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313100 ========================================   

英語Ⅰ 

========================================  2 単位 

■授業の概要・到達目標 

 基本的なリスニング（英検３級、準２級）、基本的なライティング（英検３級程度）を中心に、英文

法の確認や、英文読解（技術的な読み物、AERA、English Journal、パンフレット等）を行い、コミュ

ニケーションとしての英語や、各分野の技術的な英語の読み書き、関連資格の取得ができるよう学習し

ます。また外国人講師のプレゼンテーションでビジネスプレゼンテーションの基本を身に付けます。 

■授業計画・内容 

１ Unit 1  The weekend  動詞(be 動詞、一般動詞） 

２  Unit 2  City transportation Wh-questions（疑問詞） 

３ Unit 3  Neighbors word stress in compound nouns（名詞）  

４ Unit 4  Celebrations reduction of Wh- do you（疑問詞） 

５ Tactics for Testing（Unit 1－4） 

６ Unit 5  Restaurants reduction of want to（不定詞） 

７  Unit 6  Gifts （不定詞） 

８ Unit 7  Air Travel reduction of Could you ～ and  Would you ～ 

９  Unit 8  Mishaps reduction of did you ～（疑問詞） 

10 Tactics for Testing（Unit 5－8） 

11 Unit 9  Jobs yes/no  questions 

12 Unit10 Keeping Fit reduction of used to ～ and  use to ～ 

13 Unit11 Invitations （現在完了） 

14 Unit12 Campus Life （現在完了） 

15 Tactics for Testing（Unit 9－12） 

16 総括（講義内容要約、試験返却、総評、追試験等） 

■使用テキスト・教材 

 「TACTICS  for  LISTENING」（オックスフォード）、配布資料 

■参考文献 

■評価方法 

・授業点 50 点、試験 50 点の計 100 点です。授業点は出席率を基礎にしますが、授業参加度も含みます

ので、無遅刻・無欠席でも満点とは限りません。 

・試験にはリスニング問題、会話文作成、英文読解、授業の中で話したことに関する設問が含まれます。

また、毎回の授業で小テストをします。（単語と熟語） 

■受講上の注意 

・毎回授業の最初に、フリートーキングをします。 

・毎回の授業の中で、技術的な文章についての読み書きする時間を設けます。 

・出席を取る際に必ず英語で挨拶をします。 

・授業と無関係のことを実施していた場合、欠席として扱います。  

・外国人講師との授業では、日本語厳禁を心がけてください。
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313110 ========================================   

日本語・日本文化Ⅰ 

========================================  2 単位 

 

■授業の概要・到達目標 

 日常会話及び仕事での会話やコミュニケーション力を向上させるとともに、日本文化や生活習慣を 

身につけます。日々の授業で理解できなかった日本語のフォローアップを図り、専門知識の学習につい

ていけるよう支援します。また、現在、習得している日本語能力資格のレベルアップを目指し、就職に

向けて日本語を用いた対応ができる人材育成を行います。 

 

 

■授業計画・内容 

１ 日常会話、場面シラバスでの会話力向上 

２ 他の授業での理解しきれなかった日本語のフォローアップ（各学生に合わせた指導） 

３ 日本の生活習慣に密接した表現の習得 

４ 現状の日本語能力資格レベルの充実 

５ 定期的な試験、学力チェック 

 

 

■使用テキスト・教材 

 未定（学生のレベルチェック後に選定） 

 

 

■参考文献 

 

 

■評価方法 

 出席・受講状況、及び日本語能力試験への取り組みと習熟度を総合して評価します。 

 

 

■受講上の注意 

・授業態度が悪く、意欲が感じられない場合、欠席とみなし評価を下げます。  
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313120 ========================================   

英語Ⅱ 

========================================  2 単位 

■授業の概要・到達目標 

 基本的なリスニング（英検３級、準２級）、基本的なライティング（英検３級程度）を中心に、英文

法の確認や、英文読解（技術的な読み物、AERA、English Journal、パンフレット等）を行い、コミュ

ニケーションとしての英語や、各分野の技術的な英語の読み書き、関連資格の取得ができるよう学習し

ます。また外国人講師のプレゼンテーションでビジネスプレゼンテーションの基本を身に付けます。 

会話で役立つフレーズを多く導入し、発展させていきます。 

■授業計画・内容 

１ Unit 13 Hobbies and Pastimes （動名詞、不定詞） 

２  Unit 14 Shopping Problems would like to ～ 

３ Unit 15 Hotel Services can,may,will（助動詞）  

４ Unit 16 Movies 品詞（動詞、名詞、形容詞） 

５ Tactics for Testing（Unit 13－16） 

６ Unit 17 Fears （前置詞） 

７  Unit 18 Phone Messages intonation of phone numbers 

８ Unit 19 Touring a City （比較級） 

９  Unit 20    airports reduction of did you ～（疑問詞） 

10 Tactics for Testing（Unit 17－20） 

11 Unit 21 Hotels  

12 Unit 22 Traffic there is ～, there are～, there has～ 

13 Unit 23 Roommates （形容詞） 

14 Unit 24 Travel  

15 Tactics for Testing（Unit 21－24） 

16 総括（講義内容要約、試験返却、総評、追試験等） 

■使用テキスト・教材 

 「TACTICS  for  LISTENING」（オックスフォード）、配布資料 

■評価方法 

 ・授業点 50 点、試験 50 点の計 100 点です。授業点は出席率を基礎にしますが、授業参加度も含みま

すので、無遅刻・無欠席でも満点とは限りません。 

 ・試験にはリスニング問題、会話文作成、英文読解、授業の中で話したことに関する設問が含まれま

す。また、毎回の授業で小テストをします。（文法） 

■受講上の注意 

 ・単語テストを毎回実施します。 

 ・毎回授業の最初に、フリートーキングをします。 

 ・授業の中で、技術的な文章についての読み書きする時間を設けます。 

 ・出席を取る際に必ず英語で挨拶をします。 

 ・授業と無関係のことを実施していた場合、欠席として扱います。 

 ・外国人講師との授業では、日本語厳禁を心がけてください。 
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313130 ========================================   

日本語・日本文化Ⅱ 

========================================  2 単位 

 

■授業の概要・到達目標 

 日常会話及び仕事での会話やコミュニケーション力を向上させ、日本文化や生活習慣を身につけます。

日々の授業で理解できなかった日本語のフォローアップを図り、専門知識の学習についていけるよう支

援します。また、卒業までに日本語能力試験 N１レベル以上の評価試験合格を目指し、就職にあたり、

より実践的で、日本語を用いた対応ができる人材育成を行います。 

 

 

■授業計画・内容 

１ 日常会話、場面シラバスでの会話力向上 

２ 他の授業での理解しきれなかった日本語のフォローアップ（各学生に合わせた指導） 

３ 日本の生活習慣に密接した表現の習得 

４ 日本語能力試験 N１以上の評価試験合格対策 

５ 定期的な試験、学力チェック 

 

 

■使用テキスト・教材 

 未定（学生のレベルチェック後に選定） 

 

 

■参考文献 

 

 

■評価方法 

 出席・受講状況、及び日本語能力試験への取り組みと習熟度を総合して評価します。 

 

 

■受講上の注意 

・授業態度が悪く、意欲が感じられない場合、欠席とみなし評価を下げます。  
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314060 ========================================   

ビジネスマナー 

========================================  1 単位 

 

■授業の概要・到達目標 

 社会人として必要不可欠な「ビジネスマナー」を理解・体得し、今後の学生生活、就職活動および社

会生活の中で実践できるようにします。 

 

■授業計画・内容 

１ 登校・出勤前の準備（印象と身だしなみ、学内・職場での整理整頓） 

２ 社内でのマナー（挨拶とお辞儀、連絡・報告の意義とタイミング、遅刻欠席の連絡、メモと復唱） 

３ 社内でのマナー（上下関係の呼称、先輩後輩の呼称、言葉遣い、セクハラ） 

４ 名刺交換の方法、接客、お茶だし、席次のマナー 

５ ビジネス文書（手紙、ハガキ、社内外文書）、メールでの書式とマナー 

６ 冠婚葬祭のマナー、訪問時のマナー、接待時のマナー 

７ 筆記試験 

８ 実技試験、総括（講義内容要約、試験返却、総評、追試験、等） 

 

