
専攻科：生産システム工学専攻 学年：　1 専攻区分：　全 開講期：　前期

科目種別：　必修 単位数：　2 　

専攻科：生産システム工学専攻 学年：　1 専攻区分：　全 開講期：　前期

科目種別：　必修 単位数：　2 　

授業時間外に必要な学習

　毎時間、単語、句、文の意味や派生語を問うので、答えられるよう
に家庭学習として辞書を引いておくこと。

■授業概要・方法等　科学に関する文章を題材にして、リーディング活動のみなら
ず、ライティング、スピーキング、リスニング活動もあわせて行います。必要に応じ
て、他の科学英語教材を配布することがあります。
■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-2)科学英語への関心を高める。
　２．(E-2)科学英語の単語を知る。
　３．(E-2)科学英語の構文を学ぶ。
　４．(E-2)科学英語のリスニングを行う。
ことができるようになります。
■教科書　テキスト：New Words for a New Century （トムソンコーポレーション）
■参考文献　特にありません。
■関連科目　本科：英語
■成績評価方法および基準
種類：筆記試験（1回）　方法：記述式
定期考査試験：筆記試験（100%）で評価します。
最終成績：定期試験(80%)、課題(20%)で評価します。
　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」とします。
■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Web Classにてアンケートを実施します。
■メールアドレス　takeuchi@ktc.ac.jp
■オフィスアワー　木曜日の７限と８限

担当者：　溝口博幸　大内清司

第　１週　The future of the Internet
第　２週　The future of the Internet
第　３週　The Onone Hole
第　４週　The Onone Hole
第　５週　Wonder　Drug
第　６週　Wonder Drug
第　７週　Human　Ecology
第　８週　Human　Ecology
第　９週　Bioinformatics
第１０週　Bioinformatics
第１１週　Our　Aging　Societies
第１２週　Our Aging Societies
第１３週　Robotics
第１４週　Robotics
第１５週　Robotics

科目名：総合英語 英文名：　General English

担当者：　竹内春樹

授　業　計　画 授　業　概　要

科目名：日本語表現法 英文名：　Expression in Japanese

・授業中に学習した内容を復習し理解を確実にする。
・理解困難な場合はオフィスアワーを利用するなどして質問をする．
・授業終了時に自宅学習（宿題）を課する。次の授業時に必ず持っ
てくること。
・ディベート実施前にグループごとに準備を行なうこと。
・プレゼンテーションを実施させるので、準備を十分行なうこと。

授　業　計　画 授　業　概　要
第　１週　日本語の特徴（全般）
第　２週　話し言葉と書き言葉の特徴
第　３週　効果的な口頭発表とは何か・口頭発表のテーマ決定
第　４週　ディベートについて
第　５週　口頭発表のレジュメの書き方など
第　６週　口頭発表①
第　７週　口頭発表②
第　８週　口頭発表③
第　９週　日本語の特色と論理的に書くことの注意点
第１０週　主張の書き方
第１１週　根拠の示し方・見つけ方、根拠を示す上での注意点
第１２週　論理的に文章を構成する
第１３週　論理的な文章・非論理的な文章を見分ける
第１４週　意図的に非論理的な文章を作成し、論理的な眼を養う
第１５週　書くことで自分の思想を見つける

　■授業概要・方法等
（１～８週）教員が用意したハンドアウトやその他資料を使用し、日本語の特徴･話し
言葉の特徴を具体例を上げながら、一緒に考える。話し言葉の特徴を踏まえ、聴
衆にわかりやすいように、一人ずつ口頭発表を行います。テーマについては、授業
中に決めます。
（９～１５週）論理的な文章を書くための基礎的な知識と技能、すなわち論理的に考
えるための基本と、それを説得力を持って提示する書き方を学びます。
■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-1)日本語の特徴全般と話し言葉の特徴を踏まえたうえで、アカデミックな日
本語表現能力の基礎を獲得する。特に、報告・発表・討論などの口頭表現技能を
習得する。
２．(E-1)説得力あるプレゼンテーション、ディベートを行う方法を理解する。
３．(E-1)論理的な文章を書くための基礎的な知識と技能を理解する。
４．(E-1)論理的に考える基本と、それを説得力を持って提示する書き方を理解す
る。
ことができるようになります。
■教科書　 教員が用意したハンドアウト等をテキストとして使用します。
■参考文献　『日本語表現法』三省堂、『図で考えれば文章がうまくなる』PHP
■成績評価および基準
種類：半期を前半（１～８週）後半（９～１５週）に分け、最終成績はそれぞれの評価
の平均とします。（１～８週）口頭発表（個人発表）を評価対象とします(50%)。（９～１
５週）毎回、論述課題を提出してもらい、論証力説得力を評価します(50%)。
方式：口頭発表と記述式
 80点以上「優」，70点～80点未満「良」，60点～70点未満「可」，60点未満「不可」と
します。
■授業評価アンケート実施方法　10月にWeb Classにてアンケートを実施します。
■メールアドレス　溝口：mizo@ktc.ac.jp、大内：oouchi@ktc.ac.jp
■オフィスアワー
溝口博幸：月12:15～13:00（図書館１階）、
大内清司：月12:15～13:00（本館2階　広報・企画室）

