
工学科：　総合システム 学年：　4 コース：　全 開講期：　前期

科目種別：　必修 単位数：　１ 　

工学科：　総合システム 学年：　4 コース：　全 開講期：　後期

科目種別：　必修 単位数：　１ 　

科目名：　国語 4a 英文名：　Japanese 4a

第　１週　作文の書き方（１）「自己アピール」
第　２週　作文の書き方（２）「自己アピール」
第　３週　作文の書き方（１）「志望動機」
第　４週　作文の書き方（２）「志望動機」
第　５週　SPI言語的分野の演習（１）
第　６週　SPI言語的分野の演習（２）
第　７週　公務員試験文章理解の演習
第　８週　中間試験
第　９週　答案返却・解答
第１０週　小論文の書き方（１）「環境問題について」
第１１週　小論文の書き方（２）「環境問題について」
第１２週　小論文の書き方（１）「科学技術の発展について」
第１３週　小論文の書き方（２）「科学技術の発展について」
第１４週　期末試験
第１５週　答案返却・解答

■授業概要・方法等
技術者をめざす高専の学生を対象に、進学･就職に対応できる文章構成能力と読
解力向上のため、日本語運営能力の基礎を身につけます。
■学習・教育目標および到達目標
受講者は、この授業を履修することによって、
１．(D-G1)四字熟語や故事成語、ことわざなど言葉について知識を深める。
２．(E-G1)論理的に考え、説得力を持って意見を提示することが出来る書き方を理
解する。
ことができるようになります。
■教科書
『プライム常用国語』第一学習社
■参考書
『常用漢字クリア』尚文出版
■関連科目
特になし
■成績評価方法および基準
  定期考査成績：定期試験(60％)、漢字小テスト（40％）として評価します。ただし
ノートの提出が無い場合はｰ20％。定期試験は中間・期末の2回。
  方　　式：記述式
  最終成績：　定期考査成績の平均点とし、80点以上「優」，70点以上～80点未満
「良」，60点以上～70点未満「可」，60点未満「不可」とします。
■教員所在場所
大内清司：本館2階　広報・企画室
■授業評価アンケート実施方法
２月にアンケート用紙を配布します。
■メールアドレス
大内：oouchi@ktc.ac.jp
■オフィスアワー
大内清司：月12:15～13:00

　第　１週　文章の整え方（１）話し言葉を書き言葉の直す
　第　２週　文章の整え方（２）言い切り型の文を書く
　第　３週　文章の整え方（３）手術を呼応させる
　第　４週　文章の整え方（４）接続詞を使いこなす
　第　５週　熟語の整理
　第　６週　ことわざ
　第　７週　故事成語
　第　８週　中間試験
　第　９週　答案返却・解答
　第１０週　原稿用紙の使い方
　第１１週　作文の書き方（１）「高専生活で得たもの」
　第１２週　作文の書き方（２）「高専生活で得たもの」
　第１３週　類義語・反対語、文学史の整理
　第１４週　期末試験
　第１５週　答案返却・解答

授　業　計　画
■授業概要・方法等
技術者をめざす高専の学生を対象に、進学･就職に対応できる文章構成能力と読
解力向上のため、日本語運営能力の基礎を身につけます。
■学習・教育目標および到達目標
受講者は、この授業を履修することによって、
１．(D-G1)四字熟語や故事成語、ことわざなど言葉について知識を深める。
２．(E-G1)論理的に考え、説得力を持って意見を提示することが出来る書き方を理
解する。
ことができるようになります。
■教科書
『プライム常用国語』第一学習社
■参考書
『常用漢字クリア』尚文出版
■関連科目
特になし
■成績評価方法および基準
  定期考査成績：定期試験(60％)、漢字小テスト（40％）として評価します。ただし
ノートの提出が無い場合はｰ20％。定期試験は中間・期末の2回。
  方　　式：記述式
  最終成績：　定期考査成績の平均点とし、80点以上「優」，70点以上～80点未満
「良」，60点以上～70点未満「可」，60点未満「不可」とします。
■教員所在場所
大内清司：本館2階　広報・企画室
■授業評価アンケート実施方法
10月にアンケート用紙を配布します。
■メールアドレス
大内：oouchi@ktc.ac.jp
■オフィスアワー
大内清司：月12:15～13:00

授　業　概　要

科目名：　国語 4b 英文名：　Japanese 4b

授　業　計　画 授　業　概　要

担当者：　大内清司

担当者：　大内清司



工学科：　総合システム 学年：　4 コース：　全 開講期：　前期

科目種別：　必修 単位数：　1.5 習熟度別クラス編成 　

工学科：　総合システム 学年：　4 コース：　全 開講期：　後期

科目種別：　必修 単位数：　1.５ 習熟度別クラス編成

科目名：　英語4a 英文名：　English 4a

第１週　Unit 7 I hate sweets
第2週　Unit 8 Challenge 2
第3週　Unit 8 Challenge 2
第4週  Unit 9 I feel sick
第5週　Unit 9 I feel sick
第6週　Unit 10 I'd like to open an account
第7週　Unit 10 I'd like to open an accou
第８週　中間試験
第９週　答案返却・解答
　　　　　　Unit 11 I was disappointed
第10週　Unit 11 I was disappointed
第11週　Unit 12 Challenge 3
第12週　Unit 12 Challenge 3
第13週　Unit 12 Challenge 3
第１４週　期末試験
第１５週　答案返却・解答

■授業概要･方法等
　教科書に沿った授業展開をし、英語を読む、書く、聞く、話す活動を総合的に行
い、実社会で使える英語コミュニケーション能力を身につける活動を行います。
■学習･教育目標および到達目標
　受講者は、この授業を履修することによって、
1.　(E-G2）英会話を聞き、英文を読んで、その概要と要点がわかる。
2.　(E-G2）教科書に出てくる英語表現を書くことができる。
3.　(E-G2）外国の生活や文化について理解を深める。
ことができるようになります。　ただし習熟度Cクラス(1～3)、A1,A2,A3クラス(1～2）を
到達目標とします。
■教科書　English Connections Study & Holiday 1(Macmillan Languagehouse)
■参考文献　なし
■関連科目　英語1、英語2、英語4、英語特講、TOEICプラス、外国語文献購読
■成績評価方法および基準
種類：定期試験（2回）、方式：記述式と選択式
定期考査成績：共通テスト30%、クラステスト50%、小テスト10%、課題10%で評価しま
す。
最終成績：2回の定期考査成績の平均点とします。
80点以上「優」、70点以上～80点未満「良」、60点以上～70点未満「可」、60点未満
「不可」
■教員所在場所　竹内、花巻：2号館2階共通教育科、上田：本館1階学生部
中橋：本館2階コミュニケーション室、松山：本館1階カウンセラー室
■授業評価アンケート実施方法　2月にアンケート用紙を配布します。
■メールアドレス　竹内：takeuchi@ktc.ac.jp　上田：ueda@ktc.ac.jp
中橋：nakahasi@ktc.ac.jp　松山：matsuyama@ktc.ac.jp　花巻：hanamaki@ktc.ac.jp
■オフィスアワー　月曜日と水曜日の12時15分～12時55分

