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連絡先
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様式１

（常勤）

富山県富山市本郷町１３番地
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114 （非常勤）
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平成29
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４年次

米内　治
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（責任者名） 國枝 佳明

264
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認定教育プログラム+（プラス）
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①具体的な修了要件 ②教育プログラムの修了要件

単位数 必修 1-1 1-6 単位数 必修 1-1 1-6

1 ○ ○ ○

1 ○ ○ ○

単位数 必修 1-2 1-3 単位数 必修 1-2 1-3

1 ○ ○ ○

1 ○ ○ ○

授業科目

様式２

授業科目

データサイエンスⅠ

データサイエンスⅡ

授業科目

全学開講

④「社会で活用されているデータ」や「データの活用領域」は非常に広範囲であって、日常生活や社会の課題を解決する有用なツールになり得る
もの」の内容を含む授業科目

プログラムを構成する授業科目について

令和3年度以降の全学科の入学生について、1年次全学開講のデータサイエンスⅠおよびデータサイエンスⅡを習得すること。

③現在進行中の社会変化（第４次産業革命、Society 5.0、データ駆動型社会等）に深く寄与しているものであり、それが自らの生活と密接に結び
ついている」の内容を含む授業科目

開講状況

全学開講

開講状況

学部・学科によって、修了要件は相違しない

開講状況開講状況

全学開講

全学開講

授業科目

データサイエンスⅠ

データサイエンスⅡ
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単位数 必修 1-4 1-5 単位数 必修 1-4 1-5

1 ○ ○ ○

1 ○ ○ ○

単位数 必修 3-1 3-2 単位数 必修 3-1 3-2

1 ○ ○ ○

1 ○ ○ ○

単位数 必修 開講状況 2-1 2-2 2-3 単位数 必修 開講状況 2-1 2-2 2-3

1 ○ ○ ○ ○

授業科目

授業科目 授業科目

授業科目

全学開講データサイエンスⅡ

全学開講

授業科目

データサイエンスⅠ

データサイエンスⅡ

開講状況

全学開講

全学開講

開講状況授業科目

データサイエンスⅠ

データサイエンスⅡ

⑥「活用に当たっての様々な留意事項（ELSI、個人情報、データ倫理、ＡＩ社会原則等）を考慮し、情報セキュリティや情報漏洩等、データを守る上
での留意事項への理解をする」の内容を含む授業科目

開講状況

⑦「実データ・実課題（学術データ等を含む）を用いた演習など、社会での実例を題材として、「データを読む、説明する、扱う」といった数理・データ
サイエンス・ＡＩの基本的な活用法に関するもの」の内容を含む授業科目

⑤「様々なデータ利活用の現場におけるデータ利活用事例が示され、様々な適用領域（流通、製造、金融、サービス、インフラ、公共、ヘルスケア
等）の知見と組み合わせることで価値を創出するもの」の内容を含む授業科目

開講状況

全学開講
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⑧選択「４．オプション」の内容を含む授業科目

⑨プログラムを構成する授業の内容

授業に含まれている内容・要素

1-1

1-6

1-2

1-3

授業科目 選択項目 授業科目

数理データサイエンス・AIと社会「データサイエンスⅠ」（3回目、4回目[機械・電気・電子・国際・商船/9回目、
10回目[物質]）
産学連携教育「データサイエンスⅡ」（1回目〜3回目）

数理データサイエンス・AIの活用技術「データサイエンスⅠ」（5回目[機械・電気・電子・国際・商船/11回目[物
質]）
産学連携教育「データサイエンスⅡ」（1回目〜3回目）

数理データサイエンス・AIの活用技術「データサイエンスⅠ」（5回目[機械・電気・電子・国際・商船/11回目[物
質]）
産学連携教育「データサイエンスⅡ」（1回目〜3回目）

選択項目

（２）「社会で活用されているデー
タ」や「データの活用領域」は非
常に広範囲であって、日常生活
や社会の課題を解決する有用
なツールになり得るもの

（１）現在進行中の社会変化（第
４次産業革命、Society 5.0、
データ駆動型社会等）に深く寄
与しているものであり、それが自
らの生活と密接に結びついてい
る

講義内容

数理データサイエンス・AIと社会「データサイエンスⅠ」（3回目、4回目[機械・電気・電子・国際・商船/9回目、
10回目[物質]）
産学連携教育「データサイエンスⅡ」（1回目〜3回目）
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1-4

1-5

3-1

3-2

2-1

2-2

2-3

⑩プログラムの学修成果（学生等が身に付けられる能力等）

⑪プログラムの授業内容等を公表しているアドレス

デジタル社会の「読み・書き・そろばん」である数理・データサイエンス・AIの基礎的素養を身につけ、自らの専門分野に応用できること。
社会情勢や社会での実例を学び、人間中心の適切な判断ができ、学修した知識やスキル等を説明、活用できること。

https://www.nc-toyama.ac.jp/about/evaluation/3rdparty/suuri_datascience_ai/

数理データサイエンス・AIとビジネスの関係「データサイエンスⅠ」（6回目[機械・電気・電子・商船/12回目[物
質]/5回目[国際]）
産学連携教育「データサイエンスⅡ」（1回目〜3回目）

数理データサイエンス・AIとビジネスの関係「データサイエンスⅠ」（6回目[機械・電気・電子・商船/12回目[物
質]/5回目[国際]）
産学連携教育「データサイエンスⅡ」（1回目〜3回目）

データサイエンス「データサイエンスⅡ」（5回目〜15回目）

（３）様々なデータ利活用の現場
におけるデータ利活用事例が示
され、様々な適用領域（流通、製
造、金融、サービス、インフラ、
公共、ヘルスケア等）の知見と
組み合わせることで価値を創出
するもの

（５）実データ・実課題（学術デー
タ等を含む）を用いた演習など、
社会での実例を題材として、
「データを読む、説明する、扱う」
といった数理・データサイエン
ス・ＡＩの基本的な活用法に関す
るもの

データサイエンス「データサイエンスⅡ」（5回目〜15回目）

データサイエンス「データサイエンスⅡ」（5回目〜15回目）

（４）活用に当たっての様々な留
意事項（ELSI、個人情報、データ
倫理、ＡＩ社会原則等）を考慮し、
情報セキュリティや情報漏洩
等、データを守る上での留意事
項への理解をする

情報モラルとセキュリティ「データサイエンスⅠ」（7回目、8回目[機械・電気・電子・商船/6回目、7回目[物
質]/8回目、9回目、11回目、12回目[国際]）
産学連携教育、データサイエンス「データサイエンスⅡ」（1回目〜4回目）

情報モラルとセキュリティ「データサイエンスⅠ」（7回目、8回目[機械・電気・電子・商船/6回目、7回目[物
質]/8回目、9回目、11回目、12回目[国際]）
産学連携教育、データサイエンス「データサイエンスⅡ」（1回目〜4回目）
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①プログラム開設年度 年度

②履修者・修了者の実績

履修者数 修了者数 履修者数 修了者数 履修者数 修了者数 履修者数 修了者数 履修者数 修了者数 履修者数 修了者数

機械システム工学科 40 200 42 38 42 41 41 42 208 104%

電気制御システム工学科 40 200 44 44 43 43 42 43 215 108%

物質化学工学科 40 200 43 39 41 42 42 40 208 104%

電子情報工学科 40 200 44 40 43 43 44 43 217 109%

国際ビジネス学科 40 200 44 34 43 41 40 43 211 106%

商船学科 40 200 41 39 42 41 42 40 206 103%

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

合　計 240 1200 258 234 254 0 251 0 251 0 251 0 0 0 1,265 105%

様式３

プログラムの履修者数等の実績について

平成29

学部・学科名称
入学
定員

収容
定員

令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 履修者数
合計 履修率
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① プログラムを改善・進化させるための体制を定める規則名称

② 体制の目的

③ 具体的な構成員

④ 履修者数・履修率の向上に向けた計画

令和３年度実績 105% 令和４年度予定 100% 令和５年度予定 100%

令和６年度予定 100% 令和７年度予定 100% 収容定員（名） 1,200

令和3年度より、1年生「データサイエンスⅠ」「データサイエンスⅡ」を全学科必修科目とし
て開講した。これにより、全学生の履修率および卒業時のリテラシーレベルの修得率が
100%となる。

教育の質・履修者数を向上させるための体制・計画について

富山高等専門学校自己点検評価委員会数理・データサイエンス・AI専門部会内規

デジタル社会の「読み・書き・そろばん」である数理・データサイエンス・AIの基礎的素養を全
ての学生に対して修得させるとともに、意欲ある学生に対して自らの専門分野に応用でき
る力を修得させることを目的とした富山高等専門学校数理・データサイエンス・AI教育プロ
グラムを改善・進化させるために富山高等専門学校自己点検評価委員会数理・データサイ
エンス・AI専門部会を設置。

副校長　塚田章
副校長　佐瀬直樹
教務主事　井上誠
教務主事　小熊博
教務主事補　石田文彦
教務課長　米内治

具体的な計画
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⑤ 学部・学科に関係なく希望する学生全員が受講可能となるような必要な体制・取組等

⑥ できる限り多くの学生が履修できるような具体的な周知方法・取組

学校全体の共通ディプロマポリシーの1つの項目として「AI・データサイエンスに関する情報
科学の素養とビジネスの視点を身に付け、新たな価値の創造に挑戦できる。」と策定し、数
理・データサイエンス・ＡＩを学ぶ意義を明示化した。

