
大島商船高等専門学校 開講年度 令和03年度 (2021年度) 授業科目 情報リテラシ
科目基礎情報
科目番号 0003 科目区分 専門 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電子機械工学科 対象学年 1
開設期 通年 週時間数 2

教科書/教材 (1)情報リテラシー教科書 Windows 10/Office 2019対応版　オーム社　(2)　情報セキュリティ人材育成・セキュリテ
ィ教材

担当教員 櫛田 直規
目的・到達目標
(1) インターネット利用マナー、メールの使い方の基礎知識、情報セキュリティの基礎知識を取得する
(2) Wordの基礎と応用の知識を取得する
(3) Excel の基礎と応用の知識を取得する
(4) Powerpointの基礎と応用の知識を取得する
(5) 情報の表現形式の基礎と応用の知識を取得する
(6) 論理式　論理回路の基礎と応用の知識を取得する
　などを理解し実際の運用能力を高める
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
インターネット利用マナー、メー
ルの使い方の基礎知識があり創造
的活動ができる。また情報セキュ
リティの知識を理解している

インターネット利用マナー、メー
ルの使い方および情報セキュリテ
ィの基礎知識がある

インターネット利用マナー、メー
ルの使い方および情報セキュリテ
ィの基礎知識が不十分

評価項目2 Wordの基礎を理解できる Wordの基礎を理解できる Wordの基礎を理解できていない
評価項目3 Excelの基礎を理解できる Excelの基礎を理解できる Excelの基礎を理解できていない

評価項目４ Powerpointの基礎を理解でき創造
的な発想ができる Powerpointの基礎を理解できる Powerpointの基礎を理解できてい

ない

評価項目５ 情報の表現形式を理解し創造的な
発想ができる 情報の表現形式を理解している 情報の表現形式の理解が不十分で

ある

評価項目６
論理式　論理回路、真理値表の基
礎が理解でき創造的な発想ができ
る

論理式　論理回路、真理値表の基
礎が理解できる

論理式　論理回路、真理値表の基
礎の理解が不十分

学科の到達目標項目との関係
本校 (1)-a 電子機械 (3)-b
教育方法等

概要
コンピュータ利用の基礎的な知識を取得する。
インターネット利用マナー、情報セキュリティの基礎知識、コンピュータの基礎知識、ハードウエアとソフトウエアの
基礎知識、情報の表現形式、ネットワークなどを講究する

授業の進め方と授業内
容・方法

（１）インターネット利用マナー、情報セキュリティの基礎知識のほか,（２）Windowsの基礎知識（３）メールの使い
方の基礎知識（４）Word（５）Excel (６)Powerpoint（７）情報の表現形式（８）論理式　論理回路、真理値表に関し
て講究する

注意点 常に予習復習を怠らないこと
授業の属性・履修上の区分
□  アクティブラーニング □  ICT 利用 ☑  遠隔授業対応 □  実務経験のある教員による授業

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1stQ

1週 インターネットとメールの利用 windowsの基礎
2週 インターネットとメールを利用できる。

3週 インターネットとメールを利用でき、また関連する情
報セキュリティについて基礎知識を理解できる

4週 word wordの基本操作ができる。
5週 簡単な文書の作成ができる。
6週 文章の編集ができる。
7週 文章文字の飾りつけなどができる。
8週 印刷

2ndQ

9週 演習
10週 excel Excelの基本操作ができる。
11週 データの作成
12週 表の作成と印刷
13週 表の編集
14週 グラフの作成
15週 インターネットの利用マナー インターネットの利用マナー
16週 前期試験

後期 3rdQ

1週 word、excel、インターネットの総合復習 word、excel、インターネットの総合復習
2週 word、excel、インターネットの総合復習
3週 word、excel、インターネットの総合復習
4週 powerpoint Powerpointの基本操作ができる。
5週 スライド作成のテクニック



6週 情報の表現形式 PCの中で取り扱われる情報の表現形式の種類
7週 ２進数　16進数など
8週 論理式と真理値表

4thQ

9週 論理式と論理回路
10週 各種標準形（加法標準形など）
11週 情報セキュリティおよび倫理 情報セキュリティと情報倫理
12週  拡張機能の特徴  Google Chrome と拡張機能 入門
13週 SNS入門 各種SNS
14週 HP入門 HP入門
15週 総合演習 課題演習
16週 学年末試験