第　１週　Unit 1 Nice to meet you!
第　２週　Unit 1 Nice to meet you!
第　３週　Unit 2 I'd like Diet Coke
第　４週　Unit 2 I'd like Diet Coke
第　５週　Unit 3 I need your advice
第　６週　Unit 3 I need your advice
第　７週　Unit 4 Challenge 1
第　８週　中間試験
第　９週　答案返却・解答
            　Unit 4 Challenge 1
第１０週　Unit 5 I need your help
第１１週　Unit 5 I need your help
第１２週　Unit 6 What's the teacher like?
第１３週  Unit 6 What's the teacher like?
第１４週　期末試験
第１５週　答案返却・解答

授　業　計　画
■授業概要･方法等
　教科書に沿った授業展開をし、英語を読む、書く、聞く、話す活動を総合的に行
い、実社会で使える英語コミュニケーション能力を身につける活動を行います。
■学習･教育目標および到達目標
　受講者は、この授業を履修することによって、
1.　(E-G2）英会話を聞き、英文を読んで、その概要と要点がわかる。
2.　(E-G2）教科書に出てくる英語表現を書くことができる。
3.　(E-G2）外国の生活や文化について理解を深める。
ことができるようになります。　ただし習熟度Cクラス(1～3)、A1,A2,A3クラス(1～2）を
到達目標とします。
■教科書　English Connections Study & Holiday 1(Macmillan Languagehouse)
■参考文献　なし
■関連科目　英語1、英語2、英語4、英語特講、TOEICプラス、外国語文献購読
■成績評価方法および基準
種類：定期試験（2回）、方式：記述式と選択式
定期考査成績：共通テスト30%、クラステスト50%、小テスト10%、課題10%で評価しま
す。
最終成績：2回の定期考査成績の平均点とします。
80点以上「優」、70点以上～80点未満「良」、60点以上～70点未満「可」、60点未満
「不可」
■教員所在場所　竹内、花巻：2号館2階共通教育科、上田：本館1階学生部
中橋：本館2階コミュニケーション室、松山：本館1階カウンセラー室
■授業評価アンケート実施方法　10月にアンケート用紙を配布します。
■メールアドレス　竹内：takeuchi@ktc.ac.jp　上田：ueda@ktc.ac.jp
中橋：nakahasi@ktc.ac.jp　松山：matsuyama@ktc.ac.jp　花巻：hanamaki@ktc.ac.jp
■オフィスアワー　月曜日と水曜日の12時15分～12時55分

授　業　概　要

科目名：　英語4b 英文名：　English 4b

授　業　計　画 授　業　概　要

担当者：　竹内春樹　上田透　中橋修　松山文彦　花巻昌子

担当者：　竹内春樹　上田透　中橋修　松山文彦　花巻昌子



工学科：　総合システム 学年：　4 コース：　全 開講期：　前期

科目種別：　必修 単位数：　１ 　

工学科：　総合システム 学年：　4 コース：　全 開講期：　後期

科目種別：　必修 単位数：　１

担当者：　三井啓

担当者：　三井啓

科目名：　経済学a 英文名：　Economics a

科目名：　経済学b 英文名：　Economics b

第　１週　マクロ経済学の基礎的概念の把握
第　２週　国民所得の決定　(1)
第　３週　国民所得の決定　(2)
第　４週　投資需要の決定
第　５週　貨幣の供給
第　６週　IS-LM分析　(1)
第　７週　IS-LM分析　(2)
第　８週　中間試験
第　９週　答案の返却と解答
第１０週　雇用の決定  (1)
第１１週　雇用の決定  (2)
第１２週　国際マクロ経済学  (1)
第１３週　国際マクロ経済学  (2)
第１４週　期末試験
第１５週　答案の返却と解答

■授業概要･方法等
　本授業では、はじめて経済学を学ぶ学生が経済学に親しみ、基礎的な内容を理
解できるように配慮します。マクロ経済の基本的な仕組みについて、身近な事例をと
おして学習します。方法としては、講義形式で行います。クラスでの質疑応答・問題
演習・グループワークを通じてさらに理解度を深めます。
■到達目標
　受講者は、この授業を履修することによって、
１．（D-G1）マクロ経済用語の基礎知識を修得する。
２．（D-G1）マクロ経済の動きについての基本的仕組みを理解する。
３．（D-G1）身近な事例を通してマクロ経済についての関心と理解を深める。
ことができるようになります。
■教科書　木暮太一著『大学で履修する入門経済学が１日でつかめる本』（マトマ
出版）
　　　　　　　木暮太一著『落ちこぼれでもわかるマクロ経済学の本』（マトマ出版）
■関連科目　政治・経済・数学
■成績評価方法および基準
種類：筆記試験（中間・期末の2回），方法：記述式
定期考査成績：筆記試験(100%）で評価します。
最終成績：2回の定期考査成績の平均とします。
80点以上「優」，70点以上80点未満「良」，60点以上70点未満「可」，60点未満「不
可」
■教員所在場所　2号館2階共通教育科教員室
■授業評価アンケート実施方法　２月にアンケート用紙を配布します。
■メールアドレス　mit.mitsui@gmail.com
■オフィスアワー　水曜日12:15～13:00

第　１週　経済学とは何か
第　２週　ミクロ経済学の基礎的概念の把握
第　３週　家計の行動　(1)
第　４週　家計の行動　(2)
第　５週　企業の行動　(1)
第　６週　企業の行動　(2)
第　７週　市場制度と最適資源配分
第　８週　中間試験
第　９週　答案の返却と解答
第１０週　部分均衡分析
第１１週　不完全競争 (1)
第１２週　不完全競争 (2)
第１３週　不確実性、不完全情報市場、所得分配
第１４週　期末試験
第１５週　答案の返却と解答

