
機械力学ab（○） 解析力学（◎） 信頼性工学（◎）

工業熱力学Ⅰab（◎） 工業熱力学Ⅱab（◎）

物質移動工学ab（◎）

伝熱概論（◎） エネルギー変換工学（◎）

（Ｂ）

力学演習ab（○） 機械工学演習（○）

生産環境工学（○） 材料物理（○）

創造工学演習 卒業研究（◎） 生産システム工学特別研究Ⅰ（○） 生産システム工学特別研究Ⅱ（○）

流体工学Ⅰab（◎） 流体力学Ⅱab（◎）

流体工学演習

応用流体力学（◎） 流体工学特論（◎）

材料力学演習

メカトロニクスab（○） 制御工学ab（◎） システム制御工学（◎） 知能システム（◎）

電気工学概論ab（○） 計測工学ab（◎） 振動工学（○）

制御工学演習

加工プロセス学Ⅱab(○）

応用数学特論（◎） 離散数学（◎）

化学特論（◎）

生産加工学（○） 工業材料（○）

材料力学Ⅰab（◎） 材料力学Ⅱab（◎） 計算力学（◎） 構造信頼性理論（◎） 材料力学特論（◎） マトリックス構造解析（◎）

表４．１　学習・教育目標を達成するために必要な授業科目の流れ（機械システムコース－機械工学）

学習・教育目標

授　業　科　目　名
準学士課程４年 準学士課程５年

（Ａ）

応用数学ab（◎）

解析学４ab（○） 解析学５ab（○）

応用物理演習４ab（○）

前期 後期

機械工学実験　（◎）

前期 後期

専攻科課程１年 専攻科課程２年

前期 後期 前期 後期

工業数学ab（◎）

応用物理（◎）

工学実験４（◎）

機械システム設計製図Ⅱ（◎）

CADⅡab

工学実験４（◎）

加工プロセス学Ⅰab（○）

プラスチック成形加工ab

統計力学（◎） 物理学特論（◎）

材料物理（◎）

機械システム設計製図Ⅲ（◎）

工学実験５（◎） 機械工学実験（◎）

生産システム工学特別研究Ⅰ（◎） 生産システム工学特別研究Ⅱ（◎）

新素材ab（○）

　