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

基礎的能力 工学基礎 情報リテラ
シー

情報リテラ
シー

情報を適切に収集・処理・発信するための基礎的な知識を活用で
きる。 3

論理演算と進数変換の仕組みを用いて基本的な演算ができる。 3
コンピュータのハードウェアに関する基礎的な知識を活用できる
。 3

情報伝達システムやインターネットの基本的な仕組みを把握して
いる。 3

同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在
しうることを知っている。 2

与えられた基本的な問題を解くための適切なアルゴリズムを構築
することができる。 2

任意のプログラミング言語を用いて、構築したアルゴリズムを実
装できる。 2

情報セキュリティの必要性および守るべき情報を認識している。 2
個人情報とプライバシー保護の考え方についての基本的な配慮が
できる。 2

インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々
な脅威を認識している 2

インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々
な脅威に対して実践すべき対策を説明できる。 2

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 90 0 0 0 0 10 100
基礎的能力 30 0 0 0 0 0 30
専門的能力 30 0 0 0 0 0 30
分野横断的能力 30 0 0 0 0 10 40



大島商船高等専門学校 開講年度 令和03年度 (2021年度) 授業科目 プログラミング基礎
科目基礎情報
科目番号 0029 科目区分 専門 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電子機械工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 Ｃ言語プログラミングレッスン（ソフトバンク）
担当教員 小林 心
目的・到達目標
(1)ＰＣを用いてプログラムを作成、デバッグを行い動作を確認できる。
(2)数値を入力して、計算を行い、結果を表示するプログラムを作成できる。
(3)条件分岐とフローチャートの関係を理解してプログラムを作成できる。
(4)繰り返し文の動作をを理解してプログラムを作成できる。
(5)変数、配列のアドレスとポインタ変数の関係を理解してプログラムを作成できる。
(6)関数間のデータの受け渡し方法を理解してプログラムを作成できる。

ルーブリック
理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 プログラムを作成して、デバッグ
を行い、完成することができる。

プログラムを記述できるが、デバ
ッグができない。 プログラムを記述できない。

評価項目2
数値を入力して計算を行い結果を
表示するプログラムの作成の際、
整数演算、実数演算の使い分けが
できる。

数値入力、結果表示のプログラム
を作成できるが、整数型変数と実
数型変数の使い分けができない。

数値入力、結果表示のプログラム
を作成できない。

評価項目3
条件分岐とフローチャートの関係
を理解してプログラムを作成でき
る。

条件分岐のプログラムを作成でき
る。

条件分岐のプログラムを作成でき
ない。

評価項目4
繰り返し文を用いて、条件分岐と
組み合わせたプログラムを作成で
きる。

繰り返しのプログラムを作成でき
る。

繰り返しのプログラムを作成でき
ない。

評価項目5
変数、配列のアドレスとポインタ
変数の関係を理解してプログラム
を作成できる。

ポインタ変数を使ったプログラム
の作成ができる。

ポインタ変数を使ったプログラム
の作成ができない。

評価項目6
関数間のデータの受け渡し方法を
理解してプログラムを作成できる
。

関数を用いたプログラムを作成で
きる。

関数を用いたプログラムを作成で
きない。

学科の到達目標項目との関係
本校 (1)-a 電子機械 (3)-b
教育方法等
概要 コンピューターのプログラミングの基礎についてＣ言語を用いて学習します。
授業の進め方と授業内
容・方法 毎回、情報教育センターのパソコンを用いてプログラミングの課題に取り組み、電子メールで提出する。

注意点 教室での授業内容はノートを取ること。配布されるプリントは整理して無くさないように自己管理すること。
前期、後期の中間試験と期末試験を実施する。試験の得点と、平常の課題への取り組み方を評価して成績を決める。

授業の属性・履修上の区分
□  アクティブラーニング □  ICT 利用 □  遠隔授業対応 □  実務経験のある教員による授業

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1stQ

1週 プログラム作成（１）概要 開発環境の基礎を理解して、ＰＣを用いてソースファ
イルを作成できる。

2週 プログラム作成（２）コンパイラ プログラミングの手順を理解して、コンパイル，プロ
グラム実行，メールによる提出ができる

3週 メイン関数の構成と文字列の表示
メイン関数の構成とprintf関数の文法を理解できる。コ
ンパイラのエラーメッセージを解読してデバッグを行
いプログラムを完成させる事ができる。