高専では、第3学年以下において、必修科目、選択科目に関わらず原則全科目を履修する
ことになっている。本プログラム開設時より、構成科目を全て第3学年以下に設定すること
で、全学生の履修および修得を促す規則となっている。令和2年度に学校全体の共通ディ
プロマポリシーの1つの項目として「AI・データサイエンスに関する情報科学の素養とビジネ
スの視点を身に付け、新たな価値の創造に挑戦できる。」と策定し、数理・データサイエン
ス・ＡＩを学ぶ意義を明示化した。さらに、令和3年度より、本プログラムの構成科目を1年生
の「データサイエンスⅠ、Ⅱ」を全学科必修とし、工学系だけでなく文系および商船系の全
学生の履修率および卒業時のリテラシーレベル修得率が100％となる。

高専システムにおいて開講科目を全て履修することが原則である第3学年までの科目で教
育プログラムを編成することにより、全学科の全学生が履修および修得しやすいプログラ
ムとなっている。
令和2年度に学校全体の共通ディプロマポリシーの1つの項目に「AI・データサイエンスに関
する情報科学の素養とビジネスの視点を身に付け、新たな価値の創造に挑戦できる。」と
策定し、数理・データサイエンス・ＡＩを学ぶ意義を明示化するとともに、令和3年度開始の新
カリを構築した。新カリでは、本プログラムの構成科目を1年生の「データサイエンスⅠ、Ⅱ」
を全学科必修とし、工学系だけでなく文系および商船系の全学生の履修率および卒業時
のリテラシーレベル修得率が100％となる。
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⑦ できる限り多くの学生が履修・修得できるようなサポート体制

⑧

高専は約40名の各クラスに担任、副担任が設置され学生に対して手厚い支援体制になっ
ている。さらに、放課後に専攻科生が本科生をティーチングアシスタントとして勉強指導する
体制を構築した。令和2年度より全学にBYOD（Bring Your Own Device）を推進するとともに
全学生にグループウェアMicrosoft Teamsをインストールさせ、オンラインで質問できる体制
を構築した。

授業時間内外で学習指導、質問を受け付ける具体的な仕組み

令和2年度より全学にBYOD（Bring Your Own Device）を推進し、1年次の全学の学生にノー
トパソコンの購入を進めるとともに全学生にオンラインのグループウェアツールである
Microsoft Teamsをインストールさせた。Microsoft Teams上には各クラスのチームが作ら
れ、オンラインで教員に相談できる環境を構築した。学生は授業時間以外に不明点をイン
ターネット上で相談できる環境となっている。
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① 授業内容

様式６

数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度（リテラシーレベル）プラス　申請書

「富山高等専門学校数理・データサイエンス・AI教育プログラム」は、令和3年度より全学科
必修科目として開講し、地域企業等と連携「数理・データサイエンス・AIの基礎素養を身に
つけ自らの専門分野へ応用できる」学生を育成する。
　本校は全国で唯一の工学系4学科（機械システム工学科、電気制御システム工学科、物
質化学工学科、電子情報工学科）、人文社会系1学科（国際ビジネス学科）、商船系1学科
（商船学科）の合計6学科の本科及び専攻科から構成された高等専門学校（高専）である。
Society5.0時代にたくましく生きる人材育成を目指し、本校では文理問わず全学科共通の
ディプロマポリシー（卒業認定要件）として「AI・データサイエンスに関する情報科学の素養と
ビジネスの視点を⾝に付け、新たな価値の創造に挑戦できる。」を定めている。
　このため、低学年で本教育プログラムにてAI・データサイエンスの基礎を、中高学年で「応
用基礎レベル」に対応した科目にて各専門分野での応用力を身につける教育課程を用意し
ている。各段階において、本校への協力企業団体（技術振興会）を中心に連携して、ビジネ
ス経営視点でのAI・データの利活用実践例などを教育実施する。
　教育プログラムは、全科目を履修することになっている低学年科目で構成されており、令
和3年度からは1学年時の全学科必修科目として教育プログラムを開講している。これによ
り、本校では全学科の全学生が履修・修得でき、AI戦略2019の2025年における育成目標で
ある「大学・高専卒業者全員の50万人/年」を具現化した教育プログラムへと改善・進化させ
ており、かつ、「応用基礎レベル」教育へ繋げる環境が整えられている。なお、中高学年で
の「応用基礎レベル」に対応した科目については、令和6年度から4学年で全学科共通必修
科目として開講予定である。

1. わかりやすさ
座学、演習を繰り返す授業形態をとり、かつ、授業資料、演習課題およびデータセット等を
グループウェア（Microsoft Teams）上で授業前に公開することにより、個々の理解度に応じ
た予習・復習しやすい環境を整備している。

2. 学習意欲が高まる内容
産学連携教育Ti-TEAMを「データサイエンスⅡ」の授業に包含し、学生に企業のデータ利活
用やＤX化の現状等を調査させることにより「学ぶ楽しさ」「学ぶことの意義」を理解でき学習
意欲が高まる仕掛けを構築している。

3. 学生の習熟度や専門性を踏まえた内容、授業選択
令和3年度より全学科共通の専門必修科目「データサイエンスⅠ、Ⅱ」を開講している。授
業は、各学科でデータサイエンス・AIの研究に関わる教員が授業を担当するため各学科の
専門性を踏まえた内容（演習用データセットや応用例）としている。
データサイエンスの基礎となる数学の基礎を苦手としている学生は、一般教養として開講し
ている各数学科目の補講等も受講できる。

4．AI・数理データ教育の他校への展開
本校は、高専発！「Society 5.0型未来技術人財」育成事業のCOMPASS 5.0「AI・数理デー
タ分野」の拠点校（令和2年度採択）を担っている。この活動を通じて、教材・演習用データ
セット・資料、また、本認定制度をはじめAI・数理データ教育に関する情報等を他の高等教
育機関に公開・展開している。
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② 学生への学習支援

高専は各学科約40名のクラスに対し担任および副担任を置き、毎日のショートホームルー
ムや週1回のホームルームを実施するなど、大学と比較して教員と学生の関係が近く手厚
い学習支援体制になっている。以下に学生への学習支援の特徴を示す。

1. 学習支援体制の構築
上述の担任に限らず、オフィスアワーの設定等で、学生が対面で教員へ質問しやすくしてい
る。また、全学にノートパソコンによるBYODを推進し、全学生にグループウェア（Microsoft
Teams）をインストールさせ、オンラインで質問できる体制が構築されている。学生は教員に
対しチャット機能などにより気軽に質問できる。また、課題の提出状況等もグループウェア
上で確認でき、提出の遅れがちな学生に対し、速やかに支援につなげることができる。その
他、グループウェア上に資料、演習問題、課題や講義動画を掲載することにより、学生が予
習、復習等しやすい環境を整えている。
さらに、非工業系学科である国際ビジネス学科および商船学科学生への学習支援のため
に、学科教員の他に2名の特命准教授（非常勤）が授業を実施している。また、先駆的にAI
教育を実践してきた学科の教員が相互に他学科の授業支援を行い、学生への学習支援に
つなげている。

2. 海外留学生への対応
タイ政府奨学金留学生の1学年受け入れを機に、受入事業運営委員会を立ち上げ、サポー
ト体制等を整備している。特任教員の採用や学生チューターの活用により、留学生一人一
人に合わせた学習面での支援を実施している。特任教員と教育プログラム担当教員とで授
業内容や資料の検討会を実施し、特任教員を通じた質問等への対応体制も整えている。こ
れらの支援内容を運営委員会で整理し、種々の海外留学生へ対応できる状況を整えてい
る。

3. 補完的な教育の実施
産学連携教育Ti-TEAMを「データサイエンスⅡ」において実施している。学生は企業のＤX
化の現状等を企業の担当者に調査することにより、産業界の動向を肌で感じることができ
る教育プログラムの教育的効果を補完している。
本教育プログラムで学んだ知識を実践する場として全国高専ディープラーニングコンテスト
に出場するチームに対し、AI研究に携わる教員が技術的支援を実施し、応用力、実践力を
伸長する取り組みを実施している。
データサイエンスの基礎となる数学の基礎を苦手としている学生は、一般教養として開講し
ている各数学科目の補講等を実施している。

4. インターンシップおよびTAとしての指導
放課後に専攻科生が本科生をティーチングアシスタントとして、本教育プログラムの指導す
る体制を構築している。
また、第4学年の4月にインターンシップシップ説明会を開催し、本教育プログラムに関連し
たインターンシップへの参加を促すとともに、DX化を進めている情報関連会社に学生が数
多く参加している。さらに、全学科の学生が対象の本教育プログラム関連の国際インターン
シップとして、英国・北アイルランド国際インターンシップ、ハンガリー、タイの大学・研究機
関を対象としたアカデミックインターンシップ、東南アジア海外インターンシップが用意されて
いる。機械学習やAI開発に携わるコースもあり、本教育プログラムで学んだ知識を実践、深
化させる内容も含んでいる。

5. 学習成果の可視化等の導入
教育プログラムの修了者には修了書を発行する規則を制定している。
令和2年に設置された教学IR室により学習成果を分析可視化し、本教育プログラムの
PDCAを行っている。
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③ その他の取組（地域連携、産業界との連携、海外の大学等との連携等）

本教育プログラムは、様々な外部機関との連携により実施されている。
以下に取り組み状況を示す。

1. 産業界との連携
富山高専技術振興会の全面協力を得て産学連携教育Ti-TEAMを実施している。
Ti-TEAMにより産業界におけるデータサイエンス・AIの活用状況を調査することで、多角的
な視点から課題を発見、解決する力を養うことができる。
具体的には、第1学年の全学生を、工学系4学科、文系、商船の全６学科1人ずつの学生が
混合する6人ずつのチームに分け、チームで協力し、取り組みにご協力いただく企業につい
ての事前学習や取材で情報収集し、企業レポートとしてまとめる課題を与えている。令和2
年度までの知見をもとに令和3年からは本教育プログラム科目である「データサイエンスⅡ」
で実施している。