授業時間外に必要な学習
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専攻科：生産システム工学専攻 学年： 1 専攻区分：　全 開講期：　後期

開講期：　必修 単位数： 2 　

授業時間外に必要な学習

日々、新聞やニュース等を積極的に見聞きし、環境問題についての
関心と理解を深めるように心がけてください。そのなかで分からない
があれば、学生自身で調査検討するとともに、オフィスアワーを利用
するなどして質問をしてください。

■授業概要･方法等
20世紀は、私たち人間にかつてない物質的繁栄をもたらしました。その一方で、地
球温暖化・産業廃棄物処理・生物多様性の喪失などといったの数多くの環境問題
を引き起こしています。本授業では、環境保全しつつ人間が発展をしていくための
必要条件とは何か、また、環境問題に関わって発生した争いをどのように解決する
のか、その手法を法律学的な観点から学ぶこととします。
■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．(D-2)、(C-2)様々な環境問題についての基礎知識を習得します。
２．(D-2)環境問題を法的にどのように解決するのか理解します。
ことができるようになります。
■教科書
『環境法入門（第二版）』交告・臼杵・前田・黒川著（有斐閣アルマ）
■参考文献　阿部泰隆・淡路剛久編『環境法』（有斐閣）
■関連科目　特にありません。
■成績評価方法および基準
種類：レポート提出（期末の1回）
定期考査成績：レポート(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」とします。
■教員所在場所
■授業評価アンケート実施方法　2月にWeb Classにて実施します。
■メールアドレス　shigemurai@ktc.ac.jp
■オフィスアワー　月曜日の12時15分～13時00分

第　１週　・・環境法を学ぶ意義
第　２週　・・国内法のルール（１）
第　３週　・・国内法のルール（２）
第　４週　・・国際法のルール（１）
第　５週　・・国際法のルール（２）
第　６週　・・環境法の基本原則（１）
第　７週　・・環境法の基本原則（２）
第　８週　・・環境法の基本原則（３）
第　９週　・・環境保護の担い手（１）
第１０週　・・環境保護の担い手（２）
第１１週　・・環境保護の担い手（３）
第１２週　・・環境保全の手法
第１３週　・・環境紛争とその解決方法（１）
第１４週　・・環境紛争とその解決方法（２）
第１５週　・・環境紛争とその解決方法（３）

科目名：　人間と環境 英文名：　Human beings and the Environment

担当者：　重村博美

授　業　計　画 授　業　概　要
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専攻科：生産システム工学専攻 学年：　1 専攻区分：　全 開講期：　前期

科目種別：　必修 単位数：　2 　

専攻科：生産システム工学専攻 学年：　1 専攻区分：　全 開講期：　前期

科目種別：　必修 単位数：　2 　

第　１週　ガイダンス
第　２週　ニュートンの運動方程式の復習
第　３週　解析力学の2つの形式(1)
第　４週　解析力学の2つの形式(2)
第　５週　自由度と一般座標
第　６週　ラグランジュの運動方程式
第　７週　一般力
第　８週　変分法
第　９週　ハミルトンの原理と運動方程式
第１０週　束縛運動とラグランジュの未定乗数法
第１１週　物体と滑車の運動
第１２週　斜面を滑る質点の運動
第１３週　単振り子
第１４週　ロボットアームの力学
第１５週　クレーンの運動