インターンシップ

コンピュータ概論Ⅱab 知的情報処理（◎）

工作実習４ 創造製作実習

インターンシップ インターンシップ

創造工学演習 卒業研究（◎） 生産システム工学特別研究Ⅰ（○） 生産システム工学特別研究Ⅱ（○）

（Ｅ）

（Ｄ）

（Ｃ）

技術者倫理(◎）

課題研究（○） 卒業研究（○） 生産システム工学特別研究Ⅰ（○） 生産システム工学特別研究Ⅱ（○）

技術と倫理ａｂ（○） 人間と環境（◎）

技術と倫理（○）

人間と環境（◎） 技術者倫理(◎） 国際社会の中の日本（◎）

生産環境工学（○）

インターンシップ（○） インターンシップ（○）

保健体育４ab（○）

経済学ab（◎） 法学ab（○）

応用数学特論(○） 離散数学（○） 統計力学（○） 物理学特論（○）

化学特論(○） 信頼性工学（○）

国語４ａｂ（○） 英語特講ab（○）

保健体育４ab（○） 保健体育５ab（○）

応用物理ab（○）

外国文献講読ab（○）英語演習４ab（○）

中国語中級ab（○）

国語４ａｂ（◎）

国語４ａｂ（◎）

日本語表現（◎）

総合英語（◎）英語特講ab（○）

材料物理（○）応用物理学演習４ab（○）

インターンシップ インターンシップ インターンシップ

韓国語Ⅰab（○） 韓国語Ⅱab（○）

卒業研究（◎） 生産システム工学特別研究Ⅰ（○） 生産システム工学特別研究Ⅱ（○）

中国語初級ab（○）

TOEICプラスab（○）

中国語中級ab（○）

中国語上級ab（○）



応用数学特論（◎） 離散数学（◎）

解析学４ab（○）

電気電子工学実験　（◎）

材料物理（◎）

表４．２　学習・教育目標を達成するために必要な授業科目の流れ（電気電子コース－電気電子工学）

学習・教育目標

授　業　科　目　名
準学士課程４年 準学士課程５年 専攻科課程１年 専攻科課程２年

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

生産システム工学特別研究Ⅰ（◎） 生産システム工学特別研究Ⅱ（◎）

解析学５ab（○）

工業数学ab（◎） 化学特論（◎）

応用物理（◎） 統計力学（◎） 物理学特論（◎）

電子工学ab（◎） 半導体工学ab（○）

電気電子設計製図ab（○）

並列計算法（○）

解析学４ab（○） 解析学５ab（○） 解析力学（◎）

データ処理ab（○） 数値計算法ab（○） 計算力学（◎）

電気電子工学実験（◎）

インターンシップ（○）

（B）

通信工学Ⅰab（◎） 通信工学Ⅱab（◎）

計測工学ab（○）

電気磁気学Ⅱab（◎）

電気情報工学特論ab（○）

電子回路Ⅰab（◎） 電子回路Ⅱab（◎）

応用物理演習４ab（○）

工業数学ab（○） 電気回路Ⅲab（◎）

工学実験４（◎） 工学実験５（◎）

インターンシップ（○） インターンシップ（○）

送配電工学（○）

工学実験４（◎）

（Ａ）

応用数学ab（◎）

パワーエレクトロニクスab（○）

回路演習（○）

電気法規・施設管理（○）

電気電子工学演習（◎）

電気機器aｂ（○）

電子回路特論（◎）

半導体デバイス工学（◎） 電子物性特論（○） 半導体シミュレーション工学（○）

データ処理ab（○） 数値計算法ab（○）

エネルギー変換論（○）

工学実験５（○）

知的情報処理（○） メディア情報処理（○）

情報演習

知能システム（◎）

制御工学ab（○）

電磁気学特論（○）

電気磁気学演習（○）

材料物理（◎）電気回路Ⅱab（◎） 発変電工学（○） 高電圧工学（○）

エネルギー変換論（○） 絶縁設計工学（○） 故障物理学（○）

信頼性工学（◎）

　