2. 地域連携
数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアムの協力校である富山大学の学長を議
長とする富山県内外の産官学金首脳から構成された本校の運営諮問会議委員から評価を
頂き改善・進化に努めている。
JSTのジュニアドクター育成事業により、富山県、富山市、射水市の県内市町村および教育
委員会等と連携して本教育プログラムに関連する情報教育を進めている。
富山大学や地域の教育委員会と連携し、数理・データサイエンス・AI分野を教えられる教員
が少ないとされる地域の課題を解決するために、富山県内の学校の教員に対しMicrosoft
Teamsの活用方法を含む本教育プログラムの内容を展開するセミナーを実施している。

3. 海外の大学との連携
本校の国際学術協定校である英国・北アイルランド サウスイースタン地区連合カレッジや
シンガポール・テマセクポリテクニックをはじめとする大学と連携した国際的な情報教育ネッ
トワークを構築している。
タイ国チュラポーン王女サイエンスハイスクール(PCSHS)の留学生を1学年から受け入れ、
本教育プログラムを履修している。また、機械学習やAI開発に携わるインターンシップ体験
等により、本校と連携し本教育プログラムで学んだ知識の実践、深化を実施している。
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౸ଙ ౸ ਜ਼भரશधਜ਼ਯ ၎ఊਜ਼���
৫ਝ৾ఐ ਗ਼ਞ౪३५ॸੵ৾ఐ ৌ৾ফ �
৫ਝ  ৎਯ �
ઇఐછ�ઇ౫ ਈৗੲਾ૪৶قၖගؚઢ෩�ؙৰઇলගك
૿ਊઇ৩ স�ඦ�લি�ધ
৯؞ง৯ఏ
ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,��ੲਾজॸছ३ش��७य़গজॸॕಉ॑৾ఊख��০भੲਾ৲ভदभଞেણृலহಉभৃએदણ৷घॊऒधऋदऌॊ
੦ຊಞു॑ମपणऐॊऒध�
ভੲિृভदभৰ৾वऒधपेॉ��যরੱभిજऩਖ਼ऋदऌ��৾ఊखञੴृ५य़ঝಉ॑ହ��ણ৷दऌॊेअपऩॊऒध�
����ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,धভभঢ়ॎॉ
����ੲਾজॸছ३ش
����७य़গজॸॕ
����ड़ইॕ५५ॖشॺણ৷
ঝشঈজॵॡ

৶୳ऩงঞঋঝभ৯ ఏऩงঞঋঝभ৯ งঞঋঝभ৯

௬ඨ৯�
�ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,धভ
भঢ়ॎॉ�

ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,ऋভ
৲उेलঽैभেણपഡமप
लणऌ��ઁपॎञॊୖੰৠपથ
৷दँॊऒध॑ৰ॑ऑथถ
पହदऌॊ�

ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,ऋভ
৲उेलঽैभেણपഡமप
लणऌ��ઁपॎञॊୖੰৠपથ
৷दँॊऒध॑ହदऌॊ�

ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,ऋভ
৲उेलঽैभেણपഡமप
लणऌ��ઁपॎञॊୖੰৠपથ
৷दँॊऒध॑ହदऌऩः�

௬ඨ৯�
�ੲਾজॸছ३ش�

॥থআগشॱृॿॵॺডشॡपण
ःथभ੦ຊૼउेलजभ૽સ॑
৶ੰख��ถ॑ହदऌॊ�

॥থআগشॱृॿॵॺডشॡपण
ःथभ੦ຊૼउेलजभ૽સ॑
ହदऌॊ�

॥থআগشॱृॿॵॺডشॡपण
ःथभ੦ຊૼउेलजभ૽સ॑
ହदऌऩः�

௬ඨ৯�
�७य़গজॸॕ�

७य़গজॸॕभਏਙ॑৶ੰख��੦
ຊૼपणःथถपହदऌॊ�

७य़গজॸॕभਏਙ��੦ຊૼप
णःथହदऌॊ�

७य़গজॸॕभਏਙ��੦ຊૼप
णःथହदऌऩः�

௬ඨ৯�
�ड़ইॕ५५ॖشॺણ৷�

ডشউট९ইॺ��ੑ९ইॺ��উ
ঞ८থॸش३ঙথ९ইॺ॑ঽप
ઞ৷घॊऒधऋदऌॊ�

ডشউট९ইॺ��ੑ९ইॺ��উ
ঞ८থॸش३ঙথ९ইॺ॑ઞ৷घ
ॊऒधऋदऌॊ�

ডشউট९ইॺ��ੑ९ইॺ��উ
ঞ८থॸش३ঙথ९ইॺ॑ઞ৷घ
ॊऒधऋदऌऩः�

৾ఐभง৯ఏඨ৯धभঢ়બ
ઇ্১ಉ

ਏ
َॹشॱ१ॖग़থ५⋛َُॹشॱ१ॖग़থ५⋜ُ॑ৢखथ��ધ৶ਖॎङৈ௧েऋ৾ఊघसऌੲਾૼपঢ়घॊজॸছ३ش
��ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,ृ७य़গজॸॕ॑৾व�
ੴटऐदमऩऎ��ভपउऐॊਏਙ॑ৰ॑ৢखथ॒৾टॉ��ৰॹشॱ॑৷ःञಆ॑ৰᄷघॊऒधद��ਠৰভभ
ୖৄੰ؞ৠৡधిજऩણ৷১भఊ੭भञीभ੦ຊಞു॑ମपणऐॊ�

౸भਤी্ध౸
ઍ্؞১

ଝउेलৰॹشॱ॑৷ःञಆ॑রੱप౸॑ਤीॊ�
৾ఊखञੴभভपउऐॊਏਙृਹણ৷॑৾वपम��ঽैभઅइಉ॑ऽधी��ध৮घॊञी��ॢঝشউডش
ॡಉ॑ৰघॊ�

ିਔਡ

�௬!
ୡजभ�ঞএشॺಉ�়॑प௬घॊ௬मୡ������जभ���भસ়धघॊ
ਜ਼ੳपम��ਡਰभ௬ऋਏदँॊ

�୯ੳୡ!
௬ऋ��ਡपञऩःमൢःলपेॉ୯ੳभञीभୖ॑ਭऐॊऒधऋदऌॊ୯ੳୖभટਜ਼भఊ੭ऋੳ
ीैोञपँढथमजभ௬॑��ਡधघॊ

�౸ੑ!
౸ੑम��৾েभ৶ੰ২ಉपૢगथಌघॊৃ়ऋँॊ�

౸भരਙ؞၎ఊभયী
厕��॔ॡॸॕঈছشॽথॢ 厕��,&7�ਹ৷ 厕��೫࿒౸ৌૢ ��ৰਜ৽ୡभँॊઇ৩पेॊ౸ٸ

౸ੑ
 ౸ઍ্؞১ ओधभง৯ఏ


�VW4

� फ़ॖॲথ५
ੲਾ३५ॸਹ৷

౸भਤी্॑৶ੰदऌॊ�
ੲਾ३५ॸਹ৷भਝऋदऌॊ�

� ੲਾ३५ॸਝ ঃ९॥থृॿॵॺডشॡभਝऋदऌॊ�

� ভੲિ ੲਾ৲ভदभਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,भ৾ఊभ
ਏਙपणःथ৶ੰदऌॊ�

� ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,धভ ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,धভभ৲भঢ়ॎॉपण
ःथ৶ੰदऌॊ�

� ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,भણ৷ૼ ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,॑ৰভदણ৷घॊभ੦
ຊૼपणःथ৶ੰदऌॊ�

� ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,धঅ४ॿ५भঢ়બ�ৰভद
भણ৷�

ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,धঅ४ॿ५धभঢ়ॎॉ॑৾
ल��ৰভदभણ৷पणःथ৶ੰदऌॊ�

� ੲਾঔছঝध७य़গজॸॕ���
��ੲਾभඞः��এজ३ش��ঐॼش��

७य़গজॸॕभਏਙृੲਾभॉඞः��ૠಋृএজ
३॑ش৶ੰदऌॊ�
ॖথॱشॿॵॺਹ৷भ૫ਙृঐॼ॑ش৶ੰदऌॊ�

� ੲਾঔছঝध७य़গজॸॕ���
��१ॖংشవொ��७य़গজॸॕૼ��ঐॿ४ওথॺ��

१ॖংشవொधଆ౪ૼ॑৾ल��७य़গজॸॕभਏಞ
ૼपणःथ৶ੰदऌॊ�
জ५ॡଵ৶ृঐॿ४ওথॺ১पणःथ৶ੰदऌॊ�

�QG4 � ੲਾজॸছ३ش���
��॥থআগشॱभਉ৶��

॥থআগشॱभਉ৶��ଡਛ��ঁشॻक़ख़॔ध९ইॺ
क़ख़॔भ૽સ॑৶ੰदऌॊ�
॥থআগشॱभੲਾਠपणःथ৶ੰदऌॊ�
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�� ੲਾজॸছ३ش���
��ॿॵॺডشॡ੦ຊ��

ੲਾॿॵॺডشॡभ૽સ��ଡਛृலੌापणःथ৶ੰ
दऌॊ�

�� ੲਾজॸছ३ش���
��ইটشॳকشॺ��॔ঝ०জ६�� ইটشॳকشॺृ॔ঝ०জ६पणःथ৶ੰदऌॊ�
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ইॺभৰಆ॑ৢखथણ৷১॑৶ੰदऌॊ�
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ইॺभৰಆ॑ৢखथણ৷১॑৶ੰदऌॊ�
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ୡ  ৼ൩௬ ଙ২ এشॺইज़জड़ जभ ়ੑ
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भঢ়ॎॉ

ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,ऋভ
৲उेलঽैभেણपഡமप
लणऌ��ઁपॎञॊୖੰৠपથ
৷दँॊऒध॑ৰ॑ऑथถ
पହदऌॊ�

ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,ऋভ
৲उेलঽैभেણपഡமप
लणऌ��ઁपॎञॊୖੰৠपથ
৷दँॊऒध॑ହदऌॊ�

ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,ऋভ
৲उेलঽैभেણपഡமप
लणऌ��ઁपॎञॊୖੰৠपથ
৷दँॊऒध॑ହदऌऩः�

ੲਾজॸছ३شउेलੲਾ७य़গ
জॸॕ

॥থআগشॱृॿॵॺডشॡउे
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॑ถपହदऌॊ�

॥থআগشॱृॿॵॺডشॡउे
लੲਾ७य़গজॸॕपणःथभ੦
ຊૼउेलजभ૽સ॑ହदऌ
ॊ�

॥থআগشॱृॿॵॺডشॡउे
लੲਾ७य़গজॸॕपणःथभ੦
ຊૼउेलजभ૽સ॑ହदऌ
ऩः�

0LFURVRIW�2IILFH�९ইॺણ৷
ডشউট९ইॺ��ੑ९ইॺ��উ
ঞ८থॸش३ঙথ९ইॺ॑ঽप
ઞ৷घॊऒधऋदऌॊ�

ডشউট९ইॺ��ੑ९ইॺ��উ
ঞ८থॸش३ঙথ९ইॺ॑ઞ৷घ
ॊऒधऋदऌॊ�

ডشউট९ইॺ��ੑ९ইॺ��উ
ঞ८থॸش३ঙথ९ইॺ॑ઞ৷घ
ॊऒधऋदऌऩः�
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ઇ্১ಉ
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भ௬ऋਏदँॊ

�୯ੳୡ!
௬ऋ��ਡपञऩःमൢःলपेॉ୯ੳभञीभୖ॑ਭऐॊऒधऋदऌॊ୯ੳୖभટਜ਼भఊ੭ऋੳ
ीैोञपँढथमजभ௬॑��ਡधघॊ

�౸ੑ!
౸ੑम��৾েभ৶ੰ২ಉपૢगथಌघॊৃ়ऋँॊ�
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� ੲਾঔছঝध७य़গজॸॕ��� ॖথॱشॿॵॺਹ৷भ૫ਙृঐॼ॑ش৶ੰदऌॊ�
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ૼपणःथ৶ੰदऌॊ�

� রୡ ऒऒऽदभ౸ઍ৶ੰ২॑ୡपथનੳघॊ�

�QG4
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ਏਙपणःथ৶ੰदऌॊ�
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ःथ৶ੰदऌॊ�

�� ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,भણ৷ૼ ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,॑ৰভदણ৷घॊभ੦
ຊૼपणःथ৶ੰदऌॊ�

�� ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,धঅ४ॿ५भঢ়બ�ৰভद
भણ৷�

ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,धঅ४ॿ५धभঢ়ॎॉ॑৾
ल��ৰভदभણ৷पणःथ৶ੰदऌॊ�
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�� ౸॔থॣشॺؙऽधीؙ
௬સ়
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৫ਝ  ৎਯ �
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৯؞ง৯ఏ
ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,��ੲਾজॸছ३ش��७य़গজॸॕಉ॑৾ఊख��০भੲਾ৲ভदभଞেણृலহಉभৃએदણ৷घॊऒधऋदऌॊ
੦ຊಞു॑ମपणऐॊऒध�
ভੲિृভदभৰ৾वऒधपेॉ��যরੱभిજऩਖ਼ऋदऌ��৾ఊखञੴृ५य़ঝಉ॑ହ��ણ৷दऌॊेअपऩॊऒध�
����ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,धভभঢ়ॎॉ
����ੲਾজॸছ३ش
����७य़গজॸॕ
����ड़ইॕ५५ॖشॺણ৷
ঝشঈজॵॡ

৶୳ऩงঞঋঝभ৯ ఏऩงঞঋঝभ৯ งঞঋঝभ৯

௬ඨ৯�
�ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,धভ
भঢ়ॎॉ�

ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,ऋভ
৲उेलঽैभেણपഡமप
लणऌ��ઁपॎञॊୖੰৠपથ
৷दँॊऒध॑ৰ॑ऑथถ
पହदऌॊ�

ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,ऋভ
৲उेलঽैभেણपഡமप
लणऌ��ઁपॎञॊୖੰৠपથ
৷दँॊऒध॑ହदऌॊ�

ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,ऋভ
৲उेलঽैभেણपഡமप
लणऌ��ઁपॎञॊୖੰৠपથ
৷दँॊऒध॑ହदऌऩः�

௬ඨ৯�
�ੲਾজॸছ३ش�

॥থআগشॱृॿॵॺডشॡपण
ःथभ੦ຊૼउेलजभ૽સ॑
৶ੰख��ถ॑ହदऌॊ�

॥থআগشॱृॿॵॺডشॡपण
ःथभ੦ຊૼउेलजभ૽સ॑
ହदऌॊ�

॥থআগشॱृॿॵॺডشॡपण
ःथभ੦ຊૼउेलजभ૽સ॑
ହदऌऩः�

௬ඨ৯�
�७य़গজॸॕ�

७य़গজॸॕभਏਙ॑৶ੰख��੦
ຊૼपणःथถपହदऌॊ�

७य़গজॸॕभਏਙ��੦ຊૼप
णःथହदऌॊ�

७य़গজॸॕभਏਙ��੦ຊૼप
णःथହदऌऩः�

௬ඨ৯�
�ड़ইॕ५५ॖشॺણ৷�

ডشউট९ইॺ��ੑ९ইॺ��উ
ঞ८থॸش३ঙথ९ইॺ॑ঽप
ઞ৷घॊऒधऋदऌॊ�

ডشউট९ইॺ��ੑ९ইॺ��উ
ঞ८থॸش३ঙথ९ইॺ॑ઞ৷घ
ॊऒधऋदऌॊ�

ডشউট९ইॺ��ੑ९ইॺ��উ
ঞ८থॸش३ঙথ९ইॺ॑ઞ৷घ
ॊऒधऋदऌऩः�

৾ఐभง৯ఏඨ৯धभঢ়બ
0&&॥॔ఐ৯��
ॹॕউটঐএজ३ش��
ઇ্১ಉ

ਏ
َॹشॱ१ॖग़থ५⋛َُॹشॱ१ॖग़থ५⋜ُ॑ৢखथ��ધ৶ਖॎङৈ௧েऋ৾ఊघसऌੲਾૼपঢ়घॊজॸছ३ش
��ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,ृ७य़গজॸॕ॑৾व�
ੴटऐदमऩऎ��ভपउऐॊਏਙ॑ৰ॑ৢखथ॒৾टॉ��ৰॹشॱ॑৷ःञಆ॑ৰᄷघॊऒधद��ਠৰভभ
ୖৄੰ؞ৠৡधిજऩણ৷১भఊ੭भञीभ੦ຊಞു॑ମपणऐॊ�

౸भਤी্ध౸
ઍ্؞১

ଝउेलৰॹشॱ॑৷ःञಆ॑রੱप౸॑ਤीॊ�
৾ఊखञੴभভपउऐॊਏਙृਹણ৷॑৾वपम��ঽैभઅइಉ॑ऽधी��ध৮घॊञी��ॢঝشউডش
ॡಉ॑ৰघॊ�

ିਔਡ

�௬!
ୡजभ�ঞএشॺಉ�়॑प௬घॊ௬मୡ������जभ���भસ়धघॊ
ਜ਼ੳपम��ਡਰभ௬ऋਏदँॊ

�୯ੳୡ!
௬ऋ��ਡपञऩःमൢःলपेॉ୯ੳभञीभୖ॑ਭऐॊऒधऋदऌॊ୯ੳୖभટਜ਼भఊ੭ऋੳ
ीैोञपँढथमजभ௬॑��ਡधघॊ

�౸ੑ!
౸ੑम��৾েभ৶ੰ২ಉपૢगथಌघॊৃ়ऋँॊ�

౸भരਙ؞၎ఊभયী
厕��॔ॡॸॕঈছشॽথॢ 厕��,&7�ਹ৷ 厕��೫࿒౸ৌૢ ��ৰਜ৽ୡभँॊઇ৩पेॊ౸ٸ

౸ੑ
 ౸ઍ্؞১ ओधभง৯ఏ

 �VW4

� फ़ॖॲথ५
ੲਾ३५ॸਹ৷

౸भਤी্॑৶ੰदऌॊ�
ੲਾ३५ॸਹ৷भਝऋदऌॊ�

� ੲਾ३५ॸਝ ঃ९॥থृॿॵॺডشॡभਝऋदऌॊ�

� ভੲિ ੲਾ৲ভदभਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,भ৾ఊभ
ਏਙपणःथ৶ੰदऌॊ�

� ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,धভ ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,धভभ৲भঢ়ॎॉपण
ःथ৶ੰदऌॊ�

� ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,भણ৷ૼ ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,॑ৰভदણ৷घॊभ੦
ຊૼपणःथ৶ੰदऌॊ�

� ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,धঅ४ॿ५भঢ়બ�ৰভद
भણ৷�

ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,धঅ४ॿ५धभঢ়ॎॉ॑৾
ल��ৰভदभણ৷पणःथ৶ੰदऌॊ�

� ੲਾঔছঝध७य़গজॸॕ���
��ੲਾभඞः��এজ३ش��ঐॼش��

७य़গজॸॕभਏਙृੲਾभॉඞः��ૠಋृএজ
३॑ش৶ੰदऌॊ�
ॖথॱشॿॵॺਹ৷भ૫ਙृঐॼ॑ش৶ੰदऌॊ�

� ੲਾঔছঝध७य़গজॸॕ���
��१ॖংشవொ��७य़গজॸॕૼ��ঐॿ४ওথॺ��

१ॖংشవொधଆ౪ૼ॑৾ल��७य़গজॸॕभਏಞ
ૼपणःथ৶ੰदऌॊ�
জ५ॡଵ৶ृঐॿ४ওথॺ১पणःथ৶ੰदऌॊ�
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�QG4