■授業概要・方法等
　工業系技術者の専門基礎という視点から、解析力学の基礎について講義しま
す。特に、運動方程式の導出方法について、専攻科以前に親しんだ方法とは異な
る考え方の方法が存在することを理解します。複雑な現象を工学的モデルとして扱
い、実用的に解析するための基本知識を身に付けます。
■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．(B-1)座標変換について理解し基礎的な計算力を身に付ける。
２．(B-1)ラグランジュ方程式によるモデル化について理解する。
ことができるようになります。
■教科書　適宜プリントの配布を行います。
■参考文献　河辺哲次「工科系のための解析力学」裳華房
■関連科目　振動工学
■成績評価方法および基準
　 試験方法　種類：　定期試験（1回）、　方式：　記述式
　 定期考査成績：定期試験(100％)として評価します。
　 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」とします。
■教員所在場所　図書館１階　図書事務室
■授業アンケート実施方法
10月にWeb Classにてアンケートを実施します。
■メールアドレス　r-konno@ktc.ac.jp
■オフィスアワー　木曜日第9限授業時間外に必要な学習

　当日中に授業内容を復習し理解を確実にする．理解困難な場合
はオフィスアワーを利用するなどして質問をする．
　毎回の授業終了時に演習問題を課するので、次回授業開始時に
提出する．
　単元に則した教科書の演習問題を解くこと。

科目名：解析力学 英文名：　Analytical Dynamics

担当者：　今野理喜男

授　業　計　画 授　業　概　要

第　１週　体の定義
第　２週　有限体の例
第　３週　有限体上の既約多項式
第　４週　有限体の構成１
第　５週　有限体の構成2
第　６週　有限体の基本性質と計算
第　７週　符号理論の基礎概念
第　８週　Shannonの定理
第　９週　Hamming符号について
第１０週　Hamming符号とシンドローム(誤り訂正について）
第１１週　巡回符号について
第１２週　巡回符号の例
第１３週　ＢＣＨ符号の定義とシンドローム（誤り訂正について）
第１４週　ＢＣＨ符号の例
第１５週　ＢＣＨ符号の例

■授業概要・方法等
　本科で学んだ線形代数学を基礎に、前半は代数系。特に有限体について学ぶ。
後半は前半に学んだ有限体の知識を基礎として線形ブロック符号、特にHamming
符号、ＢＣＨ符号等の特殊な訂正符号について学びます。
■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-1）（D-1）有限体上の簡単な計算ができる
２．（A-1）（D-1）Hamming符号においてシンドロームを使って、codewordの誤り訂正
ができる
３．（A-1）（D-1）BCH符号でのcodewordの誤り訂正ができる
ことができるようになります。
■教科書
　寺田文行・中村直人・釈氏孝浩・松居辰則　共著　情報数学の基礎（サイエンス
社）
■参考文献
　武田二郎著、代数系と符号理論（槙書店)
■関連科目
　本科：基礎数学、線形代数学　専攻科：離散数学
■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：定期試験成績70%、レポート30%によって評価します。
　最終成績：定期試験成績と同じとします。
　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」とします。
■教員所在場所/メールアドレス/オフィスアワ
　本館2階企画広報室/titoh@ktc.ac.jp/平日12時15分から13時
■授業評価アンケート実施方法
　10月にWeb Classにてアンケートを実施します。

授業時間外に必要な学習
　当日中に授業内容を復習し理解を確実にする．理解困難な場合
はオフィスアワーを利用するなどして質問をする．
　毎回の授業終了時に演習問題を課するので、以降の授業開始時
に提出する．
　単元に則した教科書の演習問題を解くこと。

科目名：　応用数学特論 英文名：　Advanced Mathematics

担当者：　伊藤豊治

授　業　計　画 授　業　概　要
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専攻科：生産システム工学専攻 学年：　1 専攻区分：　全 開講期：　後期

科目種別：　必修 単位数：　2 　

専攻科：　生産システム工学専攻 学年：　1 専攻区分：　全 開講期：　後期

科目種別：　必修 単位数：　2 　

第　１週　シラバスの説明，SI単位系について
第　２週　気体の状態方程式（理想気体の場合）
第　３週　気体の状態方程式（非理想気体の場合）
第　４週　気体分子運動論（一次元運動エネルギー）
第　５週　気体分子運動論（三次元運動エネルギー）
第　６週　系，周囲，系の状態，状態変化（系，周囲，系の状態と
　　　　　　その変化）
第　７週　熱力学第一法則（体積変化の仕事）
第　８週　熱力学第一法則（熱容量）
第　９週　熱力学第一法則（断熱過程）
第１０週　エントロピー（相転移のエントロピー変化，エントロピーの
　　　　　　温度依存性）
第１１週　エントロピーの圧力依存性・断熱過程のエントロピー変化
第１２週　ホルムヘルツ自由エネルギー，ギブス自由エネルギー
第１３週　気体の化学ポテンシャルμとその圧依存性
第１４週　気体の温度依存性
第１５週　試験前演習

