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１．電気・電子システム工学プログラムとは 

豊田工業高等専門学校 電気・電子システム工学科（以下，本科）における第４年次，第５年

次の２年間，ならびに専攻科電子機械工学専攻（専攻区分：電気電子工学）（以下，専攻科）の２

年間における教育を通じて行う教育プログラムを電気・電子システム工学プログラムと名付けま

した。同時に，本科入学以降第３年次までの教育もまた，その教育目標を達成するために欠かせ

ない，基礎的な教育課程と位置づけています。 

 本教育プログラムの教育目標は別途示してありますが，これは，どのような資質を持った学生

を電気・電子システム工学プログラムの修了生として世に送るかを示したものです。本科の卒業

生の内，このコースの前半を履修した卒業生にあっても，この目標に示す一定の基礎的な知識，

あるいは創造性を身につけた実践的な技術者として世に送り出そうとするものです。 

 この教育の目指すところは，「それぞれの学生が電気・電子システム工学のしっかりした基礎知

識を身につけるだけでなく，技術（ものづくり）の使命と社会に与える影響を自覚し，問題解決

能力を持つ技術者を養成しよう」というものです。 

 別項に掲げるプログラム修了に必要なコア科目は，本教育プログラムの中核となる科目です。

そして，修了時点，あるいは卒業時点では，これらの力をしっかりと身につけているかどうかが

問われることになります。同時に，修了，卒業後に常に新しい事柄に挑戦し続けているかどうか

が問われることにもなります。そのため，それぞれの授業が何をどこまで目指したものか（達成

目標），その評価はどのように行うのかをシラバスに明示しています。電気・電子システム工学プ

ログラムを履修する学生諸君は，この点を良く認識して，勉学・研究に臨んでください。 
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２．育成すべき技術者像および学習・教育到達目

標 

２.１ 育成すべき技術者像 

電気・電子システム工学プログラムで育成しようと

する自立した技術者像とは 

「高い課題設定・解決能力を備えた実践的・創造的技

術者」 をいいます。 

 

２.２ 学習・教育到達目標 

本プログラムでは，以下の 5 項目の学習・教育到達

目標を掲げ，上記に示した，真の実力を備えた技術者の

育成に努めます。履修生の諸君は常時この学習・教育到

達目標を意識し，各自が必要に応じて本教育プログラ

ムで学習することの目的を，他者に説明できるように

しなければなりません。 

 

 
 

A ものづくりのできる技術者をめざす 

社会の変化と要請を的確に捉え，ものづくりの使命と役割りを把握するとともに，電気・
電子システム工学および関連分野を広く学び，基礎技術を身につける。 

学習・教育目標Ａでは，ものづくりのメッカである地元・豊田市とロボットコンテスト等
に挑戦し続けてきた本校電気・電子システム工学科の伝統を背景に，本教育プログラムの目
指す方向（ものづくり）と学習分野（電気・電子システム工学および関連分野）を明確にし
ました。以下の６点が細目となります。 

 

A-1 電気エネルギーの運用（発生，輸送，変換）に関する原理，実用化への問題と代表的な解決

策を説明できる。 

A-2 制御対象の特性を表現した数式や図を用いて，安定性を考慮した制御システムを設計でき

る。 

A-3 エレクトロニクスに関する知識，特に IC を構成している電子素子の動作原理を理解し，そ

れを応用した電子デバイスの利用技術や計測技術を身につけている。 

A-4 コンピュータを利用した情報の保持・変換・伝達のための概念を理解し，説明できる。 

A-5 電気・電子システム工学および関連分野の基礎知識・技術が，ものづくりの現場や実験実習

の中でどのように生かされているかを認識し，理論学習の出発点としている。 

A-6 電気・電子回路の設計および実験実習を通してものづくりに必要な実践的知識とスキルを身

に付けるとともに，安全意識を身につけている。 
 

B 基礎学力のある技術者をめざす 

実験・実習で培われる豊かな体験を出発点として，自主的に学習する姿勢を身につけ，自
然科学および電気工学の基礎理論を深く理解する。 

学習・教育目標Ｂでは，本教育プログラムの教育方法の特徴として，若い世代から実験・
実習を通して自主的に学ぶことにより，断片的な知識ではなく，体系的な知識の獲得を目指
すこと，また，充実した演習を通して基礎理論を深く理解することを目指すこと，を明確に
表現しています。以下の４点が細目となります。 