■使用テキスト・教材 

 「図解ビジネスマナー」高橋書店、 資料配布 

 

■参考文献 

 

■評価方法 

 試験、および出席・受講状況を総合して評価します。 

 

■受講上の注意 

・グループディスカッション・ロールプレイを行いながら実施します。 

・居眠り、授業と関係のないことを実施していた場合、欠席として扱います。  
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314070 ========================================   

ビジネス会話 

========================================  1 単位 

 

■授業の概要・到達目標 

在校中はもちろん、就職活動時そして社会人生活に必要なビジネス会話の基本とその必要性を学ぶと

ともに、話し方、言葉づかいについて、演習を通して身に付け、学生・社会人としてのコミュニケーシ

ョンを生活の中で応用できるようにします。 

■授業計画・内容 

１ ①オリエンテーション 

②社会人としての心得５ヶ条 

③挨拶とお辞儀、姿勢と立ち居振る舞い 

２ ①ビジネス基本用語と会話表現 

②正しい敬語表現 

③会話表現と敬語表現の実践練習 

３ ①【会話表現と敬語表現の小テスト】 

②上司や先輩に叱られた時の対応 

③コミュニケーション力の向上 

４ ①小テストの返却と解説 

②ビジネス文書・お礼状作成のマナー 

③【お礼状作成の実践練習と提出】 

５ ①電話応対のマナー 

②社会人に求められるスキル 

③筆記試験に向けた総復習 

６ ①提出物（お礼状）の返却と解説 

②【筆記試験】 

７ ①筆記試験の返却と解説 

②実技試験の説明 

③実技試験の実践練習 

８ ①【実技試験】 

②【振り返りシートの作成】 

③振り返りとまとめ 

■使用テキスト・教材 

 ①「図解ビジネスマナー」高橋書店 

②オリジナル配布資料 

■評価方法 

・出席、受講態度、忘れ物、授業内提出物、筆記試験、実技試験を総合して評価します。 

■受講上の注意 

・授業は、グループディスカッション・ロールプレイ・実践練習などを交えて実施します。 

・授業と無関係のことをしていた場合や居眠りをしていた場合、欠席として扱います。
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314080 ========================================   

文章表現力演習 

========================================  1 単位 

 

■授業の概要・到達目標 

 文章を記述し伝えたいことを表現することは、学校生活はもとより、社会生活・職業生活において、

避けることが出来ない内容です。演習を通して、就職活動で書く履歴書や、エントリーシートや作文な

どを、説得力ある形で記述することが出来るようにします。また、授業を通して就職活動に向けての心

構えを身につけます。 

 

■授業計画・内容 

１ 文章の種類・基礎、文章表現の基本 

２ 自己分析、自己ＰＲ文の書き方 

３ 自己ＰＲ文作成 

４ 志望動機の書き方、小テスト 

５ 履歴書・エントリーシートの書き方 

６ 添え状・お礼状・メール文書の書き方、封筒の書き方 

７ 試験 

８ 就職活動の心構え、総括（講義内容要約、試験返却、総評、追試験等） 

 

■使用テキスト・教材 

 「就職活動のための文章表現力基本テキスト」日本能率協会マネジメントセンター 

 

■参考文献 

 

■評価方法 

 試験、および出席・受講状況を総合して評価します。 

 

■受講上の注意 

・授業と無関係のことを実施していた場合、欠席として扱います。  
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314090 ========================================   

職業能力基礎演習 

========================================  1 単位 

 

■授業の概要・到達目標 

 就職試験で最も多くの企業が利用している筆記テストである ＳＰＩ（非言語能力、言語能力、性格

適正）の問題を題材として、職業において必要となる基礎的な能力の向上をはかります。また、ＳＰＩ

の練習と平行して、企業情報の収集や分析、自分の職業適性の把握なども行います。 

 

■授業計画・内容 

１ ＳＰＩ適正検査とは、ＳＰＩ模擬試験 

２ 非言語能力問題（１） 

３ 非言語能力問題（２） 

４ 非言語能力問題（３） 

５ 非言語能力問題（４） 

６ 言語能力問題（１） 

７ 言語能力問題（２）、 試験（ＳＰＩ模擬試験の再確認） 

８ 総括（講義内容要約、試験返却、総評、追試験等） 

 

■使用テキスト・教材 

 「ＳＰＩクリア問題集」成美堂出版 

 

■参考文献 

 

■評価方法 

 試験、および出席・受講状況を総合して評価します。 

 

■受講上の注意 

・授業と無関係のことを実施していた場合、欠席として扱います。  
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314170 ======================================== 

体育Ⅰ （１Ｑ）（２Ｑ） 

======================================== 2 単位 

■授業の概要・到達目標 

 ヒトのからだは常に変化し続けるものといわれ、それぞれの活動状況に応じた変化をします。 

 授業では、体力測定を行うことにより自分自身の体力水準を認識するとともに、団体競技を実施する

ことにより、チームワークの精神を身に付け、社会人として必要な健康と体力を作る他、運動・休養・

栄養のバランスを学び、生活の中での体力の維持・向上を図ります。 

 

■授業計画・内容 

  授業実施場所は体育館で、次のような内容になります。 

生産技術科(体育Ⅰ） 

産業ﾃﾞｻﾞｲﾝ科(体育Ⅰ) 

電子技術科(体育Ⅰ） 制御技術科(体育Ⅰ） 

情報技術科(体育Ⅰ） 

１Ｑ 体育館 

２Ｑ 体育館 

１Ｑ 体育館 

２Ｑ 体育館 

１Ｑ 体育館 

２Ｑ 体育館 

１．バレーボール①  

２．バレーボール② 

３．バレーボール③ 

４．バレーボール④  

５．バドミントン/卓球① 

６．バドミントン/卓球② 

７．バドミントン/卓球③ 

８．バドミントン/卓球④ 

１．バレーボール①  

２．バレーボール② 

３．バレーボール③ 

４．バレーボール④  

５．バドミントン/卓球① 

６．バドミントン/卓球② 

７．バドミントン/卓球③ 

８．バドミントン/卓球④  

１．バレーボール①  

２．バレーボール② 

３．バレーボール③ 

４．バレーボール④  

５．バドミントン/卓球① 

６．バドミントン/卓球② 

７．バドミントン/卓球③ 

８．バドミントン/卓球④  

１．バレーボール⑤  

２．バレーボール⑥ 

３．バレーボール⑦ 

４．バレーボール⑧  

５．バドミントン/卓球⑤ 

６．バドミントン/卓球⑥ 

７．バドミントン/卓球⑦ 

８．バドミントン/卓球⑧ 

１．バレーボール①  

２．バレーボール② 

３．バレーボール③ 

４．バレーボール④  

５．バドミントン/卓球① 

６．バドミントン/卓球② 

７．バドミントン/卓球③ 

８．バドミントン/卓球④  

１．バレーボール①  

２．バレーボール② 

３．バレーボール③ 

４．バレーボール④  

５．バドミントン/卓球① 

６．バドミントン/卓球② 

７．バドミントン/卓球③ 

８．バドミントン/卓球④ 

 

■使用テキスト・教材 

■参考文献 

■評価方法 

・授業出席状況及びレポート（体力測定結果をもとにしたもの等）により行います。 

■受講上の注意 

・授業と無関係なことをしていた場合、欠席として扱います。 

・体育館にて、フットサル等を実施するときもあります。 

・実施内容は変更される場合があります。 
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314180 ========================================  

体育Ⅱ （３Ｑ）（４Ｑ） 

========================================  2 単位 

■授業の概要・到達目標 

 ヒトのからだは常に変化し続けるものといわれ、それぞれの活動状況に応じた変化をします。 

 授業では、体力測定を行うことにより自分自身の体力水準を認識するとともに、団体競技を実施する

ことにより、チームワークの精神を身に付け、社会人として必要な健康と体力を作る他、運動・休養・

栄養のバランスを学び、生活の中での体力の維持・向上を図ります。 

 