� ੲਾজॸছ३ش���
��॥থআগشॱभਉ৶��

॥থআগشॱभਉ৶��ଡਛ��ঁشॻक़ख़॔ध९ইॺ
क़ख़॔भ૽સ॑৶ੰदऌॊ�
॥থআগشॱभੲਾਠपणःथ৶ੰदऌॊ�

�� ੲਾজॸছ३ش���
��ॿॵॺডشॡ੦ຊ��

ੲਾॿॵॺডشॡभ૽સ��ଡਛृலੌापणःथ৶ੰ
दऌॊ�

�� ੲਾজॸছ३ش���
��ইটشॳকشॺ��॔ঝ०জ६�� ইটشॳকشॺृ॔ঝ०জ६पणःथ৶ੰदऌॊ�

�� 2IILFH�6XLWHણ৷��� ডشউট९ইॺ��ੑ९ইॺ��উঞ८থॸش३ঙথ९
ইॺभৰಆ॑ৢखथણ৷১॑৶ੰदऌॊ�

�� 2IILFH�6XLWHણ৷��� ডشউট९ইॺ��ੑ९ইॺ��উঞ८থॸش३ঙথ९
ইॺभৰಆ॑ৢखथણ৷১॑৶ੰदऌॊ�

�� 2IILFH�6XLWHણ৷��� ডشউট९ইॺ��ੑ९ইॺ��উঞ८থॸش३ঙথ९
ইॺभৰಆ॑ৢखथણ৷১॑৶ੰदऌॊ�

�� ଜୡ ౸भ৶ੰ২॑ॊञीୡ॑ৰघॊ
�� ௦੧ନేੰହ౸௬॔থॣشॺ

௬સ়
ୡ  ৼ൩௬ ଙ২ এشॺইज़জड़ जभ ়ੑ

়௬સ় �� �� � � � �� ���
੦ຊચৡ �� �� � � � �� ��
௧ચৡ � � � � � � �
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੦ຊಞു॑ମपणऐॊऒध�
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ঝشঈজॵॡ

৶୳ऩงঞঋঝभ৯ ఏऩงঞঋঝभ৯ งঞঋঝभ৯

௬ඨ৯�
�ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,धভ
भঢ়ॎॉ�

ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,ऋভ
৲उेलঽैभেણपഡமप
लणऌ��ઁपॎञॊୖੰৠपથ
৷दँॊऒध॑ৰ॑ऑथถ
पହदऌॊ�

ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,ऋভ
৲उेलঽैभেણपഡமप
लणऌ��ઁपॎञॊୖੰৠपથ
৷दँॊऒध॑ହदऌॊ�

ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,ऋভ
৲उेलঽैभেણपഡமप
लणऌ��ઁपॎञॊୖੰৠपથ
৷दँॊऒध॑ହदऌऩः�

௬ඨ৯�
�ੲਾজॸছ३ش�

॥থআগشॱृॿॵॺডشॡपण
ःथभ੦ຊૼउेलजभ૽સ॑
৶ੰख��ถ॑ହदऌॊ�

॥থআগشॱृॿॵॺডشॡपण
ःथभ੦ຊૼउेलजभ૽સ॑
ହदऌॊ�

॥থআগشॱृॿॵॺডشॡपण
ःथभ੦ຊૼउेलजभ૽સ॑
ହदऌऩः�

௬ඨ৯�
�७य़গজॸॕ�

७य़গজॸॕभਏਙ॑৶ੰख��੦
ຊૼपणःथถपହदऌॊ�

७य़গজॸॕभਏਙ��੦ຊૼप
णःथହदऌॊ�

७य़গজॸॕभਏਙ��੦ຊૼप
णःथହदऌऩः�

௬ඨ৯�
�ड़ইॕ५५ॖشॺણ৷�

ডشউট९ইॺ��ੑ९ইॺ��উ
ঞ८থॸش३ঙথ९ইॺ॑ঽप
ઞ৷घॊऒधऋदऌॊ�

ডشউট९ইॺ��ੑ९ইॺ��উ
ঞ८থॸش३ঙথ९ইॺ॑ઞ৷घ
ॊऒधऋदऌॊ�

ডشউট९ইॺ��ੑ९ইॺ��উ
ঞ८থॸش३ঙথ९ইॺ॑ઞ৷घ
ॊऒधऋदऌऩः�

৾ఐभง৯ఏඨ৯धभঢ়બ
ॹॕউটঐএজ३ش��
ઇ্১ಉ

ਏ
َॹشॱ१ॖग़থ५⋛َُॹشॱ१ॖग़থ५⋜ُ॑ৢखथ��ધ৶ਖॎङৈ௧েऋ৾ఊघसऌੲਾૼपঢ়घॊজॸছ३ش
��ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,ृ७य़গজॸॕ॑৾व�
ੴटऐदमऩऎ��ভपउऐॊਏਙ॑ৰ॑ৢखथ॒৾टॉ��ৰॹشॱ॑৷ःञಆ॑ৰᄷघॊऒधद��ਠৰভभ
ୖৄੰ؞ৠৡधిજऩણ৷১भఊ੭भञीभ੦ຊಞു॑ମपणऐॊ�

౸भਤी্ध౸
ઍ্؞১

ଝउेलৰॹشॱ॑৷ःञಆ॑রੱप౸॑ਤीॊ�
৾ఊखञੴभভपउऐॊਏਙृਹણ৷॑৾वपम��ঽैभઅइಉ॑ऽधी��ध৮घॊञी��ॢঝشউডش
ॡಉ॑ৰघॊ�

ିਔਡ

�௬!
ঞএشॺಉ়॑प௬घॊਜ਼ੳपम��ਡਰभ௬ऋਏदँॊ

�୯ੳୡ!
௬ऋ��ਡपञऩःमൢःলपेॉ୯ੳभञीभୖ॑ਭऐॊऒधऋदऌॊ୯ੳୖभટਜ਼भఊ੭ऋੳ
ीैोञपँढथमजभ௬॑��ਡधघॊ

�౸ੑ!
౸ੑम��৾েभ৶ੰ২ಉपૢगथಌघॊৃ়ऋँॊ�

౸भരਙ؞၎ఊभયী
厕��॔ॡॸॕঈছشॽথॢ 厕��,&7�ਹ৷ 厕��೫࿒౸ৌૢ ��ৰਜ৽ୡभँॊઇ৩पेॊ౸ٸ

౸ੑ
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�VW4

� फ़ॖॲথ५
ੲਾ३५ॸਹ৷

౸भਤी্॑৶ੰदऌॊ�
ੲਾ३५ॸਹ৷भਝऋदऌॊ�

� ੲਾ३५ॸਝ ঃ९॥থृॿॵॺডشॡभਝऋदऌॊ�

� ভੲિ ੲਾ৲ভदभਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,भ৾ఊभ
ਏਙपणःथ৶ੰदऌॊ�

� ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,धভ ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,धভभ৲भঢ়ॎॉपण
ःथ৶ੰदऌॊ�

� ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,भણ৷ૼؚঅ४ॿ५भঢ়
બ�ৰভदभણ৷�

ਯ৶ॹشॱ१ॖग़থ५؞$,॑ৰভदણ৷घॊभ੦
ຊૼपणःथ৶ੰदऌॊ�ऽञঅ४ॿ५धभঢ়ॎॉ॑
৾ल��ৰভदभણ৷पणःथ৶ੰदऌॊ�
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必修・必履修