 

B-1 自然科学の事象を数式や図等を用いてモデル化できる。 

B-2 自然現象，特に物理現象に関する諸量を理論に基づいて導出できる。 

B-3 電気・電子回路の基礎的内容である交流の定常現象について，物理的概念を理解し，電圧・

電流値等を導出できる。 

B-4 電気磁気学の基礎的内容である静電界，静磁界の事象を理解し，それらに関する必要な諸量



 

4 

 

を，理論に基づいて計算できる。 

 

C 問題解決能力を持つ技術者をめざす 

問題意識と考える力を基礎とし，問題を提起する能力と，問題の解決策を豊かな発想で創
造し，解決に向けて，計画，実践する能力を身につける。 

学習・教育目標Ｃでは，本教育プログラム修了生が実社会で活躍するときに期待されるイ
メージ像を明確にしました。ものづくりの場において，問題解決能力を発揮することです。
履修学生の皆さんは，本科卒業研究，専攻科特別実験および特別研究等，自ら問題を提起し
考察を加えて，技術的な問題を解決していく能力を体得してください。以下の５点が細目と
なります。 

 

C-1 研究の背景を自ら調査・整理し，よく理解している。 

C-2 技術的な問題点や社会における課題を明確にした上で，研究目的を設定し，研究方法を設計

できる。 

C-3 専門的知識や技術レベルを考慮したうえで研究日程を立案・実行し，必要に応じて修正する

ことにより，計画的，継続的に研究できる。 

C-4 工学的手法によりデータを解析し，考察できる。 

C-5 複数の解決案を比較検討する等により，解決策を選択できる。 
 

D コミュニケーション能力を持つ技術者をめざす 

日本語による論理的な記述力，明解な口頭発表能力および十分な討議能力を身につけると
ともに，国際理解を深め，英語での記述力と口頭発表能力および討議能力の基礎を身につけ
る。 

学習・教育目標Ｄでは，自らが獲得した技術的業績，研究結果などを文書や口頭によりわ
かりやすく発表し，他者と討議する能力の育成をめざしています。また，国際的な場におい
ても，世界共通語である英語を使ったコミュニケーション能力の基礎（平易な英語で話され
た，または，書かれた情報，記述の大意を汲み取り，速やかに意思表示できること）を持つ
ことをめざします。以下の５点が細目となります。 

 

D-1 実験・研究内容を整った章立てに従い，分りやすい日本語で記述できる。 

D-2 研究内容を聴衆の理解度に合わせて発表できる。 

D-3 他者の研究・発表内容を理解し，的確に質問できる。 

D-4 基本語彙からなる英文を，日本語を介することなく読み，大意を把握できる。 

D-5 自律的，継続的な学習により，TOEIC450点相当以上の英語運用能力を身につけている。 
 

E 倫理観を持つ技術者をめざす 

日本や世界の文化や歴史をよく認識し，技術が社会に与える影響を理解し，自らにも社会
にも誠実で，技術者としての誇りと責任感を持つ。 

学習・教育目標Ｅは，技術・科学が人類や自然に有用なものとして活用されるには，長い
年月を経て形成されてきた文化や歴史を認識し，技術者としての倫理観を備えていることが
必要不可欠との観点から述べられています。技術者として自分にも社会にも誠実であること
を願っているのです。以下の５点が細目となります。 

 

E-1 技術者の責任，倫理的問題と解決策の事例を知り，自ら考える素養を持つ。 

E-2 技術と社会の関わりを歴史から学んでいる。 

E-3 社会の仕組みと歴史を知り，他者・他国の立場から物事を考えることができる。 

E-4 日本と国外の文化の差異を認識している。 

E-5 社会における技術者の役割および技術と人類の豊かさとの関係を理解している。 
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電気・電子システム工学プログラム 