■授業計画・内容 

  授業実施場所として体育館があり、次のような内容になります。 

生産技術科(体育Ⅱ） 制御技術科(体育Ⅱ） 

電子技術科 (体育Ⅱ) 

産業デザイン科(体育Ⅱ） 

情報技術科 (体育Ⅱ） 

３Ｑ 体育館 ３Ｑ 体育館 

４Ｑ 体育館 

３Ｑ 体育館 

１．バレーボール①  

２．バレーボール② 

３．バレーボール③ 

４．バレーボール④  

５．バドミントン/卓球① 

６．バドミントン/卓球② 

７．バドミントン/卓球③ 

８．バドミントン/卓球④ 

１．バレーボール①  

２．バレーボール② 

３．バレーボール③ 

４．バレーボール④  

５．バドミントン/卓球① 

６．バドミントン/卓球② 

７．バドミントン/卓球③ 

８．バドミントン/卓球④ 

１．バレーボール①  

２．バレーボール② 

３．バレーボール③ 

４．バレーボール④  

５．バドミントン/卓球① 

６．バドミントン/卓球② 

７．バドミントン/卓球③ 

８．バドミントン/卓球④ 

生産技術科(体育Ⅲ選択) １．バレーボール⑤  

２．バレーボール⑥ 

３．バレーボール⑦ 

４．バレーボール⑧  

５．バドミントン/卓球⑤ 

６．バドミントン/卓球⑥ 

７．バドミントン/卓球⑦ 

８．バドミントン/卓球⑧ 

 

４Ｑ 体育館  

１．バレーボール① 

２．バレーボール② 

３．バレーボール③ 

４．バレーボール④ 

５．バドミントン/卓球① 

６．バドミントン/卓球② 

７．バドミントン/卓球③ 

８．バドミントン/卓球④ 

 

■使用テキスト・教材 

■参考文献 

■評価方法 

・授業出席状況及びレポート（体力測定結果をもとにしたもの等）により行います。 

■受講上の注意 

・授業と無関係なことをしていた場合、欠席として扱います。 

・体育館にて、フットサル等を実施するときもあります。 

・実施内容は変更される場合があります。 
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321040 ======================================= 

電子工学Ⅰ 

=======================================  2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

電子部品や電子回路の働きを理解するためには、その基礎である半導体物性を学習する必要がありま

す。この授業では、半導体の中で電子がどのように振る舞っているかをイメージングできるようにし、

半導体部品のダイオードやトランジスタの動作を理解し、増幅回路の基礎を理解することを目標としま

す。 

○電子部品 ○ダイオード ○トランジスタ ○トランジスタ回路の基礎 

 

■授業計画・内容 

１ ガイダンス、電子機器を構成する電子部品 

２ 電気材料と半導体 

３ pn 接合とダイオードの基本特性 

４ 各種ダイオードの特性① 

５ 各種ダイオードの特性② 

６ ダイオードの整流回路（交流を直流へ） 

７ トランジスタの基本構造と動作 

８ 中間テスト、増幅度と利得 

９ トランジスタの増幅作用① 

10 トランジスタの増幅作用② 

11 トランジスタの静特性と h パラメータ 

12 トランジスタの等価回路 

13 バイアス回路① 

14 バイアス回路② 

15 定期試験 

16 まとめ 

 

■使用テキスト・教材 

「カラー徹底図解 基本からわかる電気回路」（ナツメ社）、 

「図解でわかるはじめての電子回路」（技術評論社）、プリント教材、関数電卓 

■参考文献 

なし 

■評価方法 

進捗具合に応じて授業の最初に確認テストを行います。さらに中間試験、定期試験の結果と授業態

度、出席状況を総合して単位を認定します。 

■受講上の注意 

4 回欠席すると履修できなくなるので、十分注意してください。 
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321050 321050======================================= 

電子工学Ⅱ 

======================================= 2単位 2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

『電子工学Ⅰ』に引き続き、トランジスタ増幅回路の動作や特性を学び、簡単な増幅回路の設計がで

きることを目標とします。 

また、電子回路に必要なセンサデバイスについて種類や特性を学び、その活用回路を理解することを

目標とします。 

 ○トランジスタ増幅回路の設計 ○電界効果トランジスタ ○センサデバイス  

○電子回路シミュレーション 

 

■授業計画・内容 

１ 電流帰還バイアス回路 

２ 低周波増幅回路の設計（バイアス回路の必要性） 

３ 低周波増幅回路の設計（バイアス回路の種類） 

４ 低周波増幅回路の設計（演習） 

５ 定期試験（その１） 

６ 低周波増幅回路の設計（負荷線と動作点） 

７ 低周波増幅回路の設計（周波数特性） 

８ 負帰還増幅回路 

９ 増幅回路の設計(演習) 

10 定期試験（その２） 

11 電力増幅回路 

12 電界効果トランジスタ 

13 スイッチング制御回路 

14 センサと AD 変換回路、制御システムでの活用 

15 定期試験（その３） 

16 まとめ 

 

■使用テキスト・教材 

 「図解でわかるはじめての電子回路」（技術評論社）、プリント教材 

 

■参考文献 

■評価方法 

3 回の定期試験の結果と授業態度、出席状況を総合して、単位を認定します。 

 

■受講上の注意 

 『電子工学Ⅰ』を履修していること。トランジスタの基礎を理解していること。 
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321070 ======================================= 

情報工学概論 

=======================================  2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

 コンピュータや情報機器、ネットワーク、その関連知識等の情報工学関連の基礎について学びます。 

この授業では，技術者として必要な情報工学基礎知識を把握できることを目標とします。 

 

■授業計画・内容 

１ コンピュータシステム 1 

２ コンピュータシステム２ 

３ 情報処理の基礎知識１ 

４ 情報処理の基礎知識 2 

５ IT を支える各種の技術１ 

６ IT を支える各種の技術 2 

７ 中間試験 

８ 前期のまとめ 

９ ネットワーク技術 

10 セキュリティー技術 

11 システムの開発 

12 システムの運用管理 

13 企業の業務活動 

14 業務システムと IT ビジネス 

15 期末試験 

16 総まとめ 

 

■使用テキスト・教材 

IT パスポートの新よくわかる教科書（技術評論社）、プリント教材 

 

■評価方法 

定期試験，出席状況，授業態度等で単位を認定します． 

 

■受講上の注意 

授業とあわせて自己学習にも取り組み、理解を深めてください。 
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321100 ======================================= 

安全衛生 

=======================================  2単位 

■授業の概要・到達目標 

 職場における安全衛生は、我々が「健康に、かつ安全に」働くためのさまざまな決まり事であり、職

場のメンバー全員がその重要性を認識し、積極的に取り組んでいかなければならない内容である。特に

職場の管理・監督者にとって、安全衛生を第一に考え管理していかなければならないとても重要な業務

と言えます。 

 この授業の中で、職場の安全対策の基本や労働環境、安全衛生法規の概要を学び、実社会に出てから

生き生きと働くためには、安全衛生の順守や意識高揚が大変重要であることを認識してください。 

 

■授業計画・内容  

１ オリエンテーションと安全衛生について 

２ 労働災害発生のメカニズムと傾向 

３ 統計からみる労働災害と発生させやすい要因 

４ 職場の安全対策の基本１（５Ｓ、作業時の服装） 

５ 職場の安全対策の基本２（保護具、転倒防止） 

６ 職場の安全対策の基本３（危険予知訓練：ＫＹＴ） 

７ 労働環境と安全対策１（手工具、機械） 

８ 労働環境と安全対策２（電気、墜落・転落、中間レポートの提出） 

９ 労働環境と安全対策３（ＶＤＴ作業、ものの取り扱い・運搬作業、爆発・火災の安全対策） 

10 事故発生時の対応（救命手当、一般的な応急手当） 

11 職場と健康１（危険物・有害物による疾病、受動喫煙による疾病、腰痛と対策） 

12 職場と健康２（メンタルヘルス） 

13 職場と健康３（過重労働） 

14 安全衛生法規と管理（安全衛生法規・リスクアセスメント・ＯＳＨＭＳ） 

15 期末試験 

16 企業に於ける労働安全衛生活動について 

 

