4週 テンソルを理解する 
教科書P223～P242まで読む 30 

 
課題に取り組む 30 

第5週 並進運動の運動方程式を理解する 
教科書P223～P242まで読む 30 

 
課題に取り組む 30 

第6週 回転運動の運動方程式を理解する 
教科書P223～P242まで読む 30 

 
課題に取り組む 30 

第7週 

座標変換を理解する 

教科書P223～P242まで読む 30 
 

課題に取り組む 30 

第8週 
教科書P223～P242まで読む 30 

 
課題に取り組む 30 

第9週 飛行機の性能 飛行機の性能推定に理解する 
教科書P223～P271まで読む 30 

 
章末問題を解く 30 

第10週 

模型飛行機の設計製作 

模型飛行機の設計方法について理

解する 

これまでの学習内容を振り返る 30 
 

飛行機の設計・製作 30 

第11週 
飛行機の設計・製作 30 

 
飛行機の設計・製作 30 

第12週 

模型飛行機の製作方法を理解する 

飛行機の設計・製作 30 
 

飛行機の設計・製作 30 

第13週 
飛行機の設計・製作 30 

 
飛行機の設計・製作 30 

第14週 
飛行実験をして，飛行機を安定に

飛ばす方法を理解する 

飛行機の設計・製作 30 
 

飛行機の設計・製作 30 

第15週 飛行試験と評価ができる 
飛行機の設計・製作 30 

 
飛行結果の考察 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

工学特論Ⅱ 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 １ 前学期 講義 兒玉浩一 

キーワード 科目概要 

剛体 

力のモーメント 

重心 

 慣性モーメント 

 角運動量 

力学は工学の基礎となる分野である．工業力学では力に関する基礎的な事項

を，工学特論Ⅰでは動力学について学んだ．これらに引き続いて本科目で

は，剛体に働く力の諸事項，運動量と力積，回転・平面運動などの剛体の力

学について学ぶ。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「工科系のための基礎物理学」

高橋正雄，東京教学社 

①１～３年生で使用した物理の教科書 

②１～４年で使用している数学の教科

書。 

科目：振動工学 

   卒業研究 

評価方法 

評価項目 定期試験 中間テスト 課題 出席態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 30 30 30 10   100 100 

後学期         

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

・定期試験および中間テストを実施するものとする。 

・課題は、提出された授業の演習プリントの評価とする。 

・出席態度は、授業における出欠状況、授業態度を評価する。 

受講上のアドバイス 

工学において基礎となる科目であるため、しっかりと自ら考え、講義に集中し、課題は自ら解くこと。間違えた

箇所は何が原因で間違えたのかを明らかにし、学習資料としてしっかり作りこむこと。そのために毎週の講義後

に必ず復習する習慣をつけること。 

科目の達成目標 

① 剛体のつりあう条件を理解することができる 

② 剛体の重心を計算で求めることができる 

③ 剛体の回転運動を理解することができる 

④ 剛体の慣性モーメントを求めることができる 

⑤ 回転の運動方程式をたて、固定軸のある剛体の運動を解くことができる 

⑥ 剛体の平面運動を運動方程式、または李力学的エネルギー保存の法則で解くことができる 

関連する本校の学習・教育目標 専門力、創造性 

問い合わせ・質問先 2階215室（数理教員室） 

オフィスアワー 月曜日 15:10～16:50 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 数学的準備 
区分求積法とベクトルの外積を

理解することができる。 

  
 

演習プリントに取り組む 40 

第2週 剛体にはたらく力（１） 

固定軸を持つ剛体のつり合いを

力のモーメントのつり合いから

求めることができる。 

教科書P74～76を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第3週 剛体にはたらく力（２） 

剛体のつり合いを力のつり合い

とモーメントのつり合いから求

めることができる。 

教科書P77～79を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第4週 剛体の重心の計算 
さまざまな形の重心を計算で求