 
プログラム学習・教育到達目標（上段）と JABEE 学習・教育到達目標（下段）との対応 

a b c d e f g h i

1 電気エネルギーの運用（発生，輸送，変換）に関する原理，実用化への問題と代表的な解決策を

説明できる

2  制御対象の特性を表現した数式や図を用いて，安定性を考慮した制御システムを設計できる

3 エレクトロニクスに関する知識，特にICを構成している電子素子の動作原理を理解し，それを応用

した電子デバイスの利用技術や計測技術を身につけている

4  コンピュータを利用した情報の保持・変換・伝達のための概念を理解し，説明できる

5 電気・電子システム工学のおよび関連分野の基礎知識・技術が，ものづくりの現場や実験実習の

中でどのように生かされているかを認識し，理論学習の出発点としている

6 電気・電子回路の設計および実験実習を通してものづくりに必要な実践的知識とスキルを身に付

けるとともに，安全意識を身につけている

1  自然科学の事象を数式や図等を用いてモデル化できる

2  自然現象，特に物理現象に関する諸量を理論に基づいて導出できる

3 電気・電子回路の基礎的内容である交流の定常現象について，物理的概念を理解し，電圧・電流

値等を導出できる

4 電気磁気学の基礎的内容である静電界，静磁界の事象を理解し，それらに関する必要な諸量を，

理論に基づいて計算できる

1  研究の背景を自ら調査・整理し，よく理解している

2 技術的な問題点や社会における課題を明確にした上で，研究目的を設定し，研究方法を設計でき

る

3 専門的知識や技術レベルを考慮した上で研究日程を立案・実行し，必要に応じて修正することに

より，計画的，継続的に研究できる

4  工学的手法によりデータを解析し，考察できる

5  複数の解決案を比較検討する等により，解決策を選択できる

1  実験・研究内容を整った章立てに従い，分りやすい日本語で記述できる

2  研究内容を聴衆の理解度に合わせて発表できる

3  他者の研究・発表内容を理解し，的確に質問できる

4  基本語彙からなる英文を，日本語を介することなく読み，大意を把握できる

5  自律的，継続的な学習により，TOEIC450点相当以上の英語運用能力を身につけている

1  技術者の責任，倫理的問題と解決策の事例を知り，自ら考える素養を持つ

2  技術と社会の関わりを歴史から学んでいる

3  社会の仕組みと歴史を知り，他者・他国の立場から物事を考えることができる

4  日本と国外の文化の差異を認識している

5  社会における技術者の役割および技術と人類の豊かさとの関係を理解している。

a

b

c

d

e

f

g

h

i

○

地球的な視点から多面的に物事を考える能力とその素養

技術が社会や自然に及ぼす影響や効果，及び技術者が社会に対して負っている責任に関する理解

数学及び自然科学に関する知識とそれらを応用する能力

電気・電子及び関連工学分野の科学技術に関する系統的知識とそれらを応用する能力

○

種々の科学，技術及び情報を利用して社会の要求を解決するためのデザイン能力

○ ◎

D
コミュニケーショ

ン

問題解決能力

基礎学力B

ものづくりA

C

与えられた制約の下で計画的に仕事を進め，まとめる能力

チームで仕事をするための能力

論理的な記述力，口頭発表力，討議等のコミュニケーション能力

自主的，継続的に学習できる能力

E 倫理観 ◎ ◎

◎ ◎

○

◎

JABEE学習教育目標

プログラム学習・教育目標

◎

○

◎

◎ ○
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JABEE学習・教育到達目標と関連する基準項目 

   

（A）ものづくり 

エネルギー・ 
制御系 

電気エネルギーの運用（発生，輸送，変換）に関する原理，実用化への問題と
代表的な解決策を説明できる 

(d) 

制御対象の特性を表現した数式や図を用いて，安定性を考慮した制御システム
を設計できる 

エレクトロ 
ニクス系 

エレクトロニクスに関する知識，特に IC を構成している電子素子の動作原理
を理解し，それを応用した電子デバイスの利用技術や計測技術を身につけてい
る 

情報通信系 
コンピュータを利用した情報の保持・変換・伝達のための概念を理解し，説明
できる 

専門関連・ 
実務・実験 

電気・電子システム工学および関連分野の基礎知識・技術が，ものづくりの現
場や実験実習の中でどのように活かされているかを認識し，理論学習の出発点
としている 

(c) (d) 