■使用テキスト・教材 

 ベーシックマスター安全衛生（職業訓練教材研究会）、プリント教材、関数電卓 

 

■評価方法 

 試験結果とレポートを評価して、授業中での発言・討議・授業に取り組む姿勢を考慮して、単位を認

定します。 

■受講上の注意 

効率の良い学習をするためには、予習が一番だ！と考えております。講義の前までにテキストを流し

読み（パラパラとめくって拾い読み）するなどして、興味のある項目・内容を把握してから授業に臨ん

でください。そして、どしどし教室で質問してください。 
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321180 ======================================= 

アナログ電子回路Ⅰ 

=======================================  2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

信号の増幅や発振など電子回路の根幹はアナログ回路にあります．オペアンプは演算増幅器と呼ばれ，

さまざまな電子回路に多く利用されています． 

この授業では，オペアンプを用いた基本増幅回路の特性や，周波数特性および演算回路を理解する． 

電子回路を駆動させるための直流安定化電源や発振回路などについても理解することを目標とします． 

 ○増幅回路 ○演算回路 ○周波数特性 ○直流安定化電源 ○発振回路 

 

■授業計画・内容 

１ ガイダンス，増幅回路の増幅度と利得 

２ オペアンプの基礎 

３ 反転増幅回路 

４ 非反転増幅回路 

５ 定期試験（１） 

６ ボルテージフォロワ回路 

７ 加算回路，減算回路（差動増幅回路） 

８ オペアンプ増幅回路の周波数特性（１） 

９ オペアンプ増幅回路の周波数特性（２） 

10 定期試験（２） 

11 直流安定化電源（１） 

12 直流安定化電源（２） 

13 発振回路（１） 

14 発振回路（２） 

15 定期試験（３） 

16 総括 

■使用テキスト・教材 

「改訂新版 図解で解るはじめての電子回路」（技術評論社），プリント教材，関数電卓 

 

■参考文献 

「図解・わかる電子回路 基礎から DOS/V活用まで」（講談社 BLUE BACKS） 

 

■評価方法 

定期試験，出席状況，授業態度で単位を認定します． 

 

■受講上の注意 

『電子工学Ⅰ』をよく理解していること． 
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321200 ======================================= 

デジタル電子回路Ⅰ 

=======================================   2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

 コンピュータや情報通信、デジタル家電等の中枢を担う部分がデジタル回路です．論理代数、論理回

路をベースに，演算回路、記憶回路の理論を学びます． 

 この授業では，基本論理を学び，式や回路からデジタル回路の基本を把握できることを目標とします． 

  

■授業計画・内容 

１ アナログからデジタルへ 

２ 論理代数 (1) 

３ 論理代数 (2) 

４ 論理回路 (1) 

５ 論理回路 (2) 

６ デジタル IC  

７ 中間試験 

８ 前期のまとめ 

９ 演算回路 (1) 

10 演算回路 (2) 

11 記憶回路 (1) 

12 記憶回路 (2) 

13 計数回路基礎 (1) 

14 計数回路基礎 (2) 

15 期末試験 

16 総まとめ 

 

■使用テキスト・教材 

 ディジタル回路入門早わかり 改訂 2 版（オーム社）、プリント教材 

 

■評価方法 

定期試験，出席状況，授業態度等で単位を認定します． 

 

■受講上の注意 

 授業とあわせて自己学習にも取り組み、理解を深めてください。 
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321240 ======================================= 

直流回路 

======================================= 2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

 電気を学ぶためには、基礎的な電気理論を理解するとともに、計算力を身に付ける必要があります。 

この授業では、電気現象の入門とも言える直流回路について理解し、その後の電気・電子分野の学習の

基礎を習得することを目的とします。 

 ○電気（直流回路）理論  

 

■ 授業計画・内容（１回＝１時間） 

１ 電気電子工学等、工学一般で扱う単位系について（SI単位） 

２ 電気の基礎知識、電圧、電流、抵抗、抵抗率と導電率 

３ オームの法則、直流と交流、電力と電力量 

４ 電気回路の基礎知識、電気回路と電子回路、回路図 

５ 直列と並列、合成抵抗 

６ 分圧・分流 

７ 抵抗の直列接続、並列接続 

８ 抵抗の直並列接続（１） 

９ 抵抗の直並列接続（２） 

10 中間試験 

11 コンダクタンス、キルヒホッフの法則（１） 

12 キルヒホッフの法則（２）と鳳テブナンの定理 

13 抵抗のΔ－Ｙ変換 

14 電力と電力量、ジュールの法則 

15 期末試験 

16 総括 

 

■使用テキスト・教材 

「カラー 徹底図解 基本からわかる 電子回路」（ナツメ社） 

「図解・わかる電子回路 基礎からＤＯＳ／Ｖ活用まで」（講談社）、関数電卓 

 

■評価方法 

 中間試験、期末試験、レポート及び授業に取り組む姿勢を考慮し、総合判断で評価します。 

中間試験を免除した受講免除者は、期末試験とレポートにより評価します。 

 

■受講上の注意 

 授業とあわせて自己学習において多くの演習問題に取り組み、理解を深めてください。 
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321250 ======================================= 

交流回路 

=======================================  2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

交流は直流を包括した標準的な電気現象であるとともに、日常で最も多く電気エネルギーとして使わ

れています。この授業では、交流回路の基礎項目を確実に理解し、その後の電気・電子分野の学習の基

礎を習得することを目的とします。 

 

○交流回路の基礎  ○交流回路の電圧・電流・電力 

 

■授業計画・内容 

１ 交流現象（周波数、実効値等） 

２ 正弦波交流の発生（位相、位相差） 

３ 交流の平均値・実効値 

４ 正弦波交流のベクトル表示、フェーザ表示、複素数表示 

５ リアクタンス、インピーダンス 

６ 交流の基本回路（Ｒ回路）（１） 

７ 交流の基本回路（Ｌ回路）（２） 

８ 交流の基本回路（Ｃ回路）（３） 

９ 中間試験 

10 R－L 直列回路 

11 R―C 直列回路、R－L－C 直列回路 

12 R－L 並列回路、R－C 直列回路 

13 R－L－C 並列回路、交流の電力 

14 電力と力率、皮相電力・無効電力 

15 期末試験 

16 総括 

 

■使用テキスト・教材 

「カラー徹底図解 基本からわかる電気回路」（ナツメ社） 

プリント教材、関数電卓 

 

■評価方法 

進捗具合に応じて授業の最初に確認テストを行います。さらに中間試験、定期試験の結果と授業態

度、出席状況を総合して単位を認定します。 

 

■受講上の注意 

 4 回欠席すると履修できなくなるので、十分注意してください。 
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321260 ======================================= 

電磁気学 

=======================================  2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

高校までに学んだ,電気に関連する分散した多くの知識を,整理して体系化する。公式を利用するだけ

でなく,原理原則を追求し考えを深める。法則(“Law”)と規則（"Rule”）の違いを正確に理解し,“Law”

については,物理的な意味を理解すること。   

さらに電磁気学の習得を通じて,電気・電子の分野でよく用いられる,数式や物理量の定量的な扱いに

習熟することも目標の一つとしています。 

○電気の源 ○静電気と電界 〇磁気の源 〇磁気の性質と磁界〇電磁界中の荷電粒子に働く力 

 

■授業計画・内容 

１ 電磁気を学ぶ前に 

２ 電気の源・静電気の性質と静電誘導、誘電体 

３ 電荷間に働く力とクーロンの法則 

４ 電界と電束密度 

５ 静電容量,色々なコンデンサ 

６ コンデンサに蓄えられる電荷,エネルギ 

７ 電磁界中の荷電粒子に働く力（ローレンツ力・クーロン力） 

８ 中間試験 

９ 磁気の源・磁気のクーロンの法則 

10 磁界と磁束密度 

11 電流の作る磁界とコイル 

12 磁化曲線と磁気ヒステリシス 

13 電磁力、磁界中の電流に働く力 

14 電磁誘導作用,誘導起電力の大きさと方向 

15 期末試験 

16 誘導電動機の原理、回転磁界,電磁気学のまとめ 

 