授　業　計　画
■授業概要･方法等
　本授業では、はじめて経済学を学ぶ学生が経済学に親しみ、基礎的な内容を理
解できるように配慮します。ミクロ経済の基本的な仕組みについて、身近な事例をと
おして学習します。方法としては、主として講義形式で行いますが、クラスでの質疑
応答・問題演習・グループワークを通じてさらに理解度を深めます。
■学習･教育目標および到達目標
　受講者は、この授業を履修することによって、
１．（D-G1）ミクロ経済用語の基礎知識を修得する。
２．（D-G1）ミクロ経済の動きについての基本的仕組みを理解する。
３．（D-G1）身近な事例を通してミクロ経済についての関心と理解を深める。
ことができるようになります。
■教科書　木暮太一著『大学で履修する入門経済学が１日でつかめる本』（マトマ
出版）
　　　　　　　木暮太一著『落ちこぼれでもわかるミクロ経済学の本』（マトマ出版）
■関連科目　政治・経済・数学
■成績評価方法および基準
種類：筆記試験（中間・期末の2回），方法：記述式
定期考査成績：筆記試験(100%）で評価します。
最終成績：2回の定期考査成績の平均とします。
80点以上「優」，70点以上80点未満「良」，60点以上70点未満「可」，60点未満「不
可」
■教員所在場所　2号館2階共通教育科教員室
■授業評価アンケート実施方法　10月にアンケート用紙を配布します。
■メールアドレス　mit.mitsui@gmail.com
■オフィスアワー　水曜日12:15～13:00

授　業　概　要

授　業　計　画 授　業　概　要



工学科：　総合システム 学年：　４ コース：　全 開講期：　前期

科目種別：　必修 単位数：　０．５ 　

工学科：　総合システム 学年：　４ コース：　全 開講期：　後期

科目種別：　必修 単位数：　０．５

第１週　保健・体育理論　Ⅲ－１現代社会における健康について
第２週　球技・レクリエーションスポーツ（テニス）
第３週　球技・レクリエーションスポーツ（バレーボール）
第４週　球技・レクリエーションスポーツ（卓球）
第５週　球技・レクリエーションスポーツ（ソフトテニス）
第６週　保健・体育理論　Ⅲ－２　疾病とその予防について
第７週　陸上競技・マラソン
第８週　陸上競技・マラソン
第９週　陸上競技・マラソン
第１０週　陸上競技・マラソン
第１１週　保健・体育理論　Ⅳ－１－２－３　生涯スポーツと健康
第１２週　陸上競技・マラソン計測
第１３週　試験　新体力テスト
第１４週　期末試験
第１５週　答案返却・解答

■授業概要・方法等
　少年から青年へと成長する過渡期にある高専の学生にとって心身の健全な育成
の為に行なわれる保健体育の学習は極めて重要です。将来社会人として生きてい
く際にも、健康を自分自身で管理す為の基本知識を養う事を目標とします。
■学習・教育目標および到達目標
　受講者は、この授業を履修することによって
１．（C-G2）（D-G2）自分で健康を管理する為の基本的知識を身に付ける。
２．（D-G2）集団行動を通じて協調性を養う。
３．（D-G2）多種多様なスポーツの基本的ルールを学び、参加する楽しさを覚える。
ことができるようになります。
■教科書　「保健体育概論（増補版）」近畿地区高等専門学校体育研究会編
　「最新スポーツルール」大修館」
■参考文献　なし
■関連科目　保健・健康科学
■成績評価基準
種類：　定期試験（1回）　　方式：　記述式
　体育では、各種目の運動技能及び授業への取り組み方から評価する。各競技及
び新体力テストによるスキル・テスト（40％）と授業への積極性及び課題評価（40％）
と後期に行なう定期考査（20％）によって　総合的に評価します。
80点以上「優」，70点以上～80点未満「良」，60点以上～70点未満「可」，60点未満
「不可」
■教員所在場所　：　須山雅俊：３号館１階体育科教員室
                                福島伸一：本館１階寮務部
■授業評価アンケート実施　２月にアンケート用紙を配布します。
■メールアドレス        kamei@ktc.ac.jp
■オフィスアワー　　　月曜日１～２時間目・金曜日３時間目以降

第　１週　ストレッチ体操の基本と体つくり運動
第　２週　保健・体育理論　Ⅰ－１　スポーツ障害
第　３週　球技・基本技術の向上（バスケットボールⅠ）
第　４週　球技・戦術的能力の向上（バスケットボールⅡ）
第　５週　保健・体育理論　Ⅰ－２　スポーツトレーニングについて
第　６週　球技・基本技術の向上（バトミントンⅠ）
第　７週　球技・戦術的能力の向上（バトミントンⅡ）
第　８週　球技・基本技術の向上（サッカーⅠ）
第　９週　球技・戦術的能力の向上（サッカーⅡ）
第１０週　保健・体育理論　Ⅱ－１　文化としてのスポーツについて
第１１週　球技・基本技術の向上（ソフトボールⅠ）
第１２週　球技・戦術的能力の向上（ソフトボールⅡ）
第１３週　試験・新体力テスト
第１４週　期末試験（筆記）
第１５週　答案返却・解答

授　業　計　画
■授業概要・方法等
　少年から青年へと成長する過渡期にある高専の学生にとって心身の健全な育成
の為に行なわれる保健体育の学習は極めて重要です。将来社会人として生きてい
く際にも、健康を自分自身で管理す為の基本知識を養う事を目標とします。
■学習・教育目標および到達目標
　受講者は、この授業を履修することによって
１．（C-G2）（D-G2）自分で健康を管理する為の基本的知識を身に付ける。
２．（D-G2）集団行動を通じて協調性を養う。
３．（D-G2）多種多様なスポーツの基本的ルールを学び、参加する楽しさを覚える。
ことができるようになります。
■教科書　「保健体育概論（増補版）」近畿地区高等専門学校体育研究会編
　「最新スポーツルール」大修館」
■参考文献　なし
■関連科目　保健・健康科学
■成績評価基準
種類：　定期試験（1回）　　方式：　記述式
　体育では、各種目の運動技能及び授業への取り組み方から評価する。各競技及
び新体力テストによるスキル・テスト（40％）と授業への積極性及び課題評価（40％）
と前期に行なう定期考査（20％）によって　総合的に評価します。
80点以上「優」，70点以上～80点未満「良」，60点以上～70点未満「可」，60点未満
「不可」
■教員所在場所　：　須山雅俊：３号館１階体育科教員室
                                福島伸一：本館１階寮務部
■授業評価アンケート実施　９月にアンケート用紙を配布します。
■メールアドレス        kamei@ktc.ac.jp
■オフィスアワー　　　月曜日１～２時間目・金曜日３時間目以降

授　業　概　要

授　業　計　画 授　業　概　要

担当者：　亀井俊彦、須山雅俊、福島伸一、齊藤　彰、池田健朗、三好紀孝、辻本修

担当者：　亀井俊彦、須山雅俊、福島伸一、齊藤　彰、池田健朗、三好紀孝、辻本修

科目名：　保健体育4a 英文名：　Health and physical education 4a

科目名：　保健体育4b 英文名：　Health and physical education 4b



工学科：　総合システム 学年：　4 コース：　全 開講期：　前期

科目種別：　選択 単位数：　1 　

工学科：　総合システム 学年：　4 コース：　全 開講期：　後期

科目種別：　選択 単位数：　1 　

授　業　計　画 授　業　概　要

担当者：　伊藤　豊治

担当者：　伊藤　豊治

科目名：　解析学4a 英文名：　Analysis Ⅰa

第　１週　ラプラス変換の定義と例１
第　２週　ラプラス変換の定義と例2
第　３週　基本的性質１
第　４週　基本的性質2
第　５週　ラプラス変換の演習１
第　６週　ラプラス変換の演習2
第　７週　ラプラス変換の表の作成
第　８週　逆ラプラス変換
第　９週　逆ラプラス変換の演習
第１０週　微分方程式への応用1
第１１週　微分方程式への応用2
第１２週　たたみこみ
第１３週　線形システムの伝達関数とデルタ関数
第１４週　期末試験
第１５週　答案返却・解答