電気・電子回路の設計および実験実習を通してものづくりに必要な実践的知識
とスキルを身に付けるとともに，安全意識を身につけている 

(d) (h) 

   

（B)基礎学力 

数学 
自然科学 

自然科学の事象を数式や図等を用いてモデル化できる 
(c) 

自然現象，特に物理現象に関する諸量を理論に基づいて導出できる 

専門基礎 

電気・電子回路の基礎的内容である交流の定常現象について，物理的概念を理
解し，電圧・電流値等を導出できる 

(d) (g) 
電気磁気学の基礎的内容である静電界，静磁界の事象を理解し，それらに関す
る必要な諸量を，理論に基づいて計算できる 

   

（C）問題解決 

研究・実験 

研究の背景を自ら調査・整理し，よく理解している 

(e) 技術的な問題点や社会における課題を明確にした上で，研究目的を設定し，研
究方法を設計できる 

専門的知識や技術レベルを考慮したうえで研究日程を立案・実行し，必要に応
じて修正することにより，計画的，継続的に研究できる (h) 
工学的手法によりデータを解析し，考察できる 

複数の解決案を比較検討する等により，解決策を選択できる (e) (i) 

   

（D)コミュニケーション 

研究・実験 

実験・研究内容を整った章立てに従い，分りやすい日本語で記述できる (f) (i) 

研究内容を聴衆の理解度に合わせて発表できる 
(f) 

他者の研究・発表内容を理解し，的確に質問できる 

英語 
基本語彙からなる英文を，日本語を介することなく読み，大意を把握できる 

(f) (g) 自律的，継続的な学習により，TOEIC450点相当以上の英語運用能力を身につけ
ている 

   

（E)倫理観 

教養一般 

技術者の責任，倫理的問題と解決策の事例を知り，自ら考える素養を持つ (b) 

技術と社会の関わりを歴史から学んでいる 
(a) (b) 

社会の仕組みと歴史を知り，他者・他国の立場から物事を考えることができる 

日本と国外の文化の差異を認識している (a) (f) 

実務 
社会における技術者の役割および技術と人類の豊かさとの関係を理解してい
る 

(a) (b) (f) 
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３．履修学生 

３.１ 履修者選抜条件を満たした者 

 電気・電子システム工学プログラムにおいては，選抜方法をより適切なものにすること，およ

び履修者選抜の機会を増やすことを目的に，科目修得（成績）による選抜および外部試験による

選抜を行っています。数学，英語および専門基礎分野において，どちらか一方の条件が満足され

れば，その分野は合格とします。３つの分野すべてに合格し，かつ４年生に進級した者をプログ

ラム履修生（2018 年度）とします。これとは別に，他の教育機関から本学科第４学年に編入学し

た学生は，本校の４年次編入学試験合格（ただし，物理科目で受験した者を除く）をもって，本

プログラムの初年度履修生とします。 

 

３.２ 専攻科入学者選抜試験合格者 

 本校電気・電子システム工学科の電気・電子工学実践プログラムを修了し本校専攻科の入学試

験に合格し入学した者，他の高等専門学校，短期大学あるいはそれらに準ずる教育機関を卒業し，

本校専攻科の入学試験に合格し（社会人選抜試験を含む）入学をしたものを本教育プログラム履

修３年次に受け入れるものとします。 

後述の４.３に示すコア科目のうち，本科で開講されている科目を修得していない者，あるいは

他の教育機関から入学した学生で，他の教育機関で取得した単位認定の結果※，本科コア科目に対

応する科目の修得が不十分と判定された場合は，該当科目を本科で履修・修得するものとします。 
 

   電気・電子システム工学プログラム 

  

             １年次  ２年次  ３年次   ４年次 

      編入学試験 

 

 

             修了 

 

 

 

               コア科目 

     