■使用テキスト・教材 

カラー徹底図解 基本からわかる電気回路、講義用スライド,補足資料 

推薦図書 ISBN978-4-526-07622-0 トコトンやさしい電磁気の本 日刊工業新聞社 

■評価方法 

中間試験,期末試験を行います。出席率と授業態度を総合して,単位を認定します。  

 

■受講上の注意 

授業は原則として教科書に沿って実施しますが,適宜プリント等を配布して説明を補足することがあ

ります。後で勉強しようとせず,講義中に定性的に理解し,自分で定量的に確認する事を繰り返す事。 
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321270 =======================================  

制御工学 

=======================================  1 単位 

 

■授業の概要・到達目標 

 設計技術にかかせない制御理論を学習する上で必要な知識を学習し、制御理論の基礎について、解

説・演習をしていきます。 

 

 ○制御概論  ○フィードバック制御  

 

■授業計画・内容 

１ 制御技術とは 

２ 自動制御の種類 

３ ブロック線図 

４ 基本要素の伝達関数１ 

５ 基本要素の伝達関数２ 

６ ラプラス変換 

７ 試験 

８ 試験の解答とまとめ 

 

 

■使用テキスト・教材 

プリント教材、関数電卓 

 

■参考文献 

 

■評価方法 

進捗具合に応じて授業の最初に確認テストを行います。さらに中間試験、定期試験の結果と授業態

度、出席状況を総合して単位を認定します。 

 

■受講上の注意 

2 回欠席すると履修できなくなるので、十分注意してください。 
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321280 ======================================= 

電子計測 

======================================= 2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

電子回路の特性，現象を測定するために，計測器の原理・特性・使用方法を理解し，得られたデ

ータを適切に処理し，必要な情報とし，判断する能力が必要となります． 

この授業では，単位の扱い方から始め，各種計測器と計測法について学習します．また電子回路で

用いられる部品の概要についても学習します． 

（１）計測一般 （２）電圧，電流，抵抗，電力の測定 （３）各種計測器 （４）電気・電子部品 

 

■授業計画・内容 

１ ガイダンス，計測の基礎，単位と記号 

２ 単位・数の接頭語 

３ 指数・対数関数とデシベル表示 

４ 演習・中間試験 1 

５ 電気回路の基本法則，電気・電子素子部品 

６ 電圧・電流・抵抗の測定法，誤差と精度 

７ 指示計器の構成，倍率器，分流器 

８ 演習・中間試験 2 

９ 電圧・電流・抵抗の測定法 

10 電力の測定法，交流における測定 

11 波形の測定装置と測定法 1 

12 演習・中間試験 3 

13 波形の測定法 2 

14 ディジタル量の扱い方，A/D 変換，D/A 変換 

15 期末試験 

16 総括 

 

■使用テキスト・教材 

「電子測定法及び試験法（改定 2 版）」（雇用問題研究会），「基本からわかる電気回路」（ナツメ社） 

「改訂新版 図解で解るはじめての電子回路」（技術評論社），「図解・わかる電子回路 基礎から DOS/V

活用まで」（講談社 BLUE BACKS），プリント教材，関数電卓 

  

■評価方法 

  中間試験，期末試験及び授業態度を総合して評価します． 

 

■受講上の注意 

  授業とあわせて自己学習において多くの演習問題に取り組み理解を深めてください． 
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323301 ======================================= 

数学基礎演習 クラスＡ 

=======================================   2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

各学科に必要と思われる数学の基礎を中心に併せて応用を習得します。 

数学の基礎力の定着と応用力の向上を図ります。 

（１）数Ⅰ （２）数Ⅱ （３）数Ⅲ （４）数Ａ （５）数Ｂ （６）数Ｃ 

 

■授業計画・内容 

１ 三角比（オリエンテーション内で実施します） 

２ 等差・等比数列 

３ 階差数列 

４ ベクトル 

５ 三角関数 

６ 行列和差積 

７ 掃き出し法 

８ 座標変換 

９ 順列・組み合わせ 

10 指数・対数 

11 指数・対数 

12 複素数平面 

13 極限 

14 微分 

15 積分 

16 積分 

17 テスト 

 

■使用テキスト・教材 

プリント教材 

■参考文献 

■評価方法 

期末試験の結果及び課題の結果と授業に取り組む姿勢を考慮して、単位を認定します。 

■受講上の注意 

生産技術科・制御技術科・電子技術科・情報技術科の４科合同で受講します。 

レベル分けテストをオリエンテーション内に行い、約２０人１班（計６班）に分けます。オリエンテー

ション中に授業を行い班変更の希望をとります。 

各学科に必要と思われる数学の基礎学力を定着していただくため、自己での学習も率先して行ってく

ださい 。 
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323302 ======================================= 

数学基礎演習 クラスＢ 

=======================================   2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

各学科に必要と思われる数学の基礎を中心に併せて応用を習得します。 

数学の基礎力の定着と応用力の向上を図ります。 

（１）中学 （２）数Ⅰ （３）数Ⅱ 

 

■授業計画・内容 

  クラスＢ    クラスＢ’ 

１ 因数分解（オリエンテーション内で実施します）

２ 比例・反比例のグラフ 

３ 一次方程式 

４ 連立方程式 

５ 三元一次方程式 

６ 多項式の割り算 

７ 平方根・有理化 

８ 二次方程式 

９ 複素数 

10 二次関数のグラフ・平方完成 

11 二次関数グラフの対称移動 

12 相似・平行線と比 

13 中点連結定理 

14 三平方の定理 

15 三角比 

16 三角関数 

SI 接頭辞 

比の計算 

有効桁数と誤差 

一次方程式 

連立方程式 

平方根・有理化 

二次方程式 

二次方程式 

複素数 

複素数 

相似・平行線と比 

中点連結定理 

三平方の定理 

三角比 

三角関数 

17 テスト 

 

■使用テキスト・教材 

プリント教材  

■参考文献 

■評価方法 

期末試験の結果及び課題の結果と授業に取り組む姿勢を考慮して、単位を認定します。 

■受講上の注意 

生産技術科・制御技術科・電子技術科・情報技術科の４科合同で受講します。 

レベル分けテストをオリエンテーション内に行い、約２０人１班（計６班）に分けます。オリエンテ

ーション中に授業を行い班変更の希望をとります。各学科に必要と思われる数学の基礎学力を定着して

いただくため、自己での学習も率先して行ってください 。 
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323303 ======================================= 

数学基礎演習 クラスＣ 

=======================================   2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

各学科に必要と思われる数学の基礎を中心に併せて応用を習得します。 

数学の基礎力の定着と応用力の向上を図ります。 

（１）中学 （２）数Ⅰ 

 

■授業計画・内容 

  クラスＣ    クラスＣ’ 

１ 小数と分数の混合計算（オリエンテーション内で実施します） 

２ SI 接頭辞 

３ SI 接頭辞 

４ 比の計算 

５ 有効桁数と誤差 

６ 一次方程式 

７ 連立方程式 

８ 因数分解 

９ 平方根・有理化 

10 二次方程式 

11 二次方程式 

12 二次関数グラフ 

13 座標と領域 

14 三平方の定理 

15 三角比 

16 三角比 

SI 接頭辞 

SI 接頭辞 

比の計算 

有効桁数と誤差 

有効桁数と誤差 

一次方程式 

一次方程式 

連立方程式 

平方根・有理化 

平方根・有理化 

二次方程式 

二次方程式 

座標と領域 

三平方の定理 

三角比 

17 テスト 

 

■使用テキスト・教材 

プリント教材  

■参考文献 

■評価方法 

期末試験の結果及び課題の結果と授業に取り組む姿勢を考慮して、単位を認定します。 

■受講上の注意 

生産技術科・制御技術科・電子技術科・情報技術科の４科合同で受講します。 

レベル分けテストをオリエンテーション内に行い、約２０人１班（計６班）に分けます。オリエンテ

ーション中に授業を行い班変更の希望をとります。各学科に必要と思われる数学の基礎学力を定着して

いただくため、自己での学習も率先して行ってください 。 
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323304 ======================================= 

数学基礎演習 クラスＤ 

=======================================   2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