4週 整数の四則計算 整数の四則演算を実行して結果を出力するプログラム
を作成できる。

5週 整数型変数の計算 int型変数を用いて、整数の四則演算の結果を出力する
プログラムを作成できる。

6週 実数型変数と文字型変数 froat型変数を用いて実数の計算結果、Char型変数を用
いて文字表示のプログラムを作成できる。

7週 整数と文字列の入出力（１） コマンドラインから文字、整数値を入力して、結果を
表示するプログラムを作成できる。

8週 整数と文字列の入出力（２） コマンドラインから実数値を入力して、結果を表示す
るプログラムを作成できる。

2ndQ

9週 前期中間試験

10週 条件分岐（１） if-else文を用いて条件分岐をするプログラムの作成方
法を理解できるできる。

11週 条件分岐（２）
条件分岐のプログラムに対応したフローチャートを描
くことができる。条件分岐のプログラムを作成できる
。



12週 条件分岐（３）
if-else文の入れ子、if-else if else文を理解してフロー
チャートが書ける。論理演算による条件分岐のプログ
ラムを作成できる。

13週 くり返し文（１） for文による繰り返しのプログラムを作成できる

14週 くり返し文（２） ２重ループにより２次元表示のプログラムを作成でき
る。

15週 応用問題演習 くり返し文と条件分岐を組み合わせたプログラムを作
成できる。

16週 前期期末試験

後期

3rdQ

1週 くり返し文（３） while文とfor文の相違点を理解して、for文のプログラ
ムをwhile文で書き換えることができる。

2週 くり返し文（４）
do-while文によるプログラムを作成できる。
1文字入力、出力の関数を使ったプログラムを作成でき
る。

3週 条件分岐（４）
最大値を求めるプログラムを、条件分岐による方法と
、最大値の変数を用いる方法で作成して、両者のメリ
ット、デメリットを理解できる。

4週 条件分岐（５） switch-case文とif-else-else if文との関係を理解して
、switch-case文によるプログラムを作成できる。

5週 関数（１） 関数の構成を理解して、引数から値を渡すユーザー関
数を作成できる。

6週 関数（２） 関数の構成を理解して、戻り値により計算結果を返す
ユーザー関数を作成できる。

7週 数学関数 数学関数ライブラリーを用いた計算プログラムを作成
できる。

8週 後期中間試験

4thQ

9週 ＣＰＵとメモリの関係 メモリ上のデータと変数の関係を理解して、アドレス
を表示するプログラムを作成できる。

10週 2種類のプログラミングの比較 １つの問題について、2種類の方法でプログラミングを
行い、メリット、デメリットについて説明できる。

11週 配列 変数の配列を理解して、繰り返し文と組み合わせたプ
ログラムを作成できる。

12週 ポインタ変数（１） ポインタ変数とアドレス演算の関係を理解して、アド
レス演算のプログラムを作成できる。

13週 ポインタ変数（２）
ポインタ変数と、データサイズの関係を理解できる。
2次元配列のデータ参照をするプログラムが作成できる
。

14週 関数（３） 関数のアドレス渡しにより、複数の演算結果を返す関
数を作成できる。

15週 ポインタ変数の復習 ポインタ変数による変数のアドレス表示および操作の
プログラムを作成できる。

16週 学年末試験
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

基礎的能力 工学基礎 情報リテラ
シー

情報リテラ
シー

同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在
しうることを知っている。 3 後10,後15

与えられた基本的な問題を解くための適切なアルゴリズムを構築
することができる。 3 前15

任意のプログラミング言語を用いて、構築したアルゴリズムを実
装できる。 3 前15,後10

専門的能力 分野別の専
門工学 機械系分野 情報処理

プログラムを実行するための手順を理解し、操作できる。 3 前1,前2
定数と変数を説明できる。 3 前2,前5
整数型、実数型、文字型などのデータ型を説明できる。 3 前5,前6
演算子の種類と優先順位を理解し、適用できる。 3 前4,前6

算術演算および比較演算のプログラムを作成できる。 3 前4,前
10,前11

データを入力し、結果を出力するプログラムを作成できる。 3 前7,前8
条件判断プログラムを作成できる。 3 前8,前10

繰り返し処理プログラムを作成できる。 3 前10,前
13,前14

一次元配列を使ったプログラムを作成できる。 3 前14
評価割合

試験 演習 相互評価 態度 ポートフォリオ 合計
総合評価割合 70 30 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 30 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0