技術英語購読（○）

インターンシップ（○）

インターンシップ（○）

生産システム工学特別研究Ⅰ（○） 生産システム工学特別研究Ⅱ（○）

インターンシップ（○） インターンシップ（○）

卒業研究（◎）創造工学演習

生産環境工学（○）

技術英語購読（○）

工学実験４（○）

英語特講ab（○）

保健体育４ab（○） 保健体育５ab（○） 化学特論(○） 信頼性工学（○）

保健体育４ab（○）

（Ｄ）

経済学ab（◎） 法学ab（○） 人間と環境（◎） 技術者倫理(◎）

応用物理ab（○） 応用数学特論(○） 離散数学（○） 統計力学（○）

（Ｃ）

技術と倫理ａｂ（○） 人間と環境（◎） 技術者倫理(◎）

課題研究（○） 卒業研究（○） 生産システム工学特別研究Ⅰ（○） 生産システム工学特別研究Ⅱ（○）

インターンシップ（○）

（Ｅ）

国語４ａｂ（◎） 日本語表現（◎）

国語４ａｂ（◎） 英語特講ab（○） 総合英語（◎）

英語演習４ab（○） 外国文献講読ab（○）

TOEICプラスab（○）

中国語初級ab（○）

生産システム工学特別研究Ⅰ（○）工学実験４（○） 生産システム工学特別研究Ⅱ（○）

中国語中級ab（○）

中国語中級ab（○） 中国語上級ab（○）

韓国語Ⅰab（○） 韓国語Ⅱab（○）

卒業研究（◎）

物理学特論（○）

応用物理学演習４ab（○） 材料物理（○）

インターンシップ インターンシップ インターンシップ

国際社会の中の日本（◎）

技術と倫理（○）

生産環境工学（○）

国語４ａｂ（○）



電気電子工学実験　（◎）

知能システム（◎）

ソフトウェア工学ab（◎）

数値計算法ab（◎） 計算力学(◎）

電気電子工学演習（◎）

情報工学ab（◎） 制御工学ab（○）

メカトロニクス概論ab（○）

エネルギー変換論（○）

電子物性特論（◎）

半導体シミュレーション工学（○）

絶縁設計工学（○）

回路演習（○） 電子回路ab（○）

電気回路Ⅱab（◎）

電子回路特論（◎）

半導体デバイス工学（◎）

プログラミング言語Ⅱab（◎）

データ構造とアルゴリズムab（◎）

通信工学ab（◎） ネットワーク工学ab（○） 知的情報処理（○） メディア情報処理（○）

言語理論とオートマトンab（○）

オブジェクト指向設計ab（○）

データベース論ab（◎）

マルチメディア工学ab（○）

システムプログラムab（◎）

解析力学（○）

電気電子工学実験（◎）工学実験４（◎） 工学実験５（◎）

（B）

並列計算法（◎）

電気磁気学演習（○） 電磁気学特論（○）

プログラミング演習ab（◎）

基礎ロボット論ab（○）

信頼性工学（◎）

材料物理（◎）

故障物理学（○）

情報演習

（Ａ）

応用数学ab（◎） 応用数学特論（◎） 離散数学（◎）

解析学４ab（○）

応用物理演習４ab（○）

エネルギー変換論（○）

材料物理（◎）

解析学５ab（○）

工業数学ab（◎） 化学特論（◎）

応用物理（◎） 統計力学（◎） 物理学特論（◎）

工学実験４（◎） 工学実験５（○） 生産システム工学特別研究Ⅰ（◎） 生産システム工学特別研究Ⅱ（◎）

数値計算法ab（○）

プログラミング演習ab（○）

表４．３　学習・教育目標を達成するために必要な授業科目の流れ（情報コミュニケーションコース（制御情報工学系）－電気電子工学）

学習・教育目標

授　業　科　目　名
準学士課程４年 準学士課程５年 専攻科課程１年 専攻科課程２年

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

　