■授業概要・方法等
　微分積分学のうちで、必修科目の「数学」や「応用数学」で扱えなかった単元を修
得します。
■到達目標
　受講者は、この授業を履修することによって、
１．(A-G1)ラプラス変換とはどのようなものかを理解できる
２．(A-G1)基本的なタイプのラプラス変換、逆ラプラス変換を求めることができる
３．(A-G1)ラプラス変換を微分方程式を解く事に利用できる
ようになります。
■教科書
新訂　応用数学（大日本図書）
■関連科目
微分積分学Ⅰ・Ⅱ、応用数学
■成績評価方法および基準
種類：　定期試験（1回），方式：　記述式
定期考査成績：定期試験(90％)、課題（10％）として評価します。
最終成績：定期考査成績に準じます。
80点以上「優」，７0点以上～80点未満「良」，60点以上～70点未満「可」，60点未満
「不可」
■教員所在場所
本館2階企画広報室
■授業評価アンケート実施方法
2月にアンケート用紙を配布します
■メールアドレス
titoh@ktc.ac.jp
■オフィスアワー
平日12時15分から13時

第　１週　ガイダンス・微分方程式とは？）
第　２週　微分方程式　1階微分方程式（微分方程式の意味とその
解）
第　３週　微分方程式　1階微分方程式（変数分離形１）
第　４週　微分方程式　1階微分方程式（変数分離形２）
第　５週　微分方程式　1階微分方程式（同次形)
第　６週　微分方程式　1階微分方程式（1階線形微分方程式1）
第　７週　微分方程式　1階微分方程式（1階線形微分方程式2)
第　８週　中間試験
第　９週　答案返却・解答
　　　　　　微分方程式　2階微分方程式（線形微分方程式）
第１０週　微分方程式　2階微分方程式（定数係数斉次線形微分方
程式）
第１１週　微分方程式　2階微分方程式（定数係数非斉次線形微分
方程式）
第１２週　微分方程式　2階微分方程式（いろいろな線形微分方程
式）
第１３週　微分方程式　2階微分方程式（線形でない2階微分方程
式）
第１４週　期末試験
第１５週　答案返却・解答

授　業　計　画
■授業概要・方法等
　微分積分学のうちで、必修科目の「数学」や「応用数学」で扱えなかった単元を修
得します。
■学習・教育目標および到達目標
　受講者は、この授業を履修することによって、
１．(A-G1)微分方程式とはどのようなものかを理解できる
２．(A-G1)基本的なタイプの微分方程式を解くことができる
ようになるようになります。
■教科書
新訂　微分積分Ⅱ（大日本図書）
■関連科目
微分積分学Ⅰ・Ⅱ、応用数学
■成績評価方法および基準
種類：　定期試験（2回），方式：　記述式
定期考査成績：定期試験(90％)、課題（10％）として評価します。
最終成績：2回の定期考査成績の平均とします。
80点以上「優」，７0点以上～80点未満「良」，60点以上～70点未満「可」，60点未満
「不可」
■教員所在場所
本館2階企画広報室
■授業評価アンケート実施方法
10月にアンケート用紙を配布します
■メールアドレス
titoh@ktc.ac.jp
■オフィスアワー
平日12時15分から13時

授　業　概　要

科目名：　解析学4ｂ 英文名：　Analysis Ⅰｂ



工学科：　総合システム 学年：　4 コース：　全 開講期：　前期

科目種別：　選択 単位数：　０．５ 　

工学科：　総合システム 学年：　4 コース：　全 開講期：　後期

科目種別：　選択 単位数：　０．５

担当者：　酒井宗和

担当者：　酒井宗和

科目名：　　中国語　初級 a 英文名：　Ｃｈｉｎｅｓｅ（ｂｅｇｉｎｎｅｒ‘ｓ　ｃｌａｓｓ）a

科目名：　　中国語　初級　ｂ 英文名：　Cｈｉｎｅｓｅ　（ｂｅｇｉｎｎｅｒ‘ｓ　ｃｉａｓｓ）b

第　１週～７週　各種の挨拶語を覚え、発音とその符号を修得し、関
連の中国式「漢字」を覚える。

第　８週　中間試験（ヒアリングテストを含む）
第　９週　スピーキングテスト、答案返却・解答

第１０週～１３週　数字の言い方と各種の、数字による表現を学ぶ

第１４週　期末試験（ヒアリングテストを含む）
第１５週　スピーキングテスト、答案返却・解説

■授業概要　色々な中国語数字の数え方、数字の各種の使われ方、及びその表
現、　数字を用いた中国の成語、携帯用語などを学びます。
■到達目標
1. (E-G2) 中国語の背景となる中国の歴史や文化・自然条件や風俗・習慣、発想・
価　値観を知り、自国との対比において理解し、自然との調和を考慮した視点で物
事を考えるきっかけにすることがができるようになります。
2．(E-G2)言語学、音韻学、考古学的に中国語を理解し、中国語の「漢字」を覚え
始めます。
具体的には、後期に於いて、日常生活の基礎用語の一つである数字とその各種の
使い方を覚え、同時に「発音符号」に熟達させ、一方、中国式「漢字」を覚え始めさ
せ　　ます。
■授業の進め方　プリントを配布し、指名して読ませ、全員で反復音読し、背景とな
る　中国の現地事情を解説します。
■教科書　プリントを作成します。
■参考書　　特にありません。
■関連科目　　特にありません。
■試験方法
種類：　定期試験（２回），方式：　記述式とヒアリング、スピーキングテスト
■成績評価基準
定期考査成績：２回の定期試験①記述テスト（６０点）＝挨拶言葉の翻訳と「発音符
号」　の表記力　②ヒアリング（２０点）、スピーキング（２0点）＝母音、子音、アクセント
の発音力を三段階に分け、できなければ０点、できれば１０点、良くできれば２０点と
評価します。欠席した場合、３回を限度として、一回につき５点を定期試験点より減
点します。80点以上「優」，70点以上～80点未満「良」，　60点以上～70点未満
「可」，60点未満「不可」。　最終成績：２回の定期考査の平均点とします。
■授業アンケート実施方法　２月にアンケート用紙を配布します。
■教員所在場所　本館４階　国際交流部
■メールアドレス　sakai@ktc.ac.jp
■オフィスアワー　土曜第４限