大島商船高等専門学校 開講年度 令和03年度 (2021年度) 授業科目 創造工学
科目基礎情報
科目番号 0027 科目区分 専門 / 必修
授業形態 授業 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 電子機械工学科 対象学年 2
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 各教員により対応
担当教員 浅川 貴史,増山 新二,岡野内 悟,藤井 雅之,笹岡 秀紀,神田 哲典,松原 貴史,中村 翼,平田 拓也,小林 心
目的・到達目標
学習到達目標は以下の通りである。
いくつかの工学分野の基礎知識を持ち、課題に取り組める
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

到達目標１ 工学的分野の知識を有し、選定で
きる

工学的分野のある程度の知識を有
する 工学的分野の知識不足

学科の到達目標項目との関係
本校 (1)-c 電子機械 (3)-a
教育方法等
概要 グループに分かれて様々な工学分野の基礎知識について学習する。
授業の進め方と授業内
容・方法 担当教員で分担して演習しながら学習する。

注意点 グループに別れて講義・演習する。
授業の属性・履修上の区分
☑  アクティブラーニング □  ICT 利用 □  遠隔授業対応 □  実務経験のある教員による授業

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

後期

3rdQ

1週 導入。各担当教員の内容紹介 各教員の担当内容について全体説明を聞く
2週 各グループによる講義・演習 講義・演習を行い発表準備やレポート作成する
3週 各グループによる講義・演習 講義・演習を行い発表準備やレポート作成する
4週 各グループによる講義・演習 講義・演習を行い発表やレポート作成する
5週 各グループによる講義・演習 講義・演習を行い発表準備やレポート作成する
6週 各グループによる講義・演習 講義・演習を行い発表準備やレポート作成する
7週 各グループによる講義・演習 講義・演習を行い発表やレポート作成する
8週 中間まとめ 取り組みを確認する

4thQ

9週 各グループによる講義・演習 講義・演習を行い発表準備やレポート作成する
10週 各グループによる講義・演習 講義・演習を行い発表準備やレポート作成する
11週 各グループによる講義・演習 講義・演習を行い発表やレポート作成する
12週 各グループによる講義・演習 講義・演習を行い発表準備やレポート作成する
13週 各グループによる講義・演習 講義・演習を行い発表準備やレポート作成する
14週 各グループによる講義・演習 講義・演習を行い発表やレポート作成する
15週 補足・まとめ 個別作業でのまとめ、補足を行う
16週

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

専門的能力 分野別の専
門工学 機械系分野 製図 歯車減速装置、手巻きウインチ、渦巻きポンプ、ねじジャッキな

どを題材に、その主要部の設計および製図ができる。 2

分野横断的
能力 汎用的技能 汎用的技能 汎用的技能

日本語と特定の外国語の文章を読み、その内容を把握できる。 2 後4,後7,後
11,後14

他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で
正しい文章を記述できる。 2 後4,後7,後

11,後14

他者が話す日本語や特定の外国語の内容を把握できる。 2 後4,後7,後
11,後14

日本語や特定の外国語で、会話の目標を理解して会話を成立させ
ることができる。 2 後4,後7,後

11,後14

円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 2 後4,後7,後
11,後14

円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相
づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 2 後4,後7,後

11,後14

他者の意見を聞き合意形成することができる。 2 後3,後6,後
10,後13

合意形成のために会話を成立させることができる。 2 後3,後6,後
10,後13

グループワーク、ワークショップ等の特定の合意形成の方法を実
践できる。 2 後3,後6,後

10,後13
書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に
収集することができる。 2 後2,後5,後

9,後12



収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情
報を選択できる。 2 後2,後5,後

9,後12
収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要が
あることを知っている。 2 後2,後5,後

9,後12
情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について
自己責任が発生することを知っている。 2 後2,後5,後

9,後12
情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要で
あることを知っている。 2 後2,後5,後

9,後12
目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発
信(プレゼンテーション)できる。 2 後2,後5,後

9,後12
あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集がで
きる 2 後3,後6,後

10,後13

複数の情報を整理・構造化できる。 2 後3,後6,後
10,後13

特性要因図、樹形図、ロジックツリーなど課題発見・現状分析の
ために効果的な図や表を用いることができる。 2 後3,後6,後

10,後13
課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなけ
ればならないことを知っている。 2 後4,後7,後

11,後14
グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・
合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等
の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。