機械システム工学科

ディプロマポリシー １年⽣ ２年⽣ ３年⽣ ４年⽣ ５年⽣

体育Ⅴ

保健 英語圏異文化実習 英語圏異文化実習 英語圏異文化実習

音楽/美術/書道 比較社会文化論

DP1：

実社会で活用できる科

学的基礎知識とリベラ

ルアーツをを身につけ

ている

工学基礎

（教養科目） 体育Ⅰ 体育Ⅱ 体育Ⅲ 体育Ⅳ

地理 歴史Ⅰ 歴史Ⅱ 公共社会論

物理学ⅠA 物理学ⅠB 物理学ⅡA 物理学ⅡB 物理学Ⅲ

思想文化論

現代産業論

総合国語ⅠA 総合国語ⅠB 総合国語ⅡA 総合国語ⅡB 総合国語ⅢA 総合国語ⅢB 国語表現

英語表現Ⅰ 英語表現Ⅱ 英語表現Ⅲ 英語演習Ⅰ 英語演習Ⅱ

英会話Ⅰ 英会話Ⅱ

日本語と文化

総合英語Ⅰ 総合英語Ⅱ 総合英語Ⅲ 総合英語Ⅳ 総合英語Ⅴ 総合英語Ⅵ

弾塑性力学

基礎材料工学Ⅰ

基礎数学AⅠ 基礎数学AⅡ 微分積分学Ⅰ 微分積分学Ⅱ 解析学Ⅰ 解析学Ⅱ

基礎数学C

化学ⅠA 化学ⅠB 化学ⅡA 化学ⅡB

基礎数学BⅠ 基礎数学BⅡ 線形代数Ⅰ 線形代数Ⅱ 確率と統計 総合数学

機械実験Ⅰ 機械実験Ⅱ

DP2：

専門基盤知識を修得

し，実験・実習および演

習・実技を通してその

知識を社会実装に応

用・実践できる

ダイナミクス

計測・制御

工業力学Ⅰ 工業力学Ⅱ

基礎材料工学Ⅱ 材料力学Ⅰ 材料力学Ⅱ 材料力学Ⅲ

工学基礎

（専門科目） 応用物理 応用数学Ⅱ

応用数学Ⅰ 応用数学Ⅲ

情報処理 プログラミング

機械製図Ⅰ 機械製図Ⅱ CAD工学 機械設計Ⅰ 機械設計Ⅱ

製造と加工Ⅰ 製造と加工Ⅱ

基礎研究 卒業研究

設計製図Ⅰ 設計製図Ⅱ 生産管理

エネルギー機械

材料強度学 材料工学

DP3：

AI・データサイエンスに

関する情報科学の素養

とビジネスの視点を身に

付け，新たな価値の創

データサイエンスⅠ データサイエンスⅡ AI・MOTⅠ AI・MOTⅡ AI・ロボット科目 AI・ロボット科目

インターンシップ

実験・実習・

演習 メカトロニクス入門 メカトロニクスⅠ メカトロニクスⅡ 機械システム工学特論

機械実習Ⅰ 機械実習Ⅱ 機械実習Ⅲ

熱力学Ⅰ 熱力学Ⅱ 伝熱工学

流体工学Ⅰ 流体工学Ⅱ

振動工学

数値解法

設計・生産

材料，加工

機械力学 計測制御 制御工学

機構学
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必修・必履修

工学基礎系

電力システム論Ⅰ 電力システム論Ⅱ

電気法規・施設管理
電気工学系

(電気電子：V-C)
DP２．電気工

学，電子工学，

情報工学の専

門基盤知識を

修得し，実験・

実習および演

習・実技を通し

てその知識をも

のづくり，創造的

技術開発に応

用・実践できる

応用数学Ⅰ

工学基礎系

一般教養科目

(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ）

DP1.　実社会で

活用できる科学

的基礎知識とリ

ベラルアーツを

身に付けている

化学ⅠA 化学ⅠB 化学ⅡA 化学ⅡB

応用数学Ⅱ

応用数学Ⅲ

応用物理

英語圏異文化実習 英語圏異文化実習

基礎数学C

物理学ⅠA 物理学ⅠB 物理学ⅡA 物理学ⅡB

エネルギー力学

総合英語Ⅰ

英語表現Ⅰ

総合国語ⅠA 総合国語ⅠB

地理

体育Ⅰ

情報処理Ⅰ

英会話Ⅰ 英会話Ⅱ

保健

音楽/美術/書道

物理学Ⅲ

基礎数学AⅠ 基礎数学AⅡ 微分積分学Ⅰ 微分積分学Ⅱ 解析学Ⅰ 解析学Ⅱ

基礎数学BⅠ 基礎数学BⅡ 線形代数Ⅰ 線形代数Ⅱ

DP3. AI・データサイエ

ンスに関する情報科学

の素養とビジネスの視

点を身に付け新たな価

値の創造に挑戦できる.

システム工学実験Ⅱ

システム工学実験Ⅲ

情報システム実習

インターンシップ

基礎研究

電子回路Ⅰ 電子回路Ⅱ 電子工学

電気電子基礎工学実験

プログラミング学Ⅰ

ロボティクス設計

信号処理工学Ⅰ 信号処理工学Ⅱ

データサイエンスⅠ データサイエンスⅡ AI・MOTⅠ AI・MOTⅡ

情報システム設計 AI・機械学習論 AI・ロボット科目群

卒業研究

AI・ロボット科目群 AI・ロボット科目群

情報システム工学

ロボット工学Ⅱ

情報通信工学

電子工学系

(電気電子：V-C)

情報工学系

(電気電子：V-C)

実験・実習系

(Ⅵ-C)

電気電子基礎 基礎電気工学 電気回路Ⅰ 電気回路Ⅱ 電気回路Ⅲ 電気回路Ⅳ 電気工学特講

AI・ロボット科目群

プログラミング学Ⅱ プログラミング学Ⅲ

電気電子工学実験 システム工学実験Ⅰ

ロボット力学

電気機械Ⅱ

計測工学Ⅰ

電気機械Ⅰ

３年生

電気材料

情報処理Ⅱ

制御工学Ⅰ 制御工学Ⅱ

ロボット工学Ⅰ

5年生4年生

電気磁気学Ⅰ 電気磁気学Ⅱ 電気磁気学Ⅲ 電気磁気学Ⅳ

設計製図Ⅰ

計測工学Ⅱ

総合英語Ⅱ

英語表現Ⅱ

総合国語ⅡA 総合国語ⅡB

歴史Ⅰ

体育Ⅱ 体育Ⅳ

確率と統計 総合数学

電気制御システム工学科

システム工学

体育Ⅴ

日本語と文化

総合英語Ⅳ 総合英語Ⅴ 総合英語Ⅵ

設計製図Ⅱ

英語演習Ⅰ 英語演習Ⅱ

国語表現

総合英語Ⅲ

英語表現Ⅲ

総合国語ⅢA 総合国語ⅢB

公共社会論 　比較社会文化論/思想文化論/現代産業論

技術者倫理

歴史Ⅱ

体育Ⅲ

英語圏異文化実習

ディプロマポリシー 1年生 ２年生
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物質化学工学科

ディプロマポリシー
1年生 ２年生 ３年生 4年生 5年生

総合英語Ⅴ 総合英語Ⅵ

英語表現Ⅰ 英語表現Ⅱ 英語表現Ⅲ 英語演習Ⅰ 英語演習Ⅱ

DP1：実社

会で活用で

きる科学的

基礎知識とリ

ベラルアー

ツを身に付

けている

工学基礎（一

般科目）

総合英語Ⅰ 総合英語Ⅱ 総合英語Ⅲ 総合英語Ⅳ

英会話Ⅰ 英会話Ⅱ 英語圏異文化実習 英語圏異文化実習

音楽／美術／書道 現代産業学

体育Ⅰ 体育Ⅱ 体育Ⅲ 体育Ⅳ

比較社会文化論

地理 歴史Ⅰ

英語圏異文化実習

総合国語ⅠA 総合国語ⅠB 総合国語ⅡA 総合国語ⅡB 総合国語ⅢA 総合国語ⅢB 国語表現 日本語と文化

歴史Ⅱ 公共社会論 思想文化論

物理学Ⅲ

基礎数学BⅠ 基礎数学BⅡ 線形代数Ⅰ 線形代数Ⅱ 確率と統計 総合数学

体育Ⅴ

保健

基礎数学AⅠ 基礎数学AⅡ 微分積分学Ⅰ 微分積分学Ⅱ 解析学Ⅰ 解析学Ⅱ

DP2：有機

化学，無機

化学，分析

化学，物理

化学，生物

化学，化学

工学の各分

野からなる

専門知識と

技術を体系

的に理解・

修得すること

により社会や

自然に及ぼ

す影響や効

果を理解し，

その知識を

活用した新

たな物質・材

料や新技術

を創造する

能力を身に

付け，他者と

協働して化

学に関する

問題に取り

組むことが

できる

工学総合系

有機化学系

有機化学Ⅰ

基礎数学C

物理学ⅠA 物理学ⅠB 物理学ⅡA 物理学ⅡB

応用数学Ⅰ 応用数学Ⅱ

化学ⅠA 化学ⅠB 化学ⅡA 化学ⅡB

高分子化学Ⅱ

高分子化学Ⅰ

応用物理Ⅰ 応用物理Ⅱ 応用物理Ⅲ

材料工学

環境科学

生物化学系

生物学 基礎生物化学 生物化学Ⅰ 生物化学Ⅱ 遺伝子工学

有機化学Ⅱ 有機化学Ⅲ

有機化学実験

有機化学Ⅳ 有機化学Ⅴ

分析化学実験

無機化学Ⅱ

無機化学Ⅰ

無機化学実験

無機化学Ⅲ 無機化学Ⅳ

生物有機化学

生物化学実験

分子生物学 応用微生物学

分析化学Ⅰ 分析化学Ⅱ 機器分析Ⅰ 機器分析Ⅱ

工業化学

無機化学・分

析化学系

卒業研究

特別実験 基礎研究

基礎化学工学 化学工学Ⅰ

化学工学実験

反応化学工学

実験・実習系

インターンシップ

物質化学基礎実験 機器分析実験

物理化学・化

学工学系

物理化学Ⅰ 物理化学Ⅱ 物理化学Ⅲ

物理化学実験

化学工学Ⅱ

必修・必履修

DP3：AI・デー

タサイエンス

に関する情報

科学の素養と

ビジネスの視

点を身に付

け，新たな価値

の創造に挑戦

できる

情報・技術者

倫理入門
情報処理Ⅰ 情報処理Ⅱ AI・MOTⅠ AI・MOTⅡ

データサイエンス

Ⅰ

データサイエンス

Ⅱ
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必修・必履修

卒業研究

インターンシップ

創造工学設計Ⅰ 創造工学設計Ⅱ

電子情報工学実験ⅠA 電子情報工学実験ⅠB 電子情報工学実験ⅡA 電子情報工学実験ⅡB 電子情報工学実験ⅢA 電子情報工学実験ⅢB 電子情報工学実験Ⅳ 基礎研究

情報ネットワーク 離散数学

情報理論

コンピュータシステムⅠ コンピュータシステムⅡ コンピュータシステムⅢ オペレーティングシステム ソフトウェア工学

電子情報数学Ⅰ 電子情報数学Ⅱ プログラミングⅢ 通信システム

体育Ⅱ 体育Ⅲ 体育Ⅳ 体育Ⅴ

電気回路Ⅱ 電気回路Ⅲ 制御工学

英会話Ⅰ 英会話Ⅱ 環日本海諸国語Ⅰ 環日本海諸国語Ⅱ

電気回路Ⅰ

総合国語ⅢA 総合国語ⅢB 国語表現 日本語と文化

音楽/美術/書道 現代産業論

思想文化論

地理 歴史Ⅰ 歴史Ⅱ 公共社会論 比較社会文化論

英語演習Ⅰ 英語演習Ⅱ

総合英語Ⅱ 総合英語Ⅲ 総合英語Ⅳ 総合英語Ⅴ

技術英語

化学ⅠA 化学ⅠB 化学ⅡA 化学ⅡB 応用物理Ⅰ 応用物理Ⅱ 応用物理Ⅲ

電子情報工学科

基礎数学AⅠ 基礎数学AⅡ 微分積分学Ⅰ 微分積分学Ⅱ 解析学Ⅰ 解析学Ⅱ 応用数学Ⅰ 応用数学Ⅱ 応用数学Ⅲ 応用数学Ⅳ

工学基礎系

一般教養科目

DP1.　国内外の

実社会で活用で

きる科学的基礎

知識とリベラル

アーツを身に付

けている.