          

１年  ２年   ３年   ４年  ５年  専１年  専２年 

 

 （本校の学年進行） 

 

※ 出身教育機関からシラバスを取り寄せ，各科目の教育内容・評価方法が本プログラムのもの

と同等か否かを学科会議に諮り，単位の認定を判断します。 

 

 

履
修
生
選
抜
試
験 

専
攻
科
入
試 

電気・電子工学実践プ

ログラム修了生 

他高専卒業生，社会人 
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３.３ 令和２年度履修学生 

 以下の学生を本教育プログラムの履修学生とします。 

（１） 2020年度教育プログラム履修生（本科４年生） 

教育プログラム履修者選抜条件（2020 年度用）を満たした者のなかで令和２年４月に履

修を申請した者（電気・電子システム工学プログラム１年次履修生）。または，令和２年度

に他教育機関より第４学年に編入学した学生のなかで同年４月に履修を申請した者。 

 

（２） 2019年度教育プログラム履修生（本科５年生） 

教育プログラム履修者選抜条件（2019 年度用）を満たした者のなかで令和元年４月に履

修を申請した者（電気・電子システム工学プログラム２年次履修生）。または，令和元年度

に他教育機関より第４学年に編入学した学生のなかで同年４月に履修を申請した者。 

 

（３） 2018年度教育プログラム履修生（専攻科１年生） 

令和２年度本校専攻科入学生全員（電気・電子システム工学プログラム３年次履修生）。

ただし，別項に定める修了要件を電気・電子システム工学プログラム修了までに満たすも

のとする。 

 

（４） 2017年度教育プログラム履修生（専攻科２年生） 

令和元度本校専攻科入学生全員（電気・電子システム工学プログラム４年次履修生）。た

だし，別項に定める修了要件を電気・電子システム工学プログラム修了までに満たすもの

とする。 

 

 

（注）本科で留年した場合はプログラムを移籍し，専攻科入学年度で履修する教育プログラムが

確定するものとする。 
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４．科目構成 

本科４，５年次，および，専攻科で開講される全科目と，本科３年次の科目のうち本教育プ

ログラムで選択必修科目に指定した科目を，教育プログラムの対象科目とする。 

４.１ 科目の種類 

本教育プログラムの科目は以下に示す３種類に分けられる。 

(１) 必修科目：プログラム修了までに必ず履修しなければならない科目 

(２) 選択必修科目：複数の科目グループの中から指定された科目数をプログラム修了までに

必ず履修しなければならない科目 

(３) 選択科目：上記の必修科目，選択必修科目に指定されていない科目 

上記のうち，必修科目と選択必修科目を本教育プログラムのコア科目と呼びます。 

４.２ 分野別科目群 

本教育プログラムの履修対象となる全科目リストを以下に示します。下線付き科目は専攻科で

開講されている科目です。 

 

教養一般科目群（人文科学，社会科学等） 

 日本語表現，文学特論，英語ⅠA，英語ⅠB，科学英語基礎ⅡA，科学英語基礎ⅡB， 

英語ⅡA，英語ⅡB，英語Ⅲ，ドイツ語 A，ドイツ語 B，哲学Ⅰ，哲学Ⅱ，歴史特論Ⅰ， 

歴史特論Ⅱ，現代社会学Ⅰ，現代社会学Ⅱ，法学Ⅰ，法学Ⅱ，経済学Ⅰ，経済学Ⅱ， 

人文科学特論Ⅰ，人文科学特論Ⅱ，社会科学特論Ⅰ，社会科学特論Ⅱ，保健体育ⅣA， 

保健体育ⅣB，保健体育ⅤA，保健体育ⅤB，電気技術英語Ⅰ，電気技術英語Ⅱ， 

総合英語Ⅰ，総合英語Ⅱ，技術英語，上級英語表現，電気英語コミュニケーションⅠ， 

電気英語コミュニケーションⅡ，技術者倫理，技術史，歴史学，地域と産業， 

日本の言葉と文化 

 