第　１週　ガイダンス（中国語の特徴と概要及び授業の進め方）
第　２週　挨拶語を覚える中で発音（声調＝高低アクセント）を覚える
第　３週　挨拶語を覚える中で発音と発音符号（母音１）を覚える
第　４週　挨拶語を覚える中で発音と発音符号（母音２）を覚える
第　５週　挨拶語を覚える中で発音と発音符号（母音３）を覚える
第　６週　挨拶語を覚える中で発音と発音符号（母音４）を覚える
第　７週　挨拶語を覚える中で発音と発音符号（子音１）を覚える
第　８週　中間試験（含ヒアリングテスト）
第　９週　スピーキングテストと答案返却・解説
　
第１０週　挨拶語を覚える中で発音・発音符号（子音２）を覚える
第１１週　挨拶語を覚える中で発音・発音符号（子音３）を修得する
第１２週　挨拶語を覚える中で発音・発音符号・アクセントを修得する
第１３週　各自の名前を中国語で言い、その発音符号を書けるように
する
第１４週　期末試験（ヒアリングテストを含む）
第１５週　スピーキングテストと答案返却・解説

授　業　計　画
■授業概要
各種の挨拶言葉を教師の口真似で十回ほど繰り返し、一方、出てきた各音節につ
き、音声学的解説を加え、意識的記憶と意図的練習ができるように認識付けしま
す。
■到達目標
１．(E-G2) 中国語の背景となる中国の歴史や文化・自然条件や風俗・習慣、発想・
価値観を知り、自国との対比において理解し、自然との調和を考慮した視点で物事
を考えるきっかけにすることができるようになります。
２．(E-G2)言語学、音韻学、考古学的に中国語を理解し、中国語の基礎学力を身
に付けます。
具体的には、前期に於いて、各種の挨拶言葉を耳で覚え、同時に「発音符号」を知
り、聞き、話し、読み、書くことを、基本的に修得させます。
■授業の進め方
各種の挨拶言葉をプリントにし、教師の口真似で十回ほど繰り返し、音（言葉）として
記憶すると同時に、「発音符号」を読みこなし、字引きを利用できる力を付け、
意識的記憶と自習ができるようにします。
■教科書　プリントを作成、配布します。また夏季休暇には課題プリントを課します。
■参考書　中国語音節表を配布します。
■関連科目　特にありません。
■試験方法
種類：　定期試験（2回）　方式：　記述式５０点、スピーキング２０点、ヒアリング２０点。
　　　　　夏季課題（プリント）２０点。
■成績評価基準　定期考査成績：
①記述テスト＝挨拶言葉の翻訳と発音符号の表記力
②母音、子音、アクセントの聞き分け力
③挨拶言葉のスピーク、母音・子音・アクセントの発音力
定期試験及び夏季課題の合計を２で割ったものを定期考査点とします。欠席した場
合、３回を限度として、一回当たり５点を定期考査点より減点します。
80点以上「優」，70点以上～80点未満「良」，60点以上～70点未満「可」，60点未満
「不可」
■授業アンケート実施方法　１０月にアンケート用紙を配布します。
■教員所在場所  本館４階　国際交流部
■メールアドレス　sakai@ktc.ac.jp
■オフィスアワー　土曜第４限

授　業　概　要

授　業　計　画 授　業　概　要



工学科：　総合システム 学年：　４ コース：　全 開講期：　前期

科目種別：　選択 単位数：　０．５ 　

 

工学科：　総合システム 学年：　４ コース：　全 開講期：　後期

科目種別：　選択 単位数：　０．５

１週～７週　列車利用時の会話

第　８週　中間試験（ヒアリングテストを含む）
第　９週　スピーキングテスト、答案返却・解答

第１０週～１３週　買い物会話、外貨交換

第１４週　期末試験（ヒアリングテストを含む）
第１５週　スピーキングテスト、答案返却・解答

■授業概要　中国での主な交通手段となる列車の利用に関する習慣、用語など及
び生活上必要な買い物時の用語を学び中国人の発想や習慣を知ります。
■到達目標
１．(E-G2)中国語の背景となる中国の歴史や文化・自然条件や風俗・習慣、発想・
価値観を知り、自国との対比において理解し、自然との調和を考慮した視点で物事
を考えることができるようになります。
２．(E-G2)人文科学、社会科学、自然科学分野の基礎学力を身に付けます。
後期では列車利用、買い物時（外貨兌換を含め）の会話を学びます。
■授業の進め方
プリントを配布し、教師の音読を聞いて、学生が声調記号を記入し、反復音読し、記
憶する。背景となる中国の現地事情を解説します。
■教科書
教師がプリントを作成、配布します。
■参考書　特にありません
■関連科目　特にありません。
■試験方法
種類：　定期試験（２回），方式：　記述式，ヒアリング，スピーキングを実施します。
■成績評価基準
定期考査成績：期末２回の定期試験６0点、ヒアリング２０点、スピーキング各２0点と
して評価します。
最終成績：定期考査２回（中間・期末）の平均点とします。
欠席した場合、３回を限度として、一回につき５点を定期試験点より減点します。（一
回当たり点数は授業回数で３０を除したもの）。80点以上「優」，７0点以上～80点未
満「良」，６0点以上～７0点未満「可」，６0点未満「不可」
■授業アンケート実施方法　２月にアンケート用紙を配布します。
■教員所在場所 本館４階　国際交流室
■メールアドレス　sakai@ktc.ac.jp
■オフィスアワー　土曜第４限

第　１週　ガイダンス
第　２週～７週　Ｈ２２年度初級教材「数字」の未履修部分を終了す
る。
第　８週　前期中間試験（ヒアリングテストを含む）
第　９週　スピーキングテスト、答案返却・解答
　
第１０週～１３週　道を訊く（市内交通）会話
第１４週　前期期末試験（ヒアリングテストを含む）
第１５週　スピーキングテスト、答案返却・解答