めることができる。 

教科書P79～81を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第5週 問題演習 
これまでに学習した内容の演習

問題を解くことができる。 

教科書P98～100の問題を解く 60 
 

演習プリントに取り組む 40 

第6週 
質点系の運動方程式

（１） 

角運動量と力のモーメントの関

係を理解することができる。 

教科書P82～83を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第7週 
質点系の運動方程式

（２） 

質点系の重心の並進運動と、全

体の回転運動を理解することが

できる。 

教科書P84～85を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第8週 
学習のまとめ 

前学期中間テスト 

これまでに学習した内容を理解

し応用することができる。 

学習した内容を復習する 40 
 

試験問題を振り返る 20 

第9週 
自己点検 

固定軸をもつ剛体の運

動（１） 

テストの返却と解説 

剛体の回転運動の関係式を理解

することができる。 

教科書P86～87を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第10週 慣性モーメントの計算 
種々の形状の物体の慣性モーメ

ントを求めることができる。 

教科書P88を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第11週 
固定軸をもつ剛体の運動 

（２） 

定滑車の回転運動を回転の運動

方程式より求めることができ

る。 

教科書P89～91を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第12週 
固定軸をもつ剛体の運

動（３） 

平行軸の定理と剛体振り子を理

解することができる。 

教科書P92～93を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第13週 剛体の平面運動（１） 
剛体の平面運動を運動方程式を

立てて解くことができる。 

教科書P94～95を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

第14週 剛体の平面運動（２） 

力学的エネルギー保存の法則を用

いて剛体の平面運動を解くことが

できる。 

教科書P96～97を読む 20 
 

演習プリントに取り組む 40 

 

第15週 問題演習 
これまでに学習した内容の演習

問題を解くことができる。 

教科書P98～100の問題を解く 60 
 

演習プリントに取り組む 40 

 定期試験     

 自己点検 テストの返却と解説    

 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

生産品質管理 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 松井 洋 

キーワード 科目概要 

ＱＣ七つ道具, 

パレート図, 

ヒストグラム, 

管理図, 

工程分析記号, 

サーブリック分析記号, 

標準正規分布表 

生産工場などにおいて、工学技術者は機械工学などの固有技術のみならず管

理技術の知識も必要不可欠の要素となっている。当該科目では品質管理の基

礎であるＱＣ七つ道具、さらに、工程分析記号、サーブリック分析記号につ

いて紹介を含め、演習を行いながら授業を進める。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① 「やさしいＱＣ七つ道具」,石原 

勝吉他,日本規格協会 

① 「近代品質管理」,野村重信

他、コロナ社 

② 「QC七つ道具」,細谷克也,日科

技連 

科目：機械加工,創造設計 

資格：QC検定 

評価方法 

評価項目 定期試験 中間テスト 
課題・ 

小テスト 
授業態度   計 

学年評価に 
対する割合(%) 

前学期 35 35 25 5   100 50 

後学期 35 35 25 5   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 
課題（ノート提出を含む）・小テストの未提出はマイナスの評価も行う。小テストは課題評価点

に換算する。学習態度は５～－５％の間で評価する。 

受講上のアドバイス 

多くの企業は現場で品質管理を行い、ＱＣ七つ道はよく使われている。演習を通してＱＣ七つ道具の基礎を習得

する。演習課題は配点が高いのでしっかりと提出すること。 

科目の達成目標 

① ＱＣ七つ道具をすべて言う事ができる。 

② パレート図が作成できる。 

③ ヒストグラムが作成できる。 

④ 工程能力指数が計算できる 

⑤ 管理図が作成できる。 

⑥ 改善の一般目標を言う事ができる。 

関連する本校の学習・教育目標 専門力、創造性 

問い合わせ・質問先 2階218室(非常勤講師室)､不在時は1階教員室宮野先生 

オフィスアワー 月曜日、火曜日授業終了後（授業終了後予約してください） 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
ガイダンス、品質管理概