総合国語ⅠＡ1 総合国語ⅠＢ 総合国語ⅡA 総合国語ⅡB

物理学ⅡA 物理学ⅡB 物理学Ⅲ

総合英語Ⅵ

英語表現Ⅰ 英語表現Ⅱ 英語表現Ⅲ

ディジタル信号処理 コンピュータ計測

ディプロマポリシー 1年生 ２年生 ３年生 4年生 5年生

総合英語Ⅰ

基礎数学BⅠ 基礎数学BⅡ 線形代数Ⅰ 線形代数Ⅱ 確率と統計 総合数学 数学特講Ⅰ 数学特講Ⅱ

基礎数学C 基礎科学実験

物理学ⅠA 物理学ⅠB

実験・実習・演

習

ソフトウェア

通信ネットワー

ク・電子情報シ

ステム

ハードウェア

DP2.　ハードウ

エア，ソフトウェ

ア，通信ネット

ワーク・システム

の専門基盤知

識を修得し, 実

験・実習・演習

を通して, その

知識を社会実

装に応用・実践

できる.

データサイエンスⅠ データサイエンスⅡ

DP3. AI・データ

サイエンスに関

する情報科学の

素養とビジネス

の視点を身に付

け新たな価値の

創造に挑戦でき

る.

総合国語ⅠＡ2

体育Ⅰ

保健

電子情報基礎

メディア工学Ⅰ メディア工学Ⅱ

AI・MOTⅠ AI・MOTⅡ

創造工学設計Ⅰ

基礎電気Ⅰ 基礎電気Ⅱ

電子回路Ⅰ 電子回路Ⅱ 電子回路Ⅲ センサ工学 電子システム 電気電子回路

電子情報数学Ⅲ 電気磁気学Ⅰ 電気磁気学Ⅱ 電波工学

プログラミングⅠ プログラミングⅡ アルゴリズムとデータ構造Ⅰ アルゴリズムとデータ構造Ⅱ 数値計算 計算工学
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必修・必履修

国際ビジネス学科

体育Ⅴ

DP2.ビジネ
ス，外国語
と異文化理
解，情報処
理の専門
基盤知識と
能力を総合
的に習得
し，実習や
演習を通し
てその知識
や能力を活
用し，ビジ
ネスの場面
で応用・実
践すること
ができる