授　業　計　画
■授業概要
中国での生活、情報の基礎用語である「数字」の修得を終了させます。次いで基本
用語として、市内行動に関する用語、会話を学びます。
■到達目標
１．(E-G2)中国語の背景となる中国の歴史や文化・自然条件や風俗・習慣、発想・
価値観を知り、自国との対比において理解し、自然との調和を考慮した視点で物事
を考えるきっかけにすることができるようになります。
２．(E-G2)人文科学、社会科学、自然科学分野の基礎学力を身に付けます。
初級に引き続き、日常生活で使われる数字の応用表現を学び、発音符号の読解力
と高低アクセントのヒアリング力及びスピーキング力の涵養・習熟に注力すると共に、
中国式「漢字」を覚える。前期後半では市内行動のための交通や道を尋ねる会話を
学びます。
 ■授業の進め方
教師の発音を聞いて学生が自ら高低アクセント記号をプリントに書き込み、指名によ
り読んだ後、教師に随て音読を反復して、記憶する。また、関連する習慣などを解
説し、中国事情を理解します。
■教科書　教師がプリントを作成し配布します。
■参考書　　特にありません。
■関連科目　特にありません。
■試験方法
種類：　定期試験（2回）、方式： 記述式５０点、スピーキング２０点、ヒアリング２０点。
夏季課題２０点　（中国の近着新聞コラム記事をコピーして、これに発音記号を付
け、日本語訳をつける）を課します。
■成績評価基準
定期試験及び夏期課題の合計点を２で割ったものを定期考査点とします。欠席した
場合、３回を限度として、一回につき５点を定期試験点より減点します。80点以上
「優」，７0点以上～80点未満「良」，６0点以上～７0点未満「可」，６0点未満「不可」。
■授業アンケート実施方法　10月にアンケート用紙を配布します。
■教員所在場所　本館４階　国際交流室 　　　■メールアドレス　sakai@ktc.ac.jp
■オフィスアワー　土曜第４限

授　業　概　要

科目名：　中国語　中級　ｂ 英文名：　Ｃｈｉｎｅｓｅ（ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ　ｃｌａｓｓ）a

授　業　計　画 授　業　概　要

担当者：　酒井宗和

担当者：　酒井宗和

科目名：　中国語　中級 a 英文名：　Ｃｈｉｎｅｓｅ（ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ　ｃｌａｓｓ）a



工学科：　総合システム 学年：　4 コース：　全 開講期：　前期

科目種別：　選択 単位数：　0.5 　

工学科：　総合システム 学年：　４ コース：　全 開講期：　後期

科目種別：　選択 単位数：　0.5

科目名：　中国語　上級　ａ 英文名：　Ｃｈｉｎｅｓｅ（ upper　ｃｌａｓｓ）a

第　１週　基本文型（簡単な文法）
第　２週　基本文型（簡単な文法）
第　３週　基本文型（簡単な文法）
第　４週　基本文型（簡単な文法）
第　５週　基本文型（簡単な文法）
第　６周　基本文型（簡単な文法）
第　７週　基本文型（簡単な文法）
第　８週　中間試験（ヒアリングテストを含む）
第　９週　スピーキングテスト、答案返却・解答
第１０週　中国語書簡の日本語訳
第１１週　中国語書簡の日本語訳
第１２週　中国語書簡の日本語訳
第１３週　中国語書簡の日本語訳
第１４週　期末試験（ヒアリングテストを含む）
第１５週　スピーキングテスト、答案返却・解答

■授業概要・方法等
　積み上げて来た学習の中間的整理をするため、文法的角度から分類した基本文
型の例文を学びます。又、文章語（書き言葉）を体験します。
■学習・教育目標および到達目標
　受講者は、この授業を履修することによって、
１．(E-G2)中国語の背景となる中国の歴史や文化・自然条件や風俗・習慣、発想・
価値観を知り、自国との対比において理解し、自然との調和を考慮した視点で物事
を考える。
２．(E-G2)人文科学、社会科学、自然科学分野の基礎学力を身に付ける。
（基本的文法により、文型別に例文を学び、此れまで学んだ会話文を論理付けし、
整理して、意識化を目指します。　時間的に余裕が出れば、中国語の簡単な書簡を
訳し、口頭語とは違った、文章語に接する経験とします。）
ことができるようになります。
■教科書　基本文型別例文の教材と書簡の実物をコピーし、配布します。
■参考文献　特に無し。
■関連科目　３学年の一般教養ゼミ「中国語」
■成績評価方法および基準
種類：　定期試験（2回）　　方式：　記述式、通訳の方式
定期考査成績：定期試験60点、ヒアリング、スピーキング各20点として評価します。
最終成績：最終成績：定期考査成績の平均点とします。
80点以上「優」，７0点以上～80点未満「良」，60点以上～70点未満「可」，60点未満
「不可」
■教員所在場所　本館4階　国際交流室
■授業評価アンケート実施方法　2月にアンケート用紙を配布します。
■メールアドレス　sakai@ktc.ac.jp
■オフィスアワー　金曜第8限

第　１週　ガイダンス
第　２週　電話をかける・アポイントメント
第　３週　電話をかける・アポイントメント
第　４週　電話をかける・アポイントメント
第　５週　電話をかける・アポイントメント
第　６周　電話をかける・アポイントメント
第　７週　電話をかける・アポイントメント
第　８週　中間試験（ヒアリングテストを含む）
第　９週　スピーキングテスト、答案返却・解答
第１０週　ホテル投宿時の会話
第１２週　ホテル投宿時の会話
第１３週　ホテル投宿時の会話
第１４週　期末試験（ヒアリングテストを含む）
第１５週　スピーキングテスト、答案返却・解答

授　業　計　画
■授業概要・方法等
　中国での生活用語としての電話利用時の会話やアポイントメントの取り方、及び中
国に行った時のホテル投宿の会話を学習します。
■■学習・教育目標および到達目標
　受講者は、この授業を履修することによって、
１．(E-G2)中国語の背景となる中国の歴史や文化・自然条件や風俗・習慣、発想・
価値観を知り、自国との対比において理解し、自然との調和を考慮した視点で物事
を考える。
２．(E-G2)人文科学、社会科学、自然科学分野の基礎学力を身に付ける。
（中国での生活、仕事上、必要な会話の学習を補強を行う。）
ことができるようになります。
■教科書　プリントを配布します。（漢字の正文に発音のスペリングのみを付け、学
生が自ら辞書を引いて、高低アクセントを追加記入します。）　又、夏期課題として、
書き言葉を経験し、語彙を増やすため、中国語の直近の新聞の適当なコラム記事
をコピーし、これを発音符号に直し、日本語訳を付ける、レポートを提出させます。
■参考文献　特になし
■関連科目　３学年の一般教養ゼミ「中国語」
■成績評価方法および基準
種類：定期試験（2回）　　方式：記述式60点、スピーキング20点、ヒアリング20点。
定期考査成績：定期試験及び夏季課題の合計を２で割ったものを定期考査点とし
ます。欠席した場合、３回を限度として、一回当たり５点を定期考査点より減点しま
す。
最終成績：定期考査成績の平均点とします。
80点以上「優」，70点以上～80点未満「良」，60点以上～70点未満「可」，60点未満「不可」
■教員所在場所　本館4階　国際交流室
■授業評価アンケート実施方法　10月にアンケート用紙を配布します。
■メールアドレス　sakai@ktc.ac.jp
■オフィスアワー　金曜第8限