各学科に必要と思われる数学の基礎を中心に併せて応用を習得します。 

数学の基礎力の定着と応用力の向上を図ります。 

（１）中学全般 

 

■授業計画・内容 

１ 分数の足し算引き算（オリエンテーション内で実施します） 

２ 分数の掛け算割り算 

３ 小数と分数の混合計算 

４ 濃度計算 

５ 時計計算 

６ SI 接頭辞 

７ SI 接頭辞 

８ 有効桁数と誤差 

９ 有効桁数と誤差 

10 数字パズル 

11 対称な図形（点・線対称） 

12 対称な図形（回転対称） 

13 一次方程式 

14 連立方程式 

15 連立方程式 

16 因数分解 

17 テスト 

 

■使用テキスト・教材 

プリント教材  

■参考文献 

■評価方法 

期末試験の結果及び課題の結果と授業に取り組む姿勢を考慮して、単位を認定します。 

■受講上の注意 

生産技術科・制御技術科・電子技術科・情報技術科の４科合同で受講します。 

レベル分けテストをオリエンテーション内に行い、約２０人１班（計６班）に分けます。オリエンテ

ーション中に授業を行い班変更の希望をとります。 

各学科に必要と思われる数学の基礎学力を定着していただくため、自己での学習も率先して行ってく

ださい 。 
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324210 ======================================= 

デジタル電子回路Ⅱ 

=======================================   2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

 デジタル電子回路Ⅰをベースに、計数回路、各種デジタル回路、変換回路等の理論を学びます． 

 この授業では，基本デジタル回路から構成される、計数回路、各種デジタル回路、変換回路等を把握

できることを目標とします．  

 

■授業計画・内容 

１ デジタル回路基礎理論の確認 

２ 計数回路 (1) 

３ 計数回路 (2) 

４ 計数回路 (3) 

５ 計数回路と記憶回路 

６ パルス回路 (1) 

７ 中間試験 

８ 前期のまとめ  

９ パルス回路 (2) 

10 各種デジタル回路 (1) 

11 各種デジタル回路 (2) 

12 各種デジタル回路 (3) 

13 D/A 変換回路 

14 A/D 変換回路  

15 期末試験  

16 総まとめ  

 

■使用テキスト・教材 

 ディジタル回路入門早わかり 改訂 2 版（オーム社）、プリント教材 

 

■評価方法 

定期試験，出席状況，授業態度等で単位を認定します． 

 

■受講上の注意 

授業とあわせて自己学習にも取り組み、理解を深めてください。 
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324220 ======================================= 

メカトロニクス工学概論 

=======================================   2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

メカトロニクス工学概論では、メカトロニクス機械のシステムを構成する各要素や理論について学び

ます。メカトロニクスとは、エレクトロニクス（電子工学）の技術と機械を結び付けたものであり、機

械の制御などに電子技術を応用し、機械の高性能化・自動化を図るために利用されます。メカトロニク

ス機械を造るためには、幅広い知識が必要になります。そして、その要素を組みあげていく能力が重要

になります。この授業では、メカトロニクスの各要素技術の基礎を理解すると共に、メカトロニクス工

学（モノづくり）の全体像をつかむことを目標とします。 

 

■授業計画・内容 

１ オリエンテーション（メカトロニクスとは，メカトロニクスに必要な技術） 

２ 機械の運動の伝達（機械の運動，機械の機構） 

３ 機械要素（機械要素，締結要素，軸・軸関連要素，伝達要素） 

４ 機構（歯車機構） 

５ 機構（リンク機構，カム機構） 

６ 機構（巻掛け伝達機構，ねじ機構） 

７ センサ（センサの基礎，機械量検出センサ，物体検出センサ，その他のセンサ） 

８ アクチュエータ１（アクチュエータの基礎，アクチュエータ駆動素子とその回路） 

９ アクチュエータ２（アクチュエータとその応用） 

10 シーケンス制御（シーケンス制御回路と制御の実際） 

11 制御用コンピュータ１（制御用コンピュータの構成） 

12 制御用コンピュータ２（インタフェースとデータ伝送） 

13 コンピュータ制御（コンピュータによる制御の実際） 

14 期末試験 

15 メカトロニクス設計の概要（メカトロニクス設計の進め方） 

16 メカトロニクスの活用（製造工場の工程例，ロボット） 

 

■使用テキスト・教材 

 First Stage シリーズ メカトロニクス入門（実教出版株式会社）、プリント教材、関数電卓 など 

 

■評価方法 

課題学習と期末試験の結果を基本に、授業中での発言・討議・授業に取り組む姿勢を考慮して、単位を

認定します。 

■受講上の注意 

効率の良い学習をするためには、予習が一番だ！と考えております。講義の前までにテキストを流

し読み（パラパラとめくって拾い読み）するなどして、興味のある項目・内容を把握してから授業に臨

んでください。そして、どしどし教室で質問してください。理解が深まり、いつまでも記憶が残ります。 
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331011 ======================================= 

電子工学基礎実験 

=======================================  3単位 

 

■授業の概要・到達目標 

電子回路を理解するためには，まず構成される半導体部品の特性を知る必要があります．そのために，

測定器の使い方をマスターする必要もあります． 

この授業では，基本的な測定器の使い方を修得し，ダイオードやトランジスタの特性について実験を

通して理解を深め，電子技術者としての素地を身につけることを目標とします． 

 ○各種測定器の使い方  ○ダイオードの基礎 ○トランジスタの基礎 

 

■授業計画・内容 

１ ファンクションジェネレータの概要と使用法 

２ オシロスコープの概要と使用法 

３ ファンクションジェネレータ・オシロスコープの使用法 

４ ファンクションジェネレータ・オシロスコープの使用法【実技テスト】 

５ ダイオード概要と静特性・動特性の測定 

６ ダイオードの整流作用の測定 

７ トランジスタの概要と静特性 

８ トランジスタの静特性の測定 

 

■使用テキスト・教材 

  プリント教材，「改訂新版 図解で解るはじめての電子回路」（技術評論社） 

 

■参考文献 

「図解・わかる電子回路 基礎から DOS/V 活用まで」（講談社）， 

 

■評価方法 

すべての実験を実施し，実験ごとにあたえられた課題の評価が 60 点以上で，単位を認定します． 

 

■受講上の注意 

 実技試験に合格し，実験レポートの提出期限を守ること． 

関数電卓，レポート用紙（Ａ４），グラフ用紙（Ａ４方眼紙[1mm]）を用意して下さい． 
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331200 ======================================= 

電子工作基本実習 

=======================================  2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

 電子回路を製作するためには，はんだ付けの仕方を習得する必要があります． 

 この授業では，はんだごてに代表される工具を使い，はんだ付けや電子部品の取付け方法を学び，電

子技術者として電子回路製作の素地を身につけることを目標とします． 

 ○工具の使い方 ○はんだ付けの仕方 ○ストラップ配線○リード部品の取付け  

 

■授業計画・内容 

１ 工具の使い方，はんだ付け作業について 

２ はんだ付けの仕方（１） 

３ はんだ付けの仕方（２）ストラップ配線 

４ はんだ付けの仕方（３）ストラップ配線 

５ リード部品の取付け（１）抵抗器 

６ リード部品の取付け（２）ジャンパー線 

７ リード部品の取付け（３）コンデンサ 

８ リード部品の取付け（４）DIP 部品など 

 

■使用テキスト・教材 

 プリント教材 

 

■参考文献 

 

■評価方法 

 課題を全て提出し，課題の評価点が 60点以上で，単位を認定します． 

 

■受講上の注意 

 課題の提出は期限を守ること． 

 はんだ付けを行う際には安全衛生に十分注意し，特に「保護めがね」は必ず着用すること． 
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331211 ======================================= 

電気工学基礎実験 

=======================================  3単位 

 

■授業の概要・到達目標 

 電気回路を理解するためには，これらに対応した実験を行い理論と照らし合わせることが重要です． 

 この授業では，実験を通じ，電圧計，電流計等の各種計測機器の取り扱いができるようになるととも

に，電気回路の理論を確認することを目標とします． 

 （１）計測器の取扱い （２）抵抗測定実験 （３）直流回路実験  

 