経営学・商学系

DP1.国内
外の実社
会で活用で
きる科学的
基礎知識と
リベラル
アーツを身
に付けてい

る

経営学基礎系
一般教養科目

比較社会文化論

現代産業論

地理 歴史Ⅰ 歴史Ⅱ 公共社会論 思想文化論

保健 音楽/美術/書道

体育Ⅰ 体育Ⅱ 体育Ⅲ 体育Ⅳ

総合国語ⅠA1 総合国語ⅠB 総合国語ⅡA 総合国語ⅡB 総合国語ⅢA 日本語と文化

総合国語ⅠA2 総合国語ⅠC 言語学Ⅰ 言語学Ⅱ 教養基礎

英会話ⅠB 英会話ⅡB

環日本海諸国語ⅠA
中国語/韓国語/ロシア語

環日本海諸国語ⅠB
中国語/韓国語/ロシア語

環日本海諸国語ⅢA
中国語/韓国語/ロシア語

環日本海諸国語ⅢB
中国語/韓国語/ロシア語

環日本海諸国語ⅤA

中国語/韓国語/ロシア語

環日本海諸国語ⅤB

中国語/韓国語/ロシア語

環日本海諸国語ⅡA
中国語/韓国語/ロシア語

環日本海諸国語ⅡB
中国語/韓国語/ロシア語

環日本海諸国語ⅣA
中国語/韓国語/ロシア語

環日本海諸国語ⅣB
中国語/韓国語/ロシア語

英語表現Ⅰ 英語表現Ⅱ

英会話ⅠA 英会話ⅡA 英会話Ⅲ 英会話Ⅳ 英会話Ⅴ

総合国語ⅢB 国語表現

理科ⅠB 理科ⅡA 理科ⅡB

総合英語Ⅰ 総合英語Ⅱ 総合英語Ⅲ 総合英語Ⅳ 総合英語Ⅴ 総合英語Ⅵ

英　　　語　　　圏　　　異　　　文　　　化　　　実　　　習

環　日　本　海　諸　国　異　文　化　実　習

AI・MOTⅠ AI・MOTⅡ

環日本海社会経済史Ⅳ 国際関係概論

環日本海諸国語演習Ⅰ 環日本海諸国語演習Ⅱ 環日本海諸国語表現Ⅰ 環日本海諸国語表現Ⅱ ビジネス環日本海諸国語

環日本海諸国語演習Ⅲ

卒     業     研     究

ビジネス英語演習Ⅱビジネス英語演習Ⅰ

異文化コミュニケーション論

環日本海社会経済史Ⅱ 環日本海社会経済史Ⅲ

雇用関係法Ⅰ

国際ビジネス論

会計学概論Ⅰ 会計学概論Ⅱ 管理会計論Ⅰ 原価企画論Ⅰ

データベース論

マーケティング戦略論

国際物流論

情報基礎Ⅲ 情報基礎Ⅳ

管理会計論Ⅱ 原価企画論Ⅱ

金融論

法学概論Ⅰ 法学概論Ⅱ 民法Ⅰ 雇用関係法Ⅱ民法Ⅱ

ディプロマポリシー １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生

経営情報Ⅱ

物流管理論物流概論Ⅱ

経営管理論Ⅰ 経営管理論Ⅱ 経営組織論Ⅰ 経営組織論Ⅱ 経営戦略論Ⅰ 経営戦略論Ⅱ

情報基礎Ⅰ 情報基礎Ⅱ

数学ⅠA 数学ⅠB 数学ⅡA 数学ⅡB 数学ⅢA 数学ⅢB

理科ⅠA

データサイエンスⅠ データサイエンスⅡ

DP3.AI・データサイエン

スに関する情報科学の

素養とビジネスの視点を

身に付け，新たな価値

の創造に挑戦できる

商学概論Ⅰ 商学概論Ⅱ マーケティング論 流通論

経営学
関連科目

外国語系

環日本海諸国語表現Ⅲ

英語演習Ⅰ 英語演習Ⅱ
ビジネス

英語

経済学概論Ⅰ 経済学概論Ⅱ

経営情報Ⅰ

物流概論Ⅰ

時事英語

講読

インターンシップ
演習・実習

ビジネスゼミナールⅠ ビジネスゼミナールⅡ

環日本海社会経済史Ⅰ
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必修・必履修

環日本海諸国語Ⅱ

総合国語ⅠA1 総合国語ⅠB 総合国語ⅡA 総合国語ⅡB 総合国語ⅢA 総合国語ⅢB

体育Ⅴ

国語表現

総合国語ⅠA2

地理 歴史Ⅰ 歴史Ⅱ 公共社会論

体育Ⅰ 体育Ⅱ 体育Ⅲ 体育Ⅳ

電気・電子工学A 電気・電子工学B 電気・電子工学C 電気・電子工学D 計測制御工学

航海概論A 航海概論B

航海測位論B 航海測位論C

総合英語Ⅲ 総合英語Ⅳ

環日本海諸国語Ⅰ

英語表現Ⅱ 英語表現Ⅲ 英語演習Ⅰ

ディプロマポリシー

解析学Ⅰ 解析学Ⅱ

基礎数学BⅠ 基礎数学BⅡ 線形代数Ⅰ

総合英語Ⅴ 総合英語Ⅵ

英語表現Ⅰ 英語演習Ⅱ

1年生 ２年生 ３年生 4年生 5年生 実習生

基礎科学実験

化学ⅠA 化学ⅠB 化学ⅡA 化学ⅡB

物理学Ⅲ物理学ⅡA 物理学ⅡB物理学ⅠB

総合英語Ⅰ

線形代数Ⅱ 総合数学

基礎数学AⅠ 基礎数学AⅡ 微分積分学Ⅰ 微分積分学Ⅱ

保健

DP2．専門基盤知識を修

得し，実験・実習および

演習・実技を通してその

知識を国際海上輸送分

野で応用・実践できること

とし，航海コースでは航海

学の素養を身に付け，社

会基盤の担い手としての

視点を持ち，新たな価値

創造に挑戦できる。機関

コースでは機関学の素養

を身に付け，ライフライン

の担い手としての視点を

持ち，新たな価値創造に

挑戦できる。

地文航法

天文航法

航海計器

電波航法

載貨

操船論

海洋気象

DP1．国内外の実社会で

活用できる科学的基礎知

識とリベラルアーツを身に

付けている。

工学基礎系

一般教養科目

総合的な学習経験と

創造的思考力
キャリアデザイン

実験実習

海洋基礎実習

音楽/美術/書道

英会話Ⅰ 英会話Ⅱ

物理学ⅠA

校内練習船実習
校内練習船実習A 校内練習船実習B

総合英語Ⅱ

船舶基礎力学B船舶基礎力学A機関概論B
乗

船

実

習

!
6

ヶ

月

#

乗

船

実

習

!
5

ヶ

月

#

船舶安全学A 船舶安全学B 海事法A 海事法B

流体力学

校内練習船実習C 校内練習船実習D

インターンシップ

航海英語A 航海英語B

航海測位論A

DP3．AI・データサイエン

スに関する情報科学の素

養とビジネスの視点を身

に付け，新たな価値の創

造に挑戦できる。

情報処理

データサイエンスⅠ データサイエンスⅡ AI・MOTⅠ

航海情報システム演習

航海学ゼミナールA 航海学ゼミナールB

船舶工学
乗

船

実

習

!
1

ヶ

月

#

航法機器A 航法機器B

卒業研究

機関概論A

商船学科航海コース

実験実習A 実験実習B 実験実習C

日本語と文化 比較社会文化論/現代産業論/思想文化論

確率統計

航海法規

海事法規
海上交通法 海上運送論 海事政策論

船舶海洋工学

海洋気象学 海洋科学

海事応用数学

運用概論A 運用概論B 船体運動学

船体管理論A 船体管理論B
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必修・必履修

商船学科機関コース

1年生 ２年生 ３年生 4年生 5年生 実習生
ディプロマポリシー

物理学Ⅲ

解析学Ⅰ 解析学Ⅱ

基礎数学BⅠ 基礎数学BⅡ 線形代数Ⅰ 線形代数Ⅱ

確率統計

総合数学

基礎数学AⅠ 基礎数学AⅡ 微分積分学Ⅰ 微分積分学Ⅱ

基礎科学実験

物理学ⅠA 物理学ⅠB 物理学ⅡA 物理学ⅡB

総合英語Ⅴ 総合英語Ⅵ

英語表現Ⅰ 英語表現Ⅱ 英語表現Ⅲ 英語演習Ⅰ 英語演習Ⅱ

総合英語Ⅰ 総合英語Ⅱ 総合英語Ⅲ 総合英語Ⅳ

化学ⅠA 化学ⅠB 化学ⅡA 化学ⅡB

英会話Ⅰ 英会話Ⅱ 環日本海諸国語Ⅰ 環日本海諸国語Ⅱ

総合国語ⅠA1 総合国語ⅠB 総合国語ⅡA 総合国語ⅡB 総合国語ⅢA 総合国語ⅢB

音楽/美術/書道

体育Ⅰ 体育Ⅱ 体育Ⅲ 体育Ⅳ 体育Ⅴ

国語表現

総合国語ⅠA2

地理 歴史Ⅰ 歴史Ⅱ 公共社会論

日本語と文化 比較社会文化論/現代産業論/思想文化論

内燃機関工学B 内燃機関学

蒸気工学 蒸気・ガスタービン

保健

DP2．専門基盤知識を修

得し，実験・実習および

演習・実技を通してその

知識を国際海上輸送分

野で応用・実践できること

とし，航海コースでは航海

学の素養を身に付け，社

会基盤の担い手としての

視点を持ち，新たな価値

創造に挑戦できる。機関

コースでは機関学の素養

を身に付け，ライフライン

の担い手としての視点を

持ち，新たな価値創造に

挑戦できる。

内燃機関学

蒸気工学

機関概論A 機関概論B 内燃機関工学A

航海概論B

実験実習A

総合的な学習経験と

創造的思考力

DP1．国内外の実社会で

活用できる科学的基礎知

識とリベラルアーツを身に

付けている。

工学基礎系

一般教養科目

舶用補助機械工学

電気•電子工学A 電気•電子工学B 電気•電子工学C 電気•電子工学D 電機システム 計測制御工学

船舶基礎力学A 船舶基礎力学B 材料力学A 材料力学B 材料学

乗

船

実

習

!
6

ヶ

月

#

工業熱力学A 工業熱力学B 流体力学

乗

船

実

習

!
5

ヶ

月

#

船舶海洋工学

海事応用数学

機関学ゼミナール 卒業研究

航海概論A 海事法 A 海事法 B

船舶安全学A 船舶安全学B 商船運航実務

機関英語A 機関英語B

乗

船

実

習

!
1

ヶ

月

#

キャリアデザイン

流体力学

伝熱工学

電気電子工学

制御工学

材料力学

船舶基礎工学

DP3．AI・データサイエン

スに関する情報科学の素

養とビジネスの視点を身

に付け，新たな価値の創

造に挑戦できる。

情報処理
データサイエンスⅠ データサイエンスⅡ AI・MOTⅠ

実験実習B 実験実習C

校内練習船実習

海洋基礎実習

校内練習船実習A 校内練習船実習B 校内練習船実習C 校内練習船実習D

インターンシップ

設計製図

実験実習

機械加工実習 設計製図A 設計製図B
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令和 4年度第 1回数理・データサイエンス・AI教育専門部会（議事録） 

 

日 時：2022年 4月 19日（火）15:00〜15:30 

 

場 所：本郷キャンパス 大会議室 

    射水キャンパス 第１会議室（TV会議 Teams） 

 

参加者：小熊（部会長）、佐瀬、井上、石田、米内 

欠 席：塚田 

陪 席：今村、本江、小杉 

 

議 事 

１．令和 3年度の自己点検について 

 資料１に基づき部会長から説明がなされ、教育プログラムの反省点、令和 4年度の取

り組みについて確認し、原案通り了承した。 

 

２．リテラシーレベルプラスの申請について 

 資料２に基づき部会長から説明がなされ、申請方針について確認がなされた。 

 

３．応用基礎レベルについて 

 資料３に基づき部会長から説明がなされた。応用基礎レベルの教育プログラム設置に

伴う富山高等専門学校数理・データサイエンス・AI 教育プログラムに関する規則変更

について確認がなされた。認定制度については、電子情報工学科、電気制御システム工

学科で令和４年度申請の方針が確認された。申請要件について確認がなされ、今後他学

科申請のため、カリキュラムの不足分の確認等、検討を進めることとした。 
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令和 3年度数理・データサイエンス・AI教育プログラム内部評価（議事録） 

 

日 時：2022年 4月 21日（木）16:20〜16:50 

 

場 所：射水キャンパス 校長室 

 

参加者：國枝校長（自己点検評価委員長） 

    小熊（数理・データサイエンス・AI教育専門部会部会長）、米内 

 

議 事 

１．数理・データサイエンス・AI教育専門部会による令和 3年度数理・データサイエン

ス・AI 教育プログラムの評価について、本校自己点検評価委員長國枝校長先生による

レビューを実施した。 

 

自己点検評価委員長からのレビューコメント 

 引き続き、COMPASS 5.0 および GEAR 5.0 と連携しながら、 富山高等専門学校 数

理・データサイエンス・AI教育プログラムの改善・進化を進めること。 

令和 6年実施の AI/MOTの準備を着々と進めること。 

48



卒業認定に必要な能力（全学科共通）
「AI・データサイエンスに関する情報科学の素養とビジネスの視点を身に付け、新たな価値の創造に挑戦できる」

富山高等専門学校 数理・データサイエンス・AI教育プログラム
[目標] Society5.0で「たくましく生きる」人材の育成
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富山高等専⾨学校 数理・データサイエンス・AI教育プログラム
リテラシーレベル

教育プログラムの学修成果
1. デジタル社会の「読み・書き・そろばん」である数理・データサイエンス・AIの基礎的素養を⾝につけ、自らの専⾨分野に
応用できること。

2. 社会情勢や社会での実例を学び、人間中心の適切な判断ができ、学修した知識やスキル等を説明、活用できること。

◆修了要件：教育プログラム該当科目を全て習得すること。
分
類 授業内容 機械システム工学科 電気制御システム工学科 物質化学工学科 電子情報工学科 国際ビジネス学科 商船学科

導
入

(1) 数理・データ・AIと
社会変化との関わり データサイエンスⅠ、データサイエンスⅡ

(2) 課題解決ツールとし
ての数理・データ・AI データサイエンスⅠ、データサイエンスⅡ

(3) 数理・データ・AIの
活用による価値創造 データサイエンスⅠ、データサイエンスⅡ

心
得 (4) データ活用留意事項 データサイエンスⅠ、データサイエンスⅡ

基
礎

(5) 実データを用いた数
理・データ・AI活用法 データサイエンスⅡ

令和3年度以降入学生

分
類 授業内容 機械システム工学科 電気制御システム工学科 物質化学工学科 電子情報工学科 国際ビジネス学科 商船学科

導
入

(1) 数理・データ・AIと
社会変化との関わり 技術者倫理入⾨ 情報基礎

ものづくり基礎工学実験 技術者倫理入⾨ 技術者倫理入⾨ 情報基礎Ⅱ
商学概論Ⅰ 情報処理Ⅰ

(2) 課題解決ツールとし
ての数理・データ・AI 技術者倫理入⾨ ものづくり基礎工学実験 技術者倫理入⾨ 技術者倫理入⾨ 情報基礎Ⅱ

商学概論Ⅰ 情報処理Ⅰ

(3) 数理・データ・AIの
活用による価値創造 技術者倫理入⾨ 技術者倫理入⾨ 技術者倫理入⾨ 技術者倫理入⾨ 情報基礎Ⅱ

商学概論Ⅰ 情報処理Ⅰ

心
得 (4) データ活用留意事項 情報基礎 情報基礎 情報基礎 技術者倫理入⾨

情報基礎
情報基礎Ⅱ
情報基礎Ⅳ 情報処理Ⅰ

基
礎

(5) 実データを用いた数
理・データ・AI活用法

情報処理Ⅰ
確率と統計

ものづくり基礎工