授　業　概　要

科目名：　中国語　上級　ｂ 英文名：　Cｈｉｎｅｓｅ　（upper　ｃlａｓｓ）b

授　業　計　画 授　業　概　要

担当者：　酒井宗和

担当者：　酒井宗和



工学科：　総合システム 学年：　4 コース：　全 開講期：　前期

科目種別：　選択 単位数：　１ 　

工学科：　総合システム 学年：　4 コース：　全 開講期：　後期

科目種別：　選択　 単位数：　１　

科目名：　ドイツ語Ⅰa 英文名：　German Language Ia

  第　１週　話法の助動詞
　第　２週　話法の助動詞
　第　３週　不定詞・分離動詞
　第　４週　不定詞・分離動詞
　第　５週　再帰代名詞　再帰動詞
　第　６週　再帰代名詞　再帰動詞
　第　７週　疑問代名詞　不定代名詞
　第　８週　分詞　序数
　第　９週　関係代名詞
　第１０週　指示代名詞
　第１１週　受動
　第１２週　受動
　第１３週　接続法
　第１４週　期末試験
　第１５週　試験返却

■授業概要・方法
　第二外国語を学びたい学生ならびに大学編入をめざす学生を対象とします。ドイ
ツ語初級の文法、読本スキルを取得します。
■学習・教育目標および到達目標
受講者は、この授業を履修することによって
1.（E-G2)基礎ドイツ語な文法をマスターし、読める書ける。
2.（E-G2）ドイツ語圏の文化を、少しでも言語を通じて理解する。
ことができるようになります。
■教科書
Deutsche Grammatik Smart   ikubundo
■参考文献
新キャンパス独和辞典　在間　進　3000円＋税
■関連科目
ドイツ語Ⅱ
■成績評価方法および基準
定期考査成績：定期試験（1回）（100％）で評価します。
最終成績：定期考査成績とします。
80点以上「優」，70点以上～80点未満「良」，60点以上～70点未満「可」，60点未満
「不可」
■授業評価アンケート実施方法
２月にアンケート用紙を配布します。
■メールアドレス
kishida@ktc.ac.jp
■オフィスアワー
土曜日12:15～13:00
■教員所在場所
２号館２階　共通教育教員室

  第　１週　ガイダンス・発音
　第　２週　動詞の現在人称変化
　第　３週　主語となる人称代名詞
　第　４週　命令形
　第　５週　名詞の変化
　第　６週　前置詞の格支配
　第　７週　接続詞と副文
　第　８週　形容詞の格支配　名詞化
　第　９週　形容詞の比較
　第１０週　動詞の３基本形
　第１１週　過去人称変化
　第１２週　完了と未来
　第１３週　完了と未来
　第１４週　期末試験
　第１５週　試験返却

授　業　計　画
■授業概要・方法
　第二外国語を学びたい学生ならびに大学編入をめざす学生を対象とします。ドイ
ツ語初級の文法、読本スキルを取得します。
■学習・教育目標および到達目標
　受講者は、この授業を履修することによって
1.（E-G2)ドイツ語の発音やスペルを身につける。
2.（E-G1）ドイツ語の入門文法や文章を理解する。
ことができるようになります。
■教科書
Deutsche Grammatik Smart   ikubundo
■参考文献
新キャンパス独和辞典　在間　進　3000円＋税
■関連科目
ドイツ語Ⅱ
■成績評価方法および基準
定期考査成績：定期試験（１回）（100％）で評価します。
最終成績：定期考査成績とします。
80点以上「優」，70点以上～80点未満「良」，60点以上～70点未満「可」，60点未満
「不可」
■授業評価アンケート実施方法
１０月にアンケート用紙を配布します。
■メールアドレス
kishida@ktc.ac.jp
■オフィスアワー
土曜日12:15～13:00
■教員所在場所
２号館２階　共通教育教員室

授　業　概　要

科目名：  ドイツ語Ⅰb　 英文名：　German Language Ib

授　業　計　画 授　業　概　要

担当者：　石田香織

担当者：　石田香織



工学科：　総合システム 学年：　4 コース：　全 開講期：　前期

科目種別：　選択 単位数：　１ 　

工学科：　総合システム 学年：　4 コース：　全 開講期：　後期

科目種別：　選択　 単位数：　１　

  第　１週　ドイツのスポーツ
　第　２週　ドイツのスポーツ
　第　３週　ドイツの音楽
　第　４週　ドイツの音楽
　第　５週　ドイツの映画
　第　６週　ドイツの映画
　第　７週　ドイツの文学
　第　８週　ドイツの文学
　第　９週　ドイツのクリスマス
　第１０週　ドイツのクリスマス
　第１１週　ドイツのクリスマス
　第１２週　ドイツの環境問題
　第１３週　ドイツの環境問題
　第１４週　期末試験
　第１５週　試験返却

■授業概要・方法
　ドイツⅠを修了した学生ならびに大学編入をめざす学生を対象です。読本を通じ
て文法をさらに深く学習し、応用問題に取り組みます。
■学習・教育目標および到達目標
　受講者はこの授業を履修することによって
1.（E-G2)実践的な問題に対し、習得したドイツ語で専門分野の知識を問題解決に
応用できる能力を身につける。
2.（E-G2）ドイツ圏の文化、価値観を理解し、会話・プレゼンテーションを図る。
ことができるようになります。
■教科書
Einladung　ikubondo
■参考文献
アクセス独和辞典、三修社　編集責任　在間進　4000円＋税
「Deutsch- information 」　秋田静男その他著　朝日出版社　￥2,400＋税　（2006）
■関連科目　ドイツ語Ⅰ
■成績評価方法および基準
定期考査成績：定期試験（１回）（100％）で評価します。
最終成績：定期考査の成績とします。
80点以上「優」，70点以上～80点未満「良」，60点以上～70点未満「可」，60点未満
「不可」
■授業評価アンケート実施方法
2月にアンケート用紙を配布します。
■メールアドレス
kishida@ktc.ac.jp
■オフィスアワー
土曜日12:15～13:00
■教員所在場所
２号館２階　共通教育教員室

  第　１週　ヨーロッパの中のドイツ
　第　２週　ヨーロッパの中のドイツ
　第　３週　ドイツの自然・気候
　第　４週　ドイツの自然・気候
　第　５週　ドイツの日常生活①食事
　第　６週　ドイツの日常生活①食事
　第　７週　ドイツの日常生活②住居
　第　８週　ドイツの日常生活②住居
　第　９週　ドイツの日常生活③休暇
　第１０週　ドイツの日常生活③休暇
　第１１週　ドイツのビールとワイン
　第１２週　ドイツのビールとワイン
　第１３週　ドイツのビールとワイン
　第１４週　期末試験
　第１５週　試験返却