2 後4,後7,後
11,後14

どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる
。 2 後4,後7,後

11,後14

適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 2 後4,後7,後
11,後14

事実をもとに論理や考察を展開できる。 2 後4,後7,後
11,後14

結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現でき
る。 2 後4,後7,後

11,後14
評価割合

レポート・発表 取り組み 合計
総合評価割合 50 50 100
基礎的能力 0 0 0
専門的能力 50 50 100
分野横断的能力 0 0 0



大島商船高等専門学校 開講年度 令和03年度 (2021年度) 授業科目 実験実習
科目基礎情報
科目番号 0014 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電子機械工学科 対象学年 1
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 担当教員が作成するプリントなどの教材
担当教員 増山 新二,藤井 雅之,笹岡 秀紀,岡野内 悟,松原 貴史,中村 翼
目的・到達目標
実験実習を通して機械工学，電気電子工学，情報工学の基礎を学ぶ。
溶接・仕上げ・旋盤などの工作実習、機械・電気機器操作の基礎およびパソコン基礎を実験実習を通して学ぶ。
具体的な学習目標は以下の通りである。
(1) 実験実習を通して機械工学，電気電子工学，情報工学の基礎を習得できる
(2) 実験レポートの作成方法を理解し，実施できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

到達目標１
実験実習を通して機械工学，電気
電子工学，情報工学の基礎を習得
できるとともに，詳細に説明でき
る

実験実習を通して機械・電気・情
報工学の基礎を習得できる

実験実習を通して機械・電気・情
報工学の基礎を習得できない

到達目標２
実験レポートの作成方法を理解し
，実施できるとともに，詳細に説
明できる

実験レポートの作成方法を理解し
，実施できる

実験レポートの作成方法を理解す
るが，実施できない

学科の到達目標項目との関係
本校 (1)-c 電子機械 (3)-a
教育方法等
概要 実験実習を通して機械工学，電気電子工学，情報工学の基礎を学ぶ。

授業の進め方と授業内
容・方法

各班ごとに別れて，工作実習，実験実習を学ぶ。評価方法も実施内容により以下のようになる。
工作実習は実技・成果物（70%）＋出席状況・実習態度（30%）とする。
実験実習はレポート内容・提出期限・考察（50%）＋出席状況・実習態度（50%）とする。

注意点 授業計画には，ある班の標準的な授業内容・方法，週ごとの到達目標を示す。
授業の属性・履修上の区分
□  アクティブラーニング □  ICT 利用 □  遠隔授業対応 □  実務経験のある教員による授業