生産システム工学特別研究Ⅱ（○）

生産環境工学（○）

技術英語購読（○）

技術者倫理(◎）

課題研究（○） 卒業研究（○） 生産システム工学特別研究Ⅰ（○） 生産システム工学特別研究Ⅱ（○）

インターンシップ（○） インターンシップ（○）

工学実験５（◎）

（Ｅ）

国語４ａｂ（◎） 日本語表現（◎）

国語４ａｂ（◎） 英語特講ab（○） 総合英語（◎）

中国語中級ab（○） 中国語上級ab（○）

韓国語Ⅰab（○） 韓国語Ⅱab（○）

工学実験４（○） 卒業研究（◎） 生産システム工学特別研究Ⅰ（○）

中国語初級ab（○） 中国語中級ab（○）

技術英語購読（○）

英語演習４ab（○） 外国文献講読ab（○）

TOEICプラスab（○）

（Ｄ）

経済学ab（◎） 法学ab（○） 人間と環境（◎） 技術者倫理(◎） 国際社会の中の日本（◎）

技術と倫理（○）

生産環境工学（○）

国語４ａｂ（○） 英語特講ab（○）

物理学特論（○）

応用物理学演習４ab（○） 材料物理（○）

インターンシップ インターンシップ インターンシップ

保健体育４ab（○） 保健体育５ab（○） 化学特論(○） 信頼性工学（○）

応用物理ab（○） 応用数学特論(○） 離散数学（○） 統計力学（○）

（Ｃ）

技術と倫理ａｂ（○） 人間と環境（◎）保健体育４ab（○）

インターンシップ（○） インターンシップ（○） インターンシップ（○）

創造工学演習 卒業研究（◎） 生産システム工学特別研究Ⅰ（○） 生産システム工学特別研究Ⅱ（○）



橋梁工学（○）

水理学Ⅱab（◎）

景観環境デザインab（○）

地盤工学演習ab（○） 土木工学演習（◎）

水理学演習ab（○）

地盤工学Ⅱab（○）

測量学Ⅱab（○） 測量実習Ⅱ（○）

建築設計製図Ⅰ（◎） 建築設計製図Ⅱ（◎）

衛生工学（○）

河川環境工学ab（○） 水理学特論（◎） 水工学特論（○）

環境工学ab（○） 生産環境工学（○） 都市環境生態工学特論（○）

建設材料学特論（○）

耐震工学ab（○）

施工管理学ab（○）

コンクリート構造学Ⅰab（○） コンクリート構造学Ⅱab（○）

（B)

解析力学（◎） 信頼性工学（◎） 材料物理（○）

計算力学（◎） 知能システム（◎）

知的情報処理（○）

構造力学Ⅱab（◎） 構造力学Ⅲab（◎） 構造力学特論（◎）

土質工学特論（◎） 環境地盤工学特論（○）

土木計画学ab（○） 交通工学ab（○） 都市地域計画学特論（○） 交通計画学特論（○） 都市交通計画学特論（○） 農村地域計画学特論（○）

（Ａ）

応用数学ab（◎） 応用数学特論（◎） 離散数学（◎）

解析学４ab（○）

応用物理演習４ab（○） 土木工学実験　（◎） 材料物理（◎）

都市工学実験（◎） 卒業研究（◎） 生産システム工学特別研究Ⅰ（◎） 生産システム工学特別研究Ⅱ（◎）

解析学５ab（○）

工業数学ab（◎） 化学特論（◎）

応用物理（◎） 統計力学（◎） 物理学特論（◎）

表４．５　学習・教育目標を達成するために必要な授業科目の流れ（都市環境コース－土木工学）

学習・教育目標

授　業　科　目　名
準学士課程４年 準学士課程５年 専攻科課程１年 専攻科課程２年

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

　