■授業概要・方法等
化学特論の入門としてまず気体について学習し，単純な気体分子が繰り広げる諸
現象を分子運動論的に考える微視的な感覚を養います。さらに，分子の挙動に
よって現れる諸現象を熱力学的に理解することにも努め，微視的な考察が十分行
える能力を身につけることを本講座の目標とします。
■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．(A-1)(D-1)身の回りにある気体についての諸現象を微視的視点（分子レベル）
より理解する。
２．(A-1)(D-1)熱力学の専門用語（エンタルピー，エントロピー，自由エネルギー
等）の意味を理解する。
３．(A-1)(D-1)演習問題を通して，物質の諸現象（融解，蒸発等）と熱力学量（エン
タルピー，エントロピー等）の関係を理解する。
ことができるようになります。
■教科書　富田稔著「熱化学講義ノート」大竹出版
■参考文献　バーロー物理化学（化学同人）
■関連科目　化学，数学，物理学
■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：定期考査(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」
■教員所在場所　本館2階　教務部
■授業評価アンケート実施方法　2月に Web Class にて実施します。
■メールアドレス　t_suzuki@ktc.ac.jp
■オフィスアワー　火曜日8限

授業時間外に必要な学習

１．参考文献の他の章を各自で勉強する。わからないところは授業
時またはオフィスアワー時に質問し理解を深める。
２．分子運動論，熱力学量等は非常に重要な項目であるので，練習
問題を通して理解を深める。

科目名：　化学特論 英文名：　Lecture of Chemistry

担当者：　鈴木　隆

授　業　計　画 授　業　概　要

第　１週　グラフの定義と基礎的概念1
第　２週　グラフについての基礎的概念2
第　３週　グラフの連結性について（道と閉路）
第　４週　グラフの連結性について（連結グラフ、連結度)
第　５週　グラフの連結性について（連結度等)
第　６週　グラフ上の演算
第　７週　オイラーグラフについて1
第　８週　オイラーグラフについて2
第　９週　ハミルトングラフについて1
第１０週　ハミルトングラフについて2
第１１週　２部グラフについて
第１２週　木について
第１３週　平面グラフについて1（オイラーの公式）
第１４週　平面グラフについて2
第１５週　平面グラフについて３

■授業概要・方法等
　グラフ理論の基本的内容を通して、平面グラフ、オイラーグラフ、ハミルトングラフ
等について学びます。
■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-1)　(D-1)グラフ理論の基礎的用語や記号について理解する
２．(A-1)　(D-1)グラフの連結性について理解する
３．(A-1)　(D-1)グラフ理論における定理等を用いてグラフに関する問題を解決で
きる
ことができるようになります。
■教科書
　守屋悦朗著、離散数学入門（サイエンス社）
■参考文献
　ラスロウ・ロバース他著（秋山仁・ピーターフランクル翻案）、入門組合せ論（共立
出版）
■関連科目
　本科：基礎数学、線形代数学、専攻科：応用数学特論
■成績評価方法および基準
　種類：定期試験（1回）、方式：記述式
　定期試験成績70%、レポート30%によって評価します。
　最終成績：定期試験成績と同じとします。
　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」とします。
■教員所在場所/メールアドレス/オフィスアワ
　本館2階企画広報室/titoh@ktc.ac.jp/平日12時15分から13時
■授業評価アンケート実施方法
　2月にWeb Classにてアンケートを実施します。

授業時間外に必要な学習
　当日中に授業内容を復習し理解を確実にする．理解困難な場合
はオフィスアワーを利用するなどして質問をする．
　毎回の授業終了時に演習問題を課するので、以降の授業開始時
に提出する．
　単元に則した教科書の演習問題を解くこと。

科目名：　離散数学 英文名：　Discrete Mathematics

担当者：　伊藤豊治

授　業　計　画 授　業　概　要
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専攻科：　生産システム工学専攻 学年：　1 専攻区分：全 開講期：　通年