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1stQ

1週 導入教育 実験実習に必要な注意事項を理解することができる。

2週 アーク溶接・工作実習 アーク溶接機を安全に取り扱い，アーク溶接により製
品を作成することができる。

3週 アーク溶接・工作実習 アーク溶接機を安全に取り扱い，アーク溶接により製
品を作成することができる。

4週 アーク溶接・工作実習 アーク溶接機を安全に取り扱い，アーク溶接により製
品を作成することができる。

5週 仕上げ・工作実習 工具を安全に取り扱い，金属を加工して製品を仕上げ
ることができる。

6週 仕上げ・工作実習 工具を安全に取り扱い，金属を加工して製品を仕上げ
ることができる。

7週 仕上げ・工作実習 工具を安全に取り扱い，金属を加工して製品を仕上げ
ることができる。

8週 レポート作成 実験結果をレポートにまとめ，考察を行うことができ
る。

2ndQ

9週 電気電子・実験実習 計測器の取り扱いを理解し，オームの法則について実
験的に理解できる。

10週 電気電子・実験実習 計測器の取り扱いを理解し，オームの法則について実
験的に理解できる。

11週 電気電子・実験実習 計測器の取り扱いを理解し，オームの法則について実
験的に理解できる。

12週 情報処理・実験実習 Power Pointを活用したスライドが作成ができる。

13週 情報処理・実験実習 Power Pointを活用したスライドにアニメーションの
設定ができる。

14週 情報処理・実験実習 Power Pointを活用したスライドで発表ができる。

15週 レポート作成 実験結果をレポートにまとめ，考察を行うことができ
る。

16週

後期 3rdQ

1週 ガス溶接・工作実習 ガス溶接機を安全に取り扱い，ガス溶接により製品を
作成することができる。

2週 ガス溶接・工作実習 ガス溶接機を安全に取り扱い，ガス溶接により製品を
作成することができる。

3週 ガス溶接・工作実習 ガス溶接機を安全に取り扱い，ガス溶接により製品を
作成することができる。



4週 旋盤・工作実習 旋盤や工具を安全に取り扱い，旋盤加工により製品を
作成することができる。

5週 旋盤・工作実習 旋盤や工具を安全に取り扱い，旋盤加工により製品を
作成することができる。

6週 旋盤・工作実習 旋盤や工具を安全に取り扱い，旋盤加工により製品を
作成することができる。

7週 電気電子・工作実習 マニュアル通りにテスタを製作できる。

8週 レポート作成 実験結果をレポートにまとめ，考察を行うことができ
る。

4thQ

9週 電気電子・工作実習 マニュアル通りにテスタを製作できる。

10週 電気電子・工作実習 マニュアル通りにテスタを製作し，動作確認ができる
。

11週 情報処理・実験実習 Word・Excelを活用して文章やグラフを作成できる。
12週 情報処理・実験実習 Word・Excelを活用して文章やグラフを作成できる。
13週 情報処理・実験実習 Word・Excelを活用して文章やグラフを作成できる。

14週 レポート作成 Word・Excelを活用してオームの法則に関するレポー
トが作成できる。

15週 レポート作成 Word・Excelを活用してオームの法則に関するレポー
トが作成できる。

16週
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

基礎的能力 工学基礎

工学実験技
術(各種測定
方法、デー
タ処理、考
察方法)

工学実験技
術(各種測定
方法、デー
タ処理、考
察方法)

物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかに
するための実験手法、実験手順について説明できる。 3

実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取
扱を身に付け、安全に実験できる。 3

実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考
察の論理性に配慮して実践できる。 3

実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験デー
タについて論理的な考察ができる。 3

実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実
践できる。 3

専門的能力
分野別の工
学実験・実
習能力

機械系分野
【実験・実
習能力】

機械系【実
験実習】

実験・実習の目標と心構えを理解し、実践できる。 1
災害防止と安全確保のためにすべきことを理解し、実践できる。 1
レポートの作成の仕方を理解し、実践できる。 1
ノギスの各部の名称、構造、目盛りの読み方、使い方を理解し、
計測できる。 4

マイクロメータの各部の名称、構造、目盛りの読み方、使い方を
理解し、計測できる。 4

ダイヤルゲージ、ハイトゲージ、デプスゲージなどの使い方を理
解し、計測できる。 4

けがき工具を用いてけがき線をかくことができる。 4
やすりを用いて平面仕上げができる。 4
ねじ立て工具を用いてねじを切ることができる。 4
アーク溶接の原理を理解し、アーク溶接機、アーク溶接器具、ア
ーク溶接棒の扱い方を理解し、実践できる。 4

アーク溶接の基本作業ができる。 4
旋盤主要部の構造と機能を説明できる。 4
旋盤の基本操作を習得し、外丸削り、端面削り、段付削り、ねじ
切り、テ―パ削り、穴あけ、中ぐりなどの作業ができる。 4

加工学実験、機械力学実験、材料学実験、材料力学実験、熱力学
実験、流体力学実験、制御工学実験などを行い、実験の準備、実
験装置の操作、実験結果の整理と考察ができる。

1

実験の内容をレポートにまとめることができ、口頭でも説明でき
る。 1

電気・電子
系分野【実
験・実習能
力】

電気・電子
系【実験実
習】

電圧・電流・電力などの電気諸量の測定が実践できる。 3
抵抗・インピーダンスの測定が実践できる。 3
電気・電子系の実験を安全に行うための基本知識を習得する。 1

評価割合
レポート 課題・実技 取組姿勢 出席 合計

総合評価割合 25 35 15 25 0 0 100
基礎的能力 0 35 15 0 0 0 50
専門的能力 25 0 0 25 0 0 50
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



大島商船高等専門学校 開講年度 令和03年度 (2021年度) 授業科目 実験実習
科目基礎情報
科目番号 0030 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実験 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電子機械工学科 対象学年 2
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 情報セキュリティ人材育成事業・セキュリティ教材
担当教員 岡野内 悟,神田 哲典,藤井 雅之,増山 新二,松原 貴史,中村 翼,平田 拓也
目的・到達目標
実験実習を通して機械工学，電気電子工学，情報工学の基礎を学ぶ。
溶接などの工作実習，材料試験基礎，電気基礎，ＣＡＤ基礎およびプログラム言語を実験実習を通して学ぶ。　
具体的な学習目標は以下の通りである。
(1) 実験実習を通して機械工学，電気電子工学，情報工学の基礎を習得できる
(2) 実験レポートの作成方法を理解し，実施できる
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