■授業計画・内容 

１ ガイダンス，テスタの使い方，抵抗の測定実験（１） 

２ ブレッドボードの使い方，抵抗の測定実験（２） 

３ 直流安定化電源の使用法，電圧降下測定実験（１） 

４ 電圧降下測定実験（２） 

５ 指示計器の指針の読み方，オームの法則測定実験 

６ 抵抗の直並列接続回路測定実験 

７ ブリッジ回路測定実験 

８ 実技試験 

 

■使用テキスト・教材 

 プリント教材 

 

■参考文献 

「カラー 徹底図解 基本からわかる 電子回路」（ナツメ社） 

「図解・わかる電子回路 基礎からＤＯＳ／Ｖ活用まで」（講談社）、関数電卓 

 

■評価方法 

 すべての課題を実施し，全レポートを提出し，実技試験に合格すれば，単位を認定します． 

 

■受講上の注意 

 関数電卓，ブレッドボード，テスター，レポート用紙（A4），グラフ用紙（A4 方眼紙 1mm）を用意

して下さい． 
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331221 ======================================= 

情報工学基礎実習 

=======================================  4単位 

 

■授業の概要・到達目標 

 この授業では，文書や資料の作成を行う上で必要となる各種オフィスソフトウェアの操作方法を学び，

パソコンでの情報処理能力を養うことと，マイコン制御で必要となるプログラミングの基礎技術の習得

を目標とします。 

  

■授業計画・内容 

１ Windows 操作、タイピング練習、文書作成ソフト（Word）の使用方法 

 

２ タイピング練習、文書作成ソフト（Word）の文書作成実習 

 

３ 表計算ソフト（Excel）の使用方法 

 

４ 表計算ソフト（Excel）の表作成実習 

 

５ プレゼンテーションソフト（PowerPoint）の使用方法 

 

６ プレゼンテーションソフト（PowerPoint）によるスライド・資料作成実習 

 

７ プログラミング（Ｃ言語）環境の使い方、Ｃ言語の書き方 

 

８ Ｃ言語の printf文の活用 

 

９ Ｃ言語の演算子の活用、Ｃ言語の数値の型について 

 

10 Ｃ言語の if文の活用 

 

11 Ｃ言語の if文の活用 

 

12 Ｃ言語の for文の活用 

 

13 Ｃ言語の for文の活用 

 

14 Ｃ言語の while文の活用 

 

15 Ｃ言語の乱数の活用、Ｃ言語の二重ループの活用、Ｃ言語の配列の活用 

 

16 総まとめ 

 

■使用テキスト・教材 

 プリント教材 

 Web 学習アプリ対応 C 言語入門（講談社） 

 

■評価方法 

 課題の達成・提出状況、出欠状況、授業態度などを総合して単位を認定します。 

 

■受講上の注意 

 アプリケーションソフト活用では、個々人の能力に応じて個別に課題に取り組む形式をとります。 



- 32 - 

 

331230 ======================================= 

電子製図実習 

=======================================  2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

 工業製品を製作する上で図面は不可欠な要素です．日本産業規格など製図に関する規格を理解し，製

作図，設計図，回路図などを正しく読み図面を作成する能力が必要です． 

 この授業では，JIS に準拠した機械図面や電子回路の作図，電子回路製作に必要な組立図の作成がで

きることを目標とします． 

 ○基礎製図 ○立体製図 ○CAD を使った製図 ○電子回路製図 

 

■授業計画・内容 

１ ガイダンス，ドラフターの使い方 

２ 線の種類と描き方 

３ 文字の書き方 第三角法による立体の描き方 

４ 等角図による立体の描き方 寸法線の描き方 

５ CAD による図面の描き方 

６ CAD による寸法線の描き方 

７ CAD による立体の製図演習（１） 

８ CAD による立体の製図演習（２） 

９ 電子回路 CAD による回路図作成演習（１） 

10 電子回路 CAD による回路図作成演習（２） 

11 電子回路 CAD による回路図作成演習（３） 

12 電子回路 CAD による回路図作成演習（４） 

13 プリント基板設計エディタによる部品配置配線図作成演習（１） 

14 プリント基板設計エディタによる部品配置配線図作成演習（２） 

15 実技テスト 

16 プリント基板設計エディタによる部品配置配線図作成演習（３） 

 

■使用テキスト・教材 

 「電気・電子製図練習ノート」（実教出版）、プリント教材 

 

■評価方法 

 実技テスト、提出課題および及び授業態度を総合して評価します。 

 

■受講上の注意 

 直線定規（200～300mm 程度）を各自用意すること． 
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331240 ======================================= 

電子回路基礎実験 

=======================================  2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

アナログ回路やデジタル回路のベースとなるのが，トランジスタを用いた電子回路です．この授業で

は，実験を通じて，トランジスタ増幅回路の理解を深め，電子回路実験のポイントを知ることを目標と

します． 

 

■授業計画・内容 

１ トランジスタ実験回路の製作 

 回路図作成 配線表作成 パターン図作成 回路組立 配線チェック 動作確認 

 

２ トランジスタ反転増幅回路の実験 

 増幅率の決定・入出力特性・周波数特性・入出力インピーダンスの測定 

 

３ トランジスタ反転増幅回路のシミュレーション 

 入出力特性・周波数特性・位相特性のシミュレーション 

 

 

■使用テキスト・教材 

 プリント教材 

 

■参考文献 

 「図解で解るはじめての電子回路」（技術評論社） 

「図解・わかる電子回路 基礎から DOS/V 活用まで」（講談社） 

 

■評価方法 

各課題・実験ごとに，レポート等を課します． 

 

■受講上の注意 

 提出物は期日前に提出すること． 
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331510 ======================================= 

電子回路製作基本実習 

=======================================  2単位 

【集中実習】 

 

■授業の概要・到達目標 

 電子回路を設計・製作するためには、設計仕様にもとづき回路図を作成し、プリント基板の配線パタ

ーンを設計した上で、はんだ付けにより部品を実装して、実際に回路を製作します。 

 この授業では、回路製作の一連の流れを学ぶとともに、スズメッキ線を用いたプリント基板のストラ

ップ配線による回路製作の仕方を習得することを目標とします。 

 ○回路図作成 ○基板設計 ○回路基板製作 

 

■授業計画・内容 

１ 電子回路 CAD による回路図作成実習 

２ プリント基板配線 CAD による基板配線設計実習 

３ Excel 等によるチェックリストの作成 

４ 電子回路基板製作 

５ チェックリストを使った導通チェック 

６ チェックリストを使った動作確認 

 

■使用テキスト・教材 

 プリント教材 

 

■参考文献 

 

■評価方法 

 製作した課題（回路図、基板組立図、製作基板）のできばえを総合して、単位を認定します。 

 

■受講上の注意 
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334081 ======================================= 

デジタル電子回路実験Ⅰ 

=======================================   2単位 

 

■ 授業の概要・到達目標 

 デジタル家電などの中枢を担う部分が，デジタル回路です． 

この授業は，学科で学んだ知識を基にして，汎用ロジック IC の使い方を学び，デジタル回路設計の基

礎を習得することを目標とします． 

 ○基本ゲート回路 ○組合せ論理回路 ○加算回路 ○デコーダ回路 ○ラッチ回路 

 

■授業計画・内容 

１ 課題１ 基本ゲート回路実験 

２ 課題２ 基本ゲート回路（組合せ回路）実験 

３ 課題３ 組合せ論理回路実験 

４ 課題４ 加算回路実験 

５ 課題５ デコーダ回路の設計（１２３４表示） 

６ 課題６ デコーダ回路の設計（ID 表示） 

７ 課題７ ラッチ回路実験 

８ 追加課題またはまとめ 

 

 ※上記を標準進度とし各学生の進度により課題を進行します． 

 

■使用テキスト・教材 

  教科書，プリント教材 

 

■ 評価方法 

汎用ロジックICを使用した実験(作業方法、レポート) 

 

■ 受講上の注意 

 学科にて使用しているテキスト・工具・テスター・ブレットボードを用意してください． 
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334090 ======================================= 

デジタル電子回路実験Ⅱ 

=======================================   2単位 

 