数学・自然科学系科目群 

 解析学 A，解析学 B，統計学，近代物理学，数学特論 A，数学特論 B， 

物理特論 A，物理特論 B，化学特論 A，化学特論 B， 

線形代数学，初等代数，応用解析学Ⅰ，応用解析学Ⅱ，解析力学，統計熱力学， 

信頼性工学，原子物理学，生物化学，健康科学特論，生体情報論，  

パターン情報処理，工業デザイン論 
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専門基礎科目群(# は，本科３年次開講科目) 

電磁気学Ⅰ#，電磁気学ⅡA，電磁気学ⅡB，電磁気学Ⅲ，交流回路#，回路理論， 

電子回路 A，電子回路 B，電気電子工学演習Ⅰ#，電気電子工学演習Ⅱ，電気電子工学演習Ⅲ， 

電磁気学，電子回路論，工学数理演習 

エネルギー・制御系科目群 

システム制御工学 A，システム制御工学 B，エネルギ変換工学，電力システム工学， 

計測制御工学，パワーエレクトロニクス論 

エレクトロ二クス系科目群 

電子工学，応用電子工学，半導体工学，ディジタル回路，応用電子デバイス 

 

情報通信系科目群 

プログラミング技法，ソフトウエアシステム，コンピュータ工学，通信システム工学， 

応用情報技術，情報システム工学，知識工学，通信システム 

 

実験科目群 

電気電子工学実験ⅡA，電気電子工学実験ⅡB，電子機械工学特別実験 

 

研究科目群 

卒業研究，特別研究Ⅰ，特別研究Ⅱ 

 

実務科目群 

校外実習，先端技術論，インターンシップ 

 

複合領域科目群 

生産工学，材料加工プロセス，材料強度学，機能性材料学，機械振動学，燃焼工学， 

流れ学，機械設計工学，ロボット工学，都市地域解析論 
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４.３ コア科目表 

一般科目群                      ※は並行開講科目，ゴシックは必修科目 

科目群名 

要修得科目数 

細目 

要件 
本学科開講科目 専攻科開講科目 

教養一般 

 

１４科目以上 

人文社会 

５科目 

以上 

日本語表現， 

（哲学Ⅰ，歴史特論Ⅰ，現代社会学Ⅰ， 

 法学Ⅰ，経済学Ⅰ）※ 

（哲学Ⅱ，歴史特論Ⅱ，現代社会学Ⅱ， 

 法学Ⅱ，経済学Ⅱ）※ 

（人文科学特論Ⅱ，社会科学特論Ⅱ）※ 

技術者倫理，技術史, 

歴史学，地域と産業， 

日本の言葉と文化 

英語 

７科目 

以上 

英語ⅠA，英語ⅠB， 

科学英語基礎ⅡA，科学英語基礎ⅡB， 

電気技術英語Ⅰ，電気技術英語Ⅱ， 

 

総合英語Ⅰ，総合英語Ⅱ， 

電気英語コミュニケーションⅠ， 

電気英語コミュニケーションⅡ， 

技術英語，上級英語表現 

並行開講 

（英語ⅡA, 英語ⅡB, ドイツ語 A, 

 ドイツ語 B）※， 

（英語Ⅲ, 文学特論，人文科学特論Ⅰ， 

 社会科学特論Ⅰ）※ 

 

数学・ 

自然科学系 

 

１４科目以上 

数学 

３科目 

以上 

解析学 A，解析学 B， 

統計学 

 

線形代数学，初等代数， 

応用解析学Ⅰ，応用解析学Ⅱ 

物理・ 

化学 

１科目 

以上 

近代物理学 解析力学，原子物理学， 

生物化学 

並行開講 

自然科学

複合 

（数学特論 A，物理特論 A，化学特論 A）※, 

（数学特論 B，物理特論 B，化学特論 B）※ 

信頼性工学，生体情報論，  

パターン情報処理，健康科学特論，

統計熱力学，工業デザイン論 
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専門科目群 #は本科 3年次開講科目，ゴシックは必修科目 