到達目標１
実験実習を通して機械工学，電気
電子工学，情報工学の基礎を習得
できるとともに，詳細に説明でき
る

実験実習を通して機械工学，電気
電子工学，情報工学の基礎を習得
できる

実験実習を通して機械工学，電気
電子工学，情報工学の基礎を習得
できない

到達目標２
実験レポートの作成方法を理解し
，実施できるとともに，詳細に説
明できる

実験レポートの作成方法を理解し
，実施できる

実験レポートの作成方法を理解す
るが，実施できない

学科の到達目標項目との関係
本校 (1)-c 電子機械 (3)-c
教育方法等
概要 実験実習を通して機械工学，電気電子工学，情報工学の基礎を学ぶ。

授業の進め方と授業内
容・方法

各班ごとに別れて，工作実習，実験実習を学ぶ。評価方法は実施内容により，以下のようになる。
工作実習は課題・実技（70%）＋出席状況・実習態度（30%）とする。
実験実習はレポート内容・提出期限・（70%）＋出席状況・実習態度（30%）とする。

注意点 授業計画には，ある班の標準的な授業内容・方法および週ごとの到達目標を示す。
授業の属性・履修上の区分
□  アクティブラーニング □  ICT 利用 □  遠隔授業対応 □  実務経験のある教員による授業