建設工学実験（○）

韓国語Ⅰab（○） 韓国語Ⅱab（○）

卒業研究（◎） 生産システム工学特別研究Ⅰ（○） 生産システム工学特別研究Ⅱ（○）

外国文献講読ab（○）

TOEICプラスab（○）

中国語初級ab（○） 中国語中級ab（○）

中国語中級ab（○） 中国語上級ab（○）

インターンシップ インターンシップ インターンシップ

離散数学（○） 統計力学（○） 物理学特論（○）

材料物理（○）

国語４ａｂ（○） 英語特講ab（○）

（Ｅ）

国語４ａｂ（◎） 日本語表現（◎）

国語４ａｂ（◎） 英語特講ab（○） 総合英語（◎）

英語演習４ab（○）

応用物理ab（○） 応用数学特論(○）

応用物理学演習４ab（○）

保健体育４ab（○） 保健体育５ab（○） 化学特論(○） 信頼性工学（○）
（Ｄ）

経済学ab（◎） 法学ab（○） 人間と環境（◎） 技術者倫理(◎） 国際社会の中の日本（◎）

技術と倫理（○）

生産環境工学（○） 都市環境生態工学特論（◎） 環境地盤工学特論（◎）

技術者倫理(◎）

課題研究（○） 卒業研究（○） 生産システム工学特別研究Ⅰ（○） 生産システム工学特別研究Ⅱ（○）

インターンシップ（○） インターンシップ（○）

インターンシップ（○） インターンシップ（○） インターンシップ（○）

（Ｃ）

技術と倫理ａｂ（○） 人間と環境（◎）

保健体育４ab（○）

都市工学実験（○） 土木工学実験（○）

創造工学演習（○） 卒業研究（◎） 生産システム工学特別研究Ⅰ（○） 生産システム工学特別研究Ⅱ（○）



水理学特論（◎）

生産環境工学（○）

材料物理（○）

計算力学（◎）

知的情報処理（○）

構造力学特論（◎） 建設材料学特論（○）

知能システム（◎）

信頼性工学（◎）

都市工学実験（◎） 生産システム工学特別研究Ⅰ（◎） 生産システム工学特別研究Ⅱ（◎）

（Ａ）

応用数学ab（◎）

建築法規（○）

卒業研究（◎）

解析力学（◎）

物理学特論（◎）応用物理（◎） 統計力学（◎）

応用数学特論（◎） 離散数学（◎）

解析学５ab（○）

工業数学ab（◎） 化学特論（◎）

解析学４ab（○）

応用物理演習４ab（○） 土木工学実験　（◎） 材料物理（◎）

表４．６　学習・教育目標を達成するために必要な授業科目の流れ（建築デザインコース－土木工学）

学習・教育目標

授　業　科　目　名
準学士課程４年 準学士課程５年 専攻科課程１年 専攻科課程２年

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

土木工学演習（◎）

建築構造ab（○）

（B)

コンピュータデザイン演習（○） コンピュータデザイン演習（○）

建築計画・デザイン演習（○）

水工学特論（○）

都市環境生態工学特論（○）

環境地盤工学特論（○）

都市地域計画学特論（○） 交通計画学特論（○） 都市交通計画学特論（○） 農村地域計画学特論（○）

土質工学特論（◎）

建築環境（○） 景観環境デザインab（○）

環境工学ab（○）

スチールストラクチャーab（○）

建築構法ab（○

耐震工学ab（○）

構造力学Ⅲab（◎）構造力学Ⅱab（◎）

建築設備ab（○）建築史Ⅱ（○）

建築構造設計ab（○）

デザイン構成論ab（○）

コンクリート構造学Ⅱab（○）コンクリート構造学Ⅰab（○）

測量実習Ⅱ（○）測量学Ⅱab（○）

住宅計画ab（○）建築計画・デザインab（○）

建築施工ab（○）

建築設計製図Ⅱ（◎）建築設計製図Ⅰ（◎）

　

（Ｅ）

国語４ａｂ（◎） 日本語表現（◎）

国語４ａｂ（◎） 英語特講ab（○） 総合英語（◎）

英語演習４ab（○） 外国文献講読ab（○）

TOEICプラスab（○）

韓国語Ⅰab（○）

中国語中級ab（○） 中国語上級ab（○）

中国語中級ab（○）中国語初級ab（○）

卒業研究（◎）

韓国語Ⅱab（○）

生産システム工学特別研究Ⅰ（○）

（Ｃ）

技術と倫理ａｂ（○） 人間と環境（◎） 技術者倫理(◎）

国際社会の中の日本（◎）

生産環境工学（○）

物理学特論（○）

材料物理（○）

インターンシップ

保健体育４ab（○） 保健体育５ab（○）

課題研究（○） 卒業研究（○） 生産システム工学特別研究Ⅰ（○）

（Ｄ）

経済学ab（◎） 法学ab（○） 人間と環境（◎） 技術者倫理(◎）

応用物理ab（○） 応用数学特論(○） 離散数学（○） 統計力学（○）

インターンシップ

土木工学演習（◎）

都市工学実験（○） 土木工学実験（○）

創造工学演習（○）

インターンシップ（○） インターンシップ（○） インターンシップ（○）

卒業研究（◎）

建築計画・デザイン演習（○）

英語特講ab（○）国語４ａｂ（○）

生産システム工学特別研究Ⅰ（○） 生産システム工学特別研究Ⅱ（○）

都市環境生態工学特論（◎） 環境地盤工学特論（◎）

造形デザイン演習Ⅱ（○）

生産システム工学特別研究Ⅱ（○）

化学特論(○） 信頼性工学（○）

保健体育４ab（○）

生産システム工学特別研究Ⅱ（○）

技術と倫理（○）

インターンシップ（○）インターンシップ（○）

インターンシップ

応用物理学演習４ab（○）