科目群名 

要修得科目数 

細目 

要件 
本学科開講科目 専攻科開講科目 

専門基礎 

９科目以上 

電気磁気学 

２科目以上 

電磁気学Ⅰ# ， 

電磁気学ⅡA，電磁気学ⅡB，電磁気学Ⅲ 

電磁気学 

電気電子 

回路 

２科目以上 

交流回路#, 回路理論,  

電子回路 A，電子回路 B 

電子回路論 

演習 

２科目以上 

電気電子工学演習Ⅰ#，電気電子工学演習Ⅱ， 

電気電子工学演習Ⅲ 

工学数理演習 

エネルギー・ 

制御系 

３科目以上 

エネルギー 

１科目以上 

電力システム工学，エネルギ変換工学 パワーエレクトロニクス論 

制御 

１科目以上 

システム制御工学 A，システム制御工学 B 計測制御工学 

エレクトロ 

ニクス系 

２科目以上 

 

電子工学，応用電子工学， 

半導体工学，ディジタル回路 

応用電子デバイス 

情報通信系 

４科目以上 

情報 

２科目以上 

プログラミング技法，ソフトウエアシステム， 

コンピュータ工学 ，応用情報技術 

情報システム工学， 

知識工学 

 

通信 

１科目以上 

通信システム工学 通信システム 

実験 

３科目（必修） 
 

電気電子工学実験ⅡA，電気電子工学実験ⅡB 電子機械工学特別実験 

 

研究 

３科目（必修） 
 

卒業研究 特別研究Ⅰ，特別研究Ⅱ 

実務 

１科目以上 
 

校外実習，先端技術論 インターンシップ 
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５．単位の認定 

各科目の授業及び成績評価は，シラバスに従って行われます。科目担当教員は，科目の学習・

教育目標を履修学生が達成できるように授業を計画・実施し，成績を評価します。履修学生は，

シラバスで，科目の概要と達成度目標を確認し，授業内容をよく理解したうえで授業を受けてく

ださい。 

各科目の成績評価法については，シラバスの評価方法欄を参照してください。成績は 100 点を

満点として評価され，A，B，C，または，F と評定されます。成績評価が 60 点以上の場合には，

A，B，または，C と評定され，科目の達成度目標を達成したものとして単位の修得を認定されま

す。成績は，各学期の試験終了後，学生課教務係から各指導教員を経由して通知されます。 

 

６．プログラム修了要件  

本校における電気・電子システム工学プログラム修了者とは，以下に挙げる要件を満たした

者とする。 

（１） 本校専攻科の修了要件を満たした者。 

（２） 大学評価・学位授与機構が行う学位の審査に合格した者。 

（３） 本教育プログラムで定める次の科目の修得および履修に関する要件を満たす者。 

  ・４年間で 124単位以上を取得 

  ・４．３に示したコア科目表（一般科目群）のなかから， 

教養一般科目群・・・・・・・・・・１４科目以上（そのうち，必修５科目） 

数学・自然科学系科目群・・・・・・１４科目以上 

      合計２８科目以上 を修得 

   

・４．３に示したコア科目表（専門科目群）のなかから， 

専門基礎科目群・・・・・・・・・・９科目以上 

エネルギー・制御系科目群・・・・・３科目以上 

エレクトロニクス系科目群・・・・・２科目以上 

情報通信系科目群・・・・・・・・・４科目以上 

実験科目群・・・・・・・・・・・・３科目（必修） 

研究科目群・・・・・・・・・・・・３科目（必修） 

実務科目群・・・・・・・・・・・・１科目以上 

合計２５科目以上 を修得 

 

（４）教育プログラムの研究活動の成果を国内外の学協会において発表した経験を持つ者。 

（５）TOEIC450 点相当以上の基礎的な英語運用能力を持つ者。 
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７．履修証明 

 本教育プログラムの履修証明は，以下に示す文書の発行で行う。 

(１)  前項６で示した修了要件をすべて満たした者には，電気・電子システム工学プログラム修了

証明書と単位修得証明書を発行する。 

(２)  本科４年次より履修生となり，本科を卒業した後，就職，他大学や他高専の専攻科への進学

などの理由により，本教育プログラムを離れる者には，プログラム前半２年間で履修した科

目の単位修得証明書を発行する。 