科目種別：　選択 単位数：　1～2

授業時間外に必要な学習
　実習期間中、毎日その日の実習内容を振り返りノートに記録を取る。また、インターンシップ実習が終了したら実習報告書を作成する。報告書の構成は
工学実験報告書に準拠する。

科目名：　インターンシップ

英文名：　Internship

担当者：　大島　茂　

授　業　計　画

インターンシップ受入先のカリキュラムに従います。

■授業概要・方法等
　ものづくり教育の一環として、実社会での実地訓練を通じてものを実現する能力を養成します。企業の現場や大学等の研究現場を体験し、そこに働く技
術者の心構えや人間性に触れることで講義では得られない大きな教育効果を期待します。
■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．(D-2)企業における実務や研究現場の実態に触れ、将来の技術者・社会人としての自覚を持つ。
　２．(B-2)問題解決へのアプローチの方法を学ぶ。
　３．(C-2)社会体験を通じて礼儀作法、責任感、行動力を養う。
ことができるようになります。
■教科書　実習先指導員に委ねます。
■参考文献　実習先指導員に委ねます。
■関連科目　なし
■成績評価方法および基準
実習日誌および実習報告書の提出をもって単位認定を行う。単位数は37.5時間の実習で１単位、75時間で２単位とします。
■教員所在場所
3号館1F　電気電子・情報系教員室専攻科
■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　ooshima@ktc.ac.jp
■オフィスアワー　月曜日と木曜日の9限
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専攻科:　生産システム工学専攻 学年：　1 専攻区分：　全 開講期：　前期

科目種別：　必修 単位数：　2

専攻科：生産システム工学専攻 学年：　1 専攻区分：　全 開講期：　前期

科目種別：　選択必修 単位数：　2 　

授業時間外に必要な学習

　当日中に授業内容を復習し理解を確実にする。理解困難な場合
はオフィスアワーを利用するなどして質問をする。
　前半は毎回の授業終了時に後半のレポート作成に必要な数学的
基礎の演習問題を課するので、次回授業開始時に提出する。
　後半は偏微分方程式の差分解法を習得するためのレポートを課
す。

■授業概要・方法等
　流れの数値シミュレーションの方法を理解するために、プリントに基づいて学習を
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．(B-3)数値シミュレーションの概念を理解する。
　２．(B-3)偏微分方程式の差分解法を修得する。
　３．(B-3)流れの解析手法を修得する。
ことができるようになります。
■教科書
　適時プリントを配布します。
■参考文献
　「二訂　流れのシミュレーションの基礎！」　河村哲也著　インデックス出版
■関連科目
応用流体力学・並列計算法・流体工学特論
■成績評価方法および基準
期末試験：記述式
定期考査成績：演習課題・レポート（100%）で評価します。提出遅れは減点します。
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」とします。
■教員所在場所
3号館2階  情報処理教育センター管理室
■授業アンケート実施方法
10月にWeb Classにてアンケートを実施します。
■メールアドレス　  honda@tse.kutc.ac.jp
■オフィスアワー　　月～金の12:30-12:55

担当者：　宇田隆幸

第　１週　・・ガイダンス
第　２週　・・数学的準備①テイラー展開と偏微分
第　３週　・・数学的準備②連立一次方程式と行列
第　４週　・・数学的準備③行列式
第　５週　・・数学的準備④逆行列
第　６週　・・数値シミュレーションとは
第　７週　・・偏微分方程式の差分解法の基礎
第　８週　・・ラプラス方程式の解法①
第　９週　・・ラプラス方程式の解法②
第１０週　・・ポアソン方程式の解法①
第１１週　・・ポアソン方程式の解法②
第１２週　・・1次元拡散方程式の解法
第１３週　・・2次元拡散方程式の解法
第１４週　・・移流拡散方程式の解法
第１５週　・・レポート返却・解答

科目名：　計算力学 英文名：　Computational Dynamics

担当者：　本田　康子

授　業　計　画 授　業　概　要

科目名：　知的情報処理 英文名：　Intelligent Information Processing

１．講義で指定した事項について、各自で調査する。わからないとこ
ろは授業時またはオフィスアワー時に質問し理解を深める。
２．本講義で解説した知識工学における問題表現法や問題解決法
について、講義で指定した具体例に適応した課題演習を各自行うこ
とで理解を深める。