要 
品質管理の位置づけがわかる。 

「品質管理とは」を調べる。 10 

 当該科目の位置づけがわかるよ

うにノートの復習。 
20 

第2週 品質管理の変遷 1 

統計的品質管理、TQC、TQMの概要

を知る。ＱＣ七つ道具の位置づけ

を知る。 

「ＴＱＣ、ＴＱＭとは」を調べ

る。 
20 

 
「七つ道具」の位置づけ理解の

ためにノート復習する 
30 

第3週 
TQMの手法と新QC七つ道

具 

TQMの手法と新QC七つ道具の概要

を知る 

TQMの手法とは 10 

 QCストーリーの展開や新QC七つ

道具の名称と概要を知る 
20 

第4週 ＱＣ七つ道具とグラフⅠ 棒グラフが作成できる 

教科書ｐ29～36を読む 15 

 演習課題である棒グラフを完成

する 
20 

第5週 グラフⅡ 
折れ線グラフ・円・帯グラフが作

成できる 

教科書ｐ36～52を読む 15 
 

各グラフの書き方チェック 20 

第6週 パレート図 パレート図が作成できる 
教科書ｐ53～66を読む 15 

 
パレート図課題の完成 20 

第7週 特性要因図 特性要因図が作成できる 
教科書ｐ67～83を読む 15 

 
特性要因図の課題完成 20 

第8週 
中間試験とチェックシー

ト 

中間試験とチェックシートの種類

を知る 

教科書ｐ85～95を読む 15 
 

チェックシート種類整理 20 

第9週 
中間テスト返却とチェッ

クシート 

自己点検とチェックシートの必要

性を知る 

教科書ｐ96～106を読む 20 
 

自己点検 10 

第10週 層別と散布図 
層別の必要性を知り。散布図の作

成ができる 

教科書ｐ140～160を読む 20 
 

散布図課題を行う 20 

第11週 散布図と符号検定 符号検定ができる 
教科書ｐ161～164を読む 10 

 
課題の完成 20 

第12週 ヒストグラムⅠ ヒストグラムの作図ができる。 
教科書ｐ107～123を読む 15 

 
「ヒストグラムⅠ」課題完成 20 

第13週 ヒスとグラムⅡ 平均値と標準偏差の計算ができる 
教科書ｐ125～130を読む 15 

 
「ヒストグラムⅡ」課題完成 30 

第14週 工程能力 工程能力指数の計算ができる 
教科書ｐ130～138を読む 15 

 
工程能力指数の計算課題の完成 15 

 

第15週 工程能力と管理図 管理図の見方を知る 

教科書ｐ130～138と182～185を

読む 
15 

 

復習 15 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 管理図 
データに対応した管理図の種類を

いえる 

「計量値・計数値」とはを調べ

る 
15 

 

課題完成 20 

第2週 ｘバーＲ管理図 ｘバーＲ管理図を作成できる 
教科書ｐ166～178を読む 10 

 
課題完成 20 

第3週 Ｍｅ－Ｒ管理図 Ｍｅ－Ｒ管理図を作成できる 
「Ｍｅ－Ｒ管理図」を調べる 20 

 
課題完成 30 

第4週 ｘ－Ｒs管理図 ｘ－Ｒs管理図を作成できる 
「ｘ－Ｒs管理図」を調べる 15 

 
課題完成 20 

第5週 ｐ管理図 ｐ管理図を作成できる 
教科書ｐ178～182を読む 20 

 
課題完成 20 

第6週 ｎｐ管理図 ｎｐ管理図を作成できる 
「ｎｐ管理図」を調べる 20 

 
課題完成 15 

第7週 ｃとｕ管理図 ｃとｕ管理図を作成できる 

「ｃ管理図」「ｕ管理図」を調

べる 
20 

 