■ 授業の概要・到達目標 

 デジタル家電などの中枢を担う部分が，デジタル回路です． 

この授業は，学科で学んだ知識を基にして，汎用ロジック IC の使い方を学び，デジタル回路設計の基

礎を習得することを目標とします．  

 ○フリップ・フロップ回路 ○カウンタ回路 ○発振回路 ○デジタル電子回路応用 

 

■授業計画・内容 

１ 課題１ フリップ・フロップ回路実験 

２ 課題２ 発振回路設計 

３ 課題３ 非同期式カウンタ回路実験① 

４ 課題４ 非同期式カウンタ回路実験② 

５ 課題５ 同期式カウンタ回路実験① 

６ 課題６ 同期式カウンタ回路実験② 

７ 課題７ 追加課題（ゲート・カウンタ等組合せ回路） 

８ 課題 8 追加課題またはまとめ 

 

  ※上記を標準進度とし各学生の進度により課題を進行します． 

    

 

■使用テキスト・教材 

  教科書，プリント教材 

 

■ 評価方法 

汎用ロジックICを使用した実験，回路製作(作業方法、レポート)，シミュレータによる回路設計 

 

■ 受講上の注意 

  デジタル電子回路実験Ⅰで使用した資料・工具・テスター・ブレットボードを用意してください． 
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334350 ======================================= 

コンピュータ工学実習Ⅰ 

=======================================   6単位 

 

■授業の概要・到達目標 

 ロボットのような複雑な制御システムを構築できるようになるには、まずスイッチや LED といった

基本的な制御対象の回路作製やプログラミングの習得が必要になります。 

この授業では，これら基本的入出力回路を設計･製作できること、およびマイコンを使った基本制御

プログラムを作成できることを目標とします。 

 ○マイコンシステム ○各種Ｉ／Ｏの制御 

 

■授業計画・内容 

１ 実習用マイコンボードプログラム環境の使い方 

２ I/O ポートの入出力設定 

３ LED 点灯プログラム 

４ SW 入力プログラム 

５ 実技試験(1) 

６ LCD 表示プログラム 

７ DC モーター制御プログラム（１） 

８ ステッピングモーター制御プログラム（２） 

９ タイマー割込みプログラム 

10 実技試験(2) 

11 演習課題（１） 

12 演習課題（２） 

13 演習課題（３） 

14 演習課題（４） 

15 期末試験 

16 まとめ 

 

■使用テキスト・教材 

 プリント教材、マイコンボード、ブレッドボード 

 

■参考文献 

 

■評価方法 

 試験、課題、受講態度、および出席・受講状況を総合して評価します。 

 

■受講上の注意 

  特になし 
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334390 ======================================= 

アナログ電子回路実験Ⅰ 

=======================================   2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

アナログ回路やデジタル回路のベースとなるのが、オペアンプを用いた電子回路です。この授業では、

実験を通じて、オペアンプ増幅回路の理解を深め、電子回路実験のポイントを知ることを目標とします。 

○反転増幅回路 ○非反転増幅回路 ○電圧利得の特性 ○周波数特性  

 

■授業計画・内容 

１ 実験０ オペアンプ増幅回路の動作の確認 

２ 実験１ 反転増幅回路の直流特性実験 

３ 実験２ 非反転増幅回路の直流特性実験 

４ 実験３ 増幅回路の入出力波形観測実験 

５ 実験４ 増幅回路の周波数特性実験 

６ 実験５ オペアンプ増幅回路設計実験（設計） 

７ 実験５ オペアンプ増幅回路設計実験（製作） 

８ 実験５ オペアンプ増幅回路設計実験（測定） 

 

■使用テキスト・教材 

 プリント教材，「改訂新版 図解で解るはじめての電子回路」（技術評論社），関数電卓， 

片対数グラフ用紙，方眼グラフ用紙，レポート用紙 

 

■参考文献 

「図解・わかる電子回路 基礎から DOS/V 活用まで」（講談社） 

 

■評価方法 

すべての実験を実施し，実験ごとにあたえられた課題の評価が 60 点以上で，単位を認定します． 

 

■受講上の注意 

『アナログ電子回路Ⅰ』の授業と平行して実験を行っていきますので『アナログ電子回路Ⅰ』を受講

していること。 
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334430 ========================================  

工作基本実習 

========================================  1単位 

 

■授業の概要・到達目標 

製品を開発する場合、何をするものか（仕様）、それを実現するために必要な機能がどのようなもの

かということを明確にし、企画・設計していきます。 

この授業では、与えられた目的に応じて、各自がに設計・試作をし、実際に使用して、競技をとおし

て機能を検証します。 

 

■授業計画・内容 

１ 概要および全体仕様の説明、担当の決定 

２ 詳細仕様の検討 

３ 試作および詳細仕様の検討 

４ 試作および詳細仕様の検討 

５ 試作および詳細仕様の検討 

６ 動作確認および調整 

７ 競技会 

８ レポート作成 

 

■使用テキスト・教材 

 プリント教材 

 

■参考文献  

 

■評価方法 

 競技の結果およびレポート内容と取組み姿勢を考慮し、総合評価します。 

 

■受講上の注意 
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334520 ======================================= 

電子機器組立基本実習Ⅰ 

=======================================  2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

 携帯電話、スマートフォン、パソコンや自動車など、その工業製品を制御し、さまざまな機能を持た

せる頭脳の部分が電子機器です。電子機器を組立てるには、はんだ付けによる部品の実装や、電線やケ

ーブルによる配線作業が基本になります。 

 この授業では、技能検定２級電子機器組立てにおける実技課題のプリント基板組立て作業を習得する

とともに、電子機器組立て作業を理解することを目標とします。 

 ○プリント基板組立て作業 ○シャーシ組立て作業 ○からげ作業 

 

■授業計画・内容 

１ 技能検定実技課題について、チップ部品のはんだ付け練習 

２ チップ部品、面実装部品のはんだ付け練習 

３ プリント基板の組立て（１） 

４ プリント基板の組立て（２） 

５ リント基板の組立て（３） 

６ シャーシ組立て作業、技能五輪参加選手によるデモンストレーション 

７ ビニル電線の端末処理、端子のからげ作業（１） 

８ 端子のからげ作業（２）、回路の動作理解 

 

■使用テキスト・教材 

 プリント教材 

 

■参考文献 

 「電子機器組立の総合研究」（技術評論社） 

 

■評価方法 

 製作した基板のできばえ、からげ作業、作業態度などを総合して、単位を認定します。 

 

■受講上の注意 

 作業机の上や机の回りなどの整理整頓や清掃をこまめに行うこと。 
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334560 ======================================= 

シーケンス制御実習Ⅰ 

=======================================   2単位 

 

■授業の概要・到達目標 

 設備系で広く活用されているシーケンス制御の基礎について、実習を中心に学習します。 

 製作実習では、製造業やメンテナンス業における「仕事」をイメージしながら、「製品作り」を意識

して進めていきます。 

 

 ○リレーシーケンス制御の基礎  ○リレーシーケンス回路製作 

 

■授業計画・内容 

１ シーケンス制御の基礎、押しボタンスイッチの動作、シーケンス図の書き方 

２ リレーシーケンス実習盤の製作 

３ リレーシーケンス回路の考え方、基本回路の製作（ＡＮＤ回路、ＯＲ回路） 

４ リレーシーケンス回路の製作（自己保持回路） 

５ リレーシーケンス回路の製作（順序始動回路） 

６ リレーシーケンス回路の製作（先入れ優先回路、後入れ優先回路） 

７ リレーシーケンス回路の製作（総合課題）１ 

８ リレーシーケンス回路の製作（総合課題）２ 

 

※課題製作は、上記を標準進度とし、各学生の進度により進行します。 

 

■使用テキスト・教材 

 「やさしいリレーとシーケンサ（改訂３版）」（オーム社）、プリント教材、シーケンス制御機器一式 

 

■評価方法 

 製作課題及び授業に取り組む姿勢を考慮し、総合判断で評価します。 

 

■受講上の注意 

機器や工具類に関する知識は、現場でもすぐに活用することができます。製作時は「ものづくり」を

意識して、積極的に技能習得に努めてください。 

  

 