授　業　計　画 授　業　概　要
第　１週　講義内容の説明、知的情報処理の概要
第　２週　探索による問題解決（１）
第　３週　探索による問題解決（２）
第　４週　論理表現と問題解決
第　５週　ルール表現とプロダクションシステム（１）
第　６週　ルール表現とプロダクションシステム（２）
第　７週　課題演習１
第　８週　意味ネットワークとフレーム（１）
第　９週　意味ネットワークとフレーム（２）
第１０週　プラン表現と問題解決
第１１週　不確実な知識の表現と利用
第１２週　知識の獲得と学習（１）
第１３週　知識の獲得と学習（２）
第１４週　分散人工知能とエージェント
第１５週　課題演習２

■授業概要・方法等
　いわゆる人工知能以降に生み出された知的情報処理技術について、問題解決
機構・知識ベース機構・知識獲得機構の3要素からなるシステムとして捉え、その基
礎・実際・応用を理解します。
■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．(B-3)問題表現や問題解決について、基礎的手法と応用を理解する。
２．(B-3)知識の表現と利用について、基礎的手法と応用を理解する。
３．(B-3)知的情報処理システムの構築について、マルチエージェント技術を理解
する。
ことができるようになります。
■教科書　木下哲男『人工知能と知識処理』　昭晃堂　￥2,600＋税　(2009)
■参考文献　特にありません。
■関連科目
マルチメディア工学、情報理論・情報数学 、応用数学特論、電気電子工学実験
■成績評価方法および基準
種類：　課題を2回出題、　方式：　課題レポートから評価します。
定期考査成績：　2回の課題の平均点（100%）とします。
最終成績：　定期考査成績と同じにします。
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」とします。
■教員所在場所　本館2階　企画広報部
■授業評価アンケート実施方法　10月にWeb Classにてアンケートを実施します。
■メールアドレス　uda@ktc.ac.jp
■オフィスアワー　月曜日9限と火曜日8限

授業時間外に必要な学習
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専攻科：生産システム工学専攻 学年：　１ 専攻区分：　全 開講期：　後期

科目種別：　選択必修 単位数：　2 　

授業時間外に必要な学習

　当日までにテキスト内容を予習し、授業後は復習し理解を確実に
する．理解困難な場合はオフィスアワーを利用するなどして質問を
する．

■授業概要･方法等
　生産環境工学は、農業土木学の一環でもある。しかし、時代の変遷とともに地域
や環境をキーワードとする学際的な関連も否めない。そこで本講座では「自然と人
間の共生」の理解を主な目標とし、地域環境工学的な総合的視点で生活環境や自
然環境を生産環境とともに扱い、工学のみならず人文・社会学的なアプローチから
基礎的な知識を修得します。
■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．(C-1) 最新の技術や物事に対する探求心を持ち、自主的、継続的に学習でき
る能力を身につける。
２．(C-2) 自然と生命の尊厳を正しく理解し、併せて互いの人権を重んじ、共生の
理念を育む。
３．(D-1)人文科学、社会科学、自然科学などの幅広い教養を身につける。
ことができるようになります。
■教科書　「地域環境工学」 　著：丸山利輔他　朝倉書店
■参考文献　適宜、紹介・配布予定
■関連科目　都市環境生態工学特論
■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：小論文（100％）で評価します。
最終成績：定期考査成績と同じにします。　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  都市環境系教員室
■授業評価アンケート実施方法　2月にWeb Classにて実施します。
■メールアドレス　takahashi@ktc.ac.jp
■オフィスアワー　火曜日の12：15～13：00

　第　１週　ガイダンス・地域の性格と役割
　第　２週　地域環境工学・地域生態系
　第　３週　土地資源：土地開発
　第　４週　土地資源：土地利用
　第　５週　水資源：水資源開発計画
　第　６週　水資源：水利用
　第　７週　生産環境整備：農地
　第　８週　生産環境整備：水田・畑地
　第　９週　生活環境の整備：生産・生活・地域
　第１０週　生活環境の整備：集落・地域コミュニティ
　第１１週　地域環境整備：人間環境・地域生態系
　第１２週　地域環境整備：地域基盤・景観・物質循環
　第１３週　地域環境と地球環境：世界の地域環境と農業生産
　第１４週　地域環境と地球環境：地域環境整備の国際協力
　第１５週　意見交換・まとめ

科目名：　生産環境工学 英文名：　Rural Environmental Technology

担当者：　高橋俊介

授　業　計　画 授　業　概　要
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