授　業　計　画
■授業概要・方法
　ドイツ語Ⅰを修了した学生ならびに大学編入をめざす学生を対象です。読本を通
じて文法をさらに深く学習し、ヨーロッパの文化を習慣を理解します。
■学習・教育目標および到達目標
　受講者はこの授業を履修することによって
1.（E-G2)読本を通じて、文法深め、読解力を高める。
2.（E-G2）ドイツ圏の文化、価値観を理解する。
ことができるようになります。
■教科書
Einladung　ikubondo
■参考文献
アクセス独和辞典、三修社　編集責任　在間進　4000円＋税
「Deutsch- information 」　秋田静男その他著　朝日出版社　￥2,400＋税　（2006）
■関連科目
ドイツ語Ⅰ
■成績評価方法および基準
定期考査成績：定期試験（１回）（100％）で評価します。
最終成績：定期考査の成績とします。
80点以上「優」，70点以上～80点未満「良」，60点以上～70点未満「可」，60点未満
「不可」
■授業評価アンケート実施方法
１０月にアンケート用紙を配布します。
■メールアドレス
kishida@ktc.ac.jp
■オフィスアワー
土曜日12:15～13:00
■教員所在場所
２号館２階　共通教育教員室

授　業　概　要

科目名：  ドイツ語Ⅱb　 英文名：　German Language Ⅱb

授　業　計　画 授　業　概　要

担当者：　石田香織

担当者：　石田香織

科目名：　ドイツ語Ⅱa 英文名：　German Language Ⅱa



工学科：　総合システム 学年：　4 コース：　全 開講期：　前期

科目種別：　選択 単位数：　1 　

科目名：　創造工学演習 英文名：　Creative Engineering Seminar

第　１週　ガイダンス「ロボット概論」
第　２週　ライントレースロボット製作のテーマ説明
第　３週　ライントレースロボット組み立て
第　４週　ライントレースロボット組み立て
第　５週　ライントレースロボット組み立て
第　６週　制御ソフト製作
第　７週　制御ソフト製作
第　８週　競技
第　９週　相撲ロボットの製作のテーマ説明
第１０週　相撲ロボット組み立て
第１１週　相撲ロボット組み立て
第１２週　制御ソフト製作
第１３週　制御ソフト製作
第１４週　制御ソフト製作
第１５週　競技

授　業　計　画
 ■授業概要・方法等
　メカトロニクス、機構学、制御工学、プログラミングのアドバイスを行いながら、学生
自らがロボットの製作と制御を行います。興味を持った題材を、楽しみながら積極的
に学ぶ姿勢を重視し、創造的能力の開発をおこないます。
■学習・教育目標および到達目標
受講者はこの授業を履修することによって
１．（B-G1）ロボットの製作を通じて、ロボット工学の基本的な知識を習得することを
目指す。
２．（B-G２）競技テーマへの取り組みを通じて、実践的な問題の解決方法を自らの
知識を応用することで見出す経験を得ることを目指す。
３．（B-G３）講義全体を通じて、構想したものを具現化する経験を得ることを目指
す。
ことが出来るようになります。
■教科書
■参考文献
LEGO MINDSTORMSマスターへの道、Jin Dato/Joe Nagata著、Ohmsya、ISBN4-
274-08699-2、2,300
■関連科目
計測工学、制御工学、メカトロニクス
■成績評価方法および基準
製作した２種類のロボットにおける独創性、性能、機能の完成度、の３項目です。
製作したロボットによる評価を８０％、理解度を２０％で評価します。
学年末成績：上記評価と同じとします。
80点以上「優」，70点以上80点未満「良」，60点以上70点未満「可」，60点未満「不
可」
■教員所在場所
４号館２階機械系教員室
■授業評価アンケ－ト実施方法   １０月にアンケ－ト用紙を配布します。
■メ－ルアドレス  kugai@ktc.ac.jp
■オフィスアワ－　平日12:15～13:00

授　業　概　要

担当者：　久貝克弥



工学科：　総合システム 学年：　4 コース：　全 開講期：　通年

科目種別：　選択 単位数：　1

■授業概要・方法等
　近年、技術者は健全なる価値観や倫理観を持つことが強く求められています。全10回に渡り企図された講演会を聴講することにより、講義では得られな
い大きな教育効果を期待します。講演内容は、現代日本が直面する政治・経済・環境問題やものづくりなどに留まらず、地域振興、宗教など社会科学分野
および、技術者としての知識、心構え、人間性教育の一環とします。講師は本校教員、客員教授、非常勤講師、外部評価委員、地元企業経営者等です。

■学習・教育目標および到達目標
　受講者は、この授業を履修することによって、
　１．(C-G1)現代社会の課題を正しく認識する。
　２．(C-G2)新たなこと・困難なことに挑戦する精神を養う。
　３．(C-G2)各自が技術者として将来取り組む目標のイメージをつかむ。
ことができるようになります。

■教科書　講演会時に資料を配付します。

■参考文献

■関連科目　なし

■成績評価方法および基準
　７回以上の講演会聴講とレポートにより評価します。

■教員所在場所　本館2F　教務部

■授業評価アンケート実施方法　2月にアンケート用紙を配布します。

■メールアドレス　shimano@ktc.ac.jp

■オフィスアワー　木曜日と金曜日12:15～13:00

科目名：　課題研究

英文名：　Theme Research

担当者：　嶋野　彰夫　　

授　業　計　画

　　　　　　　　　　シリーズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テーマ
第１回　民産学官連携による「まちおこし」　　　　　　「民産学官共同研究の事例紹介と今後の名張民産学官連携のあり方」

第２回　スポーツによる地域振興　　　　　　　　　　　「地域スポーツクラブが地域活性化に果たす役割」

第３回　宗教とこころ　　　　　　　　　　　　　　　　①「名張に墜落したB29」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②「仏の真実とは何か」

第４回　学校経営を考える　　　　　　　　　　　　　　「存続移転を巡っての学校経営」

第５回　名張の歴史と文化　　　　　　　　　　　　　　①「万葉の名張」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②「天正伊賀の乱における柏原城の考察」

第６回　観光や銭湯による地域活性化　　　　　　　　　①「観光とは？観光によって地域を活かす」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②「三重県尾鷲市「夢古道の湯」、温泉施設からの町おこし」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③「とれたて名張交流館・スーパー銭湯関係者の取組状況」

第７回　震災と復興　　　　　　　　　　　　　　　　　①「地震と津波の被害と対策」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②「東北大震災における環境破壊と自然生態系の復元と再生」

第８回　生活・生命に直結の先端科学　　　　　　　　　①「クロマグロ完全養殖産業化への挑戦」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②「がん～第４の治療法～免疫細胞療法」

第９回　日本の政治と経済を考える　　　　　　　　　　①「TPP・円高と日本経済」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②日中関係の今後

第10回　まちづくりを考える　　　　　　　　　　　　　公共都市交通機関と地域振興