課題完成 10 

第8週 
中間テストと管理改善の

進め方 

「PDCAサイクル」や「現場の6大

任務」をいえる 

「現場の6大任務」を調べる 15 

 「PDCAサイクル」や「現場の6

大任務」をいえる 
15 

第9週 
中間試験返却と管理改善

の進め方 

管理改善の進め方ができ、問題を

見つける「目の付け所」が言え

る。 

教科書ｐ199～220を読む 15 

 問題を見つける「目の付け所」

が言える 
15 

第10週 ＱＣ手法の活用事例他Ⅰ 
ＱＣ手法の活用事例や工程分析記

号を知る 

教科書ｐ221～239を読む 15 
 

活用事例の復習 15 

第11週 ＱＣ手法の活用事例他Ⅱ 

要素作業などの作業の大きさとサ

ーブリック記号を用いることがで

きる。 

「サーブリック記号」を調べる 15 
 

課題完成 15 

第12週 ＱＣ手法の活用事例他Ⅲ 
ストップウオッチ法を通して要素

作業の大きさを知る 

「標準時間」を調べる 15 
 

課題完成 15 

第13週 正規分布Ⅰ 標準正規分布表が使える 
「正規分布」を調べる 15 

 
計算課題の完成 15 

第14週 正規分布Ⅱ 
標準正規分布表を用いて±３σの

確率をもとめることができる。 

「母平均」を調べる 15 
 

計算課題の完成 15 

第15週 二項分布・ポアソン分布 
二項分布・ポアソン分布を用いた

確率の計算ができる。 

「二項分布」を調べる 20 
 

定期試験対策 － 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

経営科学概論 機械工学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 千徳英一 

キーワード 科目概要 

高能率・高品質．低コスト・短

納期・品質管理・経営工学・オ

ペレーションズリサーチ 

生産活動には本来の物作りの技術のほかに，高能率，高品質低コスト短納

期を達成するための効率的な生産システムの計画．改善及び維持管理の技術

が必要である．我が国の産業界は，いち早く品質管理，経営工学，オペレー

ションズリサーチなどの経営管理技術を導入して高品質，低コストを実現し

てきた．本授業は，これらの技術を概論的に学び，経営技術の基本的な手法

を学ぶ． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「経営情報入門」，宮川公男，実

教出版 

① 「入門ガイダンス経営科学・ 

経営工学」古殿幸雄，中央経済

社 

科目：機械工学概論 

資格：機械技術者3級 

評価方法 

評価項目 定期試験 演習課題 小テスト 学習態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 20 20 10   100 50 

後学期 50 20 20 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

年度末の学年評価は、各学期の平均評価とする． 

提出物は、履修者の理解度と努力を測定するものとする． 

授業態度は、授業中の積極性を測定するものである。 

受講上のアドバイス 

①授業は講義を中心に行う． 

②教科書の内容が理解できるように取り組むこと． 

③講義ノートを整理できるように取り組むこと． 

④興味深く，楽しく学んでください． 

科目の達成目標 

①  生産活動に関する高能率・高品質・低コスト・短納期に関する全般な説明することができる． 

②  市場調査と統計が説明できる． 

③  需要予測と在庫管理が説明できる． 

④  仕入れ計画が説明できる． 

⑤  線形計画法が説明できる． 

⑥  シンプレックス法が説明できる． 

関連する本校の学習・教育目標 専門力 

問い合わせ・質問先 1階126室 

オフィスアワー 金曜日 16：30～17：30 

 



クラス番号       氏名             

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

 