授業計画
週 授業内容・方法 週ごとの到達目標

前期

1stQ

1週 導入教育 実験実習に必要な注意事項を理解することができる。

2週 力学・実験実習(1) 物体の運動について，実験実習を通して理解を深める
。

3週 情報処理・実験実習(1) 情報セキュリティについて，実験実習を通して理解を
深める。

4週 電気電子Ⅱ・実験実習(1) 交流回路の計測について，実験実習を通して理解を深
める。

5週 CAD・工作実習 CADにより機械製図の製作図を作成することができる
。

6週 力学・実験実習(2) 物体の運動について，実験実習を通して理解を深める
。

7週 情報処理・実験実習(2) C言語のプログラミングについて，実験実習を通して
理解を深める。

8週 レポート作成 実験結果をレポートにまとめ，考察を行うことができ
る。

2ndQ

9週 電気電子Ⅱ・実験実習(2) 重ね合わせの法則について，実験実習を通して理解す
る。

10週 電気電子Ⅰ・実験実習(1) コンデンサの充放電特性について，実験実習を通して
理解を深める。

11週 力学・実験実習(3) 物体の運動について，実験実習を通して理解を深める
。

12週 情報処理・実験実習(3) C言語のプログラミングについて，実験を通して理解
を深める。

13週 電気電子Ⅱ・実験実習(3) ダイオードの特性について，実験実習を通して理解を
深める。

14週 電気電子Ⅰ・実験実習(2) キルヒホッフの法則について，実験実習を通して理解
を深める。

15週 レポート作成 実験結果をレポートにまとめ，考察を行うことができ
る。

16週

後期 3rdQ

1週 鍛造・工作実習(1) 金属の鍛造について，工作実習を通して理解を深める
。

2週 鍛造・工作実習(2) 金属の鍛造について，工作実習を通して理解を深める
。

3週 電気配線・実験実習(1) 家庭用電気配線について，実験実習を通して理解を深
める。



4週 情報処理・実験実習(1) ICTの基礎について，実験実習を通して理解を深める
。

5週 ＣＡＤ・工作実習(1) CADにより機械製図の製作図を作成することができる
。

6週 ＣＡＤ・工作実習(2) CADにより機械製図の製作図を作成することができる
。

7週 電気配線・実験実習(2) 家庭用電気配線について，実験を通して理解を深める
。

8週 レポート作成 実験結果をレポートにまとめ，考察を行うことができ
る。

4thQ

9週 情報処理・実験実習(2) ICTの基礎について，実験実習を通して理解を深める
。

10週 精密測定・実験実習 表面粗さについて，実験実習を通して理解を深める。

11週 機械工作・工作実習 TIG・MIG溶接，フライス・ボール盤の加工について
，工作実習を通して理解を深める。

12週 電気配線・実験実習(3) 家庭用電気配線について，実験を通して理解を深める
。

13週 情報処理・実験実習(3) ICTの基礎について，実験実習を通して理解を深める
。

14週 レポート作成 実験結果をレポートにまとめ，考察を行うことができ
る。

15週 レポート作成 実験結果をレポートにまとめ，考察を行うことができ
る。

16週
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

基礎的能力

自然科学 物理実験 物理実験

測定機器などの取り扱い方を理解し、基本的な操作を行うことが
できる。 3

前2,前4,前
6,前9,前
10,前11,前
13,前14,後
3,後7,後
10,後11,後
12

安全を確保して、実験を行うことができる。 3

前1,前2,前
4,前6,前
9,前10,前
11,前13,前
14,後3,後
7,後10,後
11,後12

実験報告書を決められた形式で作成できる。 3
前8,前
15,後8,後
14,後15

有効数字を考慮して、データを集計することができる。 3
前8,前
15,後8,後
14,後15

工学基礎

工学実験技
術(各種測定
方法、デー
タ処理、考
察方法)

工学実験技
術(各種測定
方法、デー
タ処理、考
察方法)

物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかに
するための実験手法、実験手順について説明できる。 3 前2,前3,前

4
実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取
扱を身に付け、安全に実験できる。 3

実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考
察の論理性に配慮して実践できる。 3 後8,後

14,後15
実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験デー
タについて論理的な考察ができる。 3

実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実
践できる。 3

実験データを適切なグラフや図、表など用いて表現できる。 3
実験の考察などに必要な文献、参考資料などを収集できる。 3
実験・実習を安全性や禁止事項など配慮して実践できる。 3 前1
個人・複数名での実験・実習であっても役割を意識して主体的に
取り組むことができる。 3 前1

共同実験における基本的ルールを把握し、実践できる。 3 前1

レポートを期限内に提出できるように計画を立て、それを実践で
きる。 3

前8,前
15,後8,後
14,後15

情報リテラ
シー

情報リテラ
シー

情報セキュリティの必要性および守るべき情報を認識している。 3 前3
個人情報とプライバシー保護の考え方についての基本的な配慮が
できる。 3 前3

インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々
な脅威を認識している 3 前3

インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々
な脅威に対して実践すべき対策を説明できる。 3 前3

専門的能力
分野別の工
学実験・実
習能力

機械系分野
【実験・実
習能力】

機械系【実
験実習】

実験・実習の目標と心構えを理解し、実践できる。 3 前1
災害防止と安全確保のためにすべきことを理解し、実践できる。 3 前1

レポートの作成の仕方を理解し、実践できる。 3
前8,前
15,後8,後
14,後15



フライス盤主要部の構造と機能を説明できる。 4 後11
フライス盤の基本操作を習得し、平面削りや側面削りなどの作業
ができる。 4 後11

ボール盤の基本操作を習得し、穴あけなどの作業ができる。 4 後11
NC工作機械の特徴と種類、制御の原理、NCの方式、プログラミ
ングの流れを説明できる。 4

少なくとも一つのNC工作機械について、各部の名称と機能、作
業の基本的な流れと操作を理解し、プログラミングと基本作業が
できる。

4

加工学実験、機械力学実験、材料学実験、材料力学実験、熱力学
実験、流体力学実験、制御工学実験などを行い、実験の準備、実
験装置の操作、実験結果の整理と考察ができる。

2
前8,前
15,後8,後
14,後15

実験の内容をレポートにまとめることができ、口頭でも説明でき
る。 2

前8,前
15,後8,後
14,後15

電気・電子
系分野【実
験・実習能
力】

電気・電子
系【実験実
習】

電圧・電流・電力などの電気諸量の測定が実践できる。 4 前4,前9,前
10,後3,後7

抵抗・インピーダンスの測定が実践できる。 4
前4,前9,前
10,後3,後
7,後12

電気・電子系の実験を安全に行うための基本知識を習得する。 2
前1,前4,前
9,前10,後
3,後7,後12

キルヒホッフの法則を適用し、実験結果を考察できる。 4 前14
分流・分圧の関係を適用し、実験結果を考察できる。 4 前14
ブリッジ回路の平衡条件を適用し、実験結果を考察できる。 4 前14
重ねの理を適用し、実験結果を考察できる。 4 前9

評価割合
レポート 課題・実技 出席状況 実習態度 合計

総合評価割合 70 70 30 30 0 0 200
工作実習 0 70 15 15 0 0 100
実験実習 70 0 15 15 0 0 100