前
学
期 

第1週 

企業経営と経営科学 

経営科学の意味が理解できる 
  

 
教科書P2からP8まで読む 20 

第2週 経営科学の必要性が理解できる 
教科書P2からP8まで読む 20 

 
教科書P2からP8まで読む 20 

第3週 
オペーレション・リサーチが理解

できる 

教科書P2からP8まで読む 20 
 

教科書P2からP8まで読む 20 

第4週 
経営科学による問題解決が理解で

きる 

教科書P2からP8まで読む 20 
 

教科書P2からP8まで読む 20 

第5週 
情報処理とコンピューターが理解

できる 

教科書P2からP8まで読む 20 
 

教科書P2からP8まで読む 20 

第6週 

統計の分析と利用 

統計データーのまとめが理解でき

る 

教科書P9からP19まで読む 20 
 

教科書P9からP19まで読む 20 

第7週 平均値と分散が理解できる 
教科書P9からP19まで読む 20 

 
教科書P9からP19まで読む 20 

第8週 統計的推理Ⅰが理解できる 
教科書P9からP19まで読む 20 

 
教科書P9からP19まで読む 20 

第9週 統計的推理Ⅱが理解できる 
教科書P9からP19まで読む 20 

 
教科書P9からP19まで読む 20 

第10週 

時系列・回帰分析 

時系列分析が理解できる 
教科書P20からP46まで読む 20 

 
教科書P20からP46まで読む 20 

第11週 回帰と相関の分析が理解できる 
教科書P20からP46まで読む 20 

 
教科書P20からP46まで読む 20 

第12週 計算ソフトの利用が理解できる 
教科書P20からP46まで読む 20 

 
教科書P20からP46まで読む 20 

第13週 

在庫管理 

在庫が理解できる 
教科書P47からP68まで読む 20 

 
教科書P47からP68まで読む 20 

第14週 需要の確定と発注が理解できる 
教科書P47からP68まで読む 20 

 
教科書P47からP68まで読む 20 

第15週 需要の不確定が理解できる 
教科書P47からP68まで読む 20 

 
教科書P47からP68まで読む 20 

 定期試験     

 自己点検     

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

    

    



週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

在庫管理 

需要が不確定で発注決定が理解で

きる 

  
 

教科書P47からP68まで読む 20 

第2週 パレート図が理解できる 
教科書P47からP68まで読む 20 

 
教科書P47からP68まで読む 20 

第3週 数値例が理解できる 
教科書P47からP68まで読む 20 

 
教科書P47からP68まで読む 20 

第4週 

線形計画法 

線形計画法に意味が理解できる 
教科書P68からP98まで読む 20 

 
教科書P68からP98まで読む 20 

第5週 
グラフ上の最適解を求めることが

できる 

教科書P68からP98まで読む 20 
 

教科書P68からP98まで読む 20 

第6週 
シンプレックス法の考え方が理解

できる 

教科書P68からP98まで読む 20 
 

教科書P68からP98まで読む 20 

第7週 
グラフによる解法とシンプレック

ス法が使える 

教科書P68からP98まで読む 20 
 

教科書P68からP98まで読む 20 

第8週 

PERTによる日程の計画 

ネットワーク表示ができる 
教科書P100からP133まで読む 20 

 
教科書P100からP133まで読む 20 

第9週 
クリテェカル・パスができる 

 

教科書P100からP133まで読む 20 
 

教科書P100からP133まで読む 20 

第10週 

待ち行列とシミユーレシ

ョン 

待ち行列の基本構造ができる 
教科書P100からP133まで読む 20 

 
教科書P100からP133まで読む 20 

第11週 
お客の到着とサービス時間ができ

る 

 

教科書P100からP133まで読む 20 
 

教科書P100からP133まで読む 20 

第12週 
ミミュレーションができる 

 

教科書P100からP133まで読む 20 
 

教科書P100からP133まで読む 20 

第13週 
モンテカルロ法ができる 

乱数と発生ができる 

教科書P100からP133まで読む 20 
 

教科書P100からP133まで読む 20 

第14週 

不確定性下の意思決定 

決定理論ができる 

 

教科書P136からP153まで読む 20 
 

教科書P136からP153まで読む 20 

第15週 
不確実性の場合の意思決定原理が

理解できる 

 

教科書P136からP153まで読む 20 
 

教科書P136からP153まで読む 20 

 定期試験     

 自己点検     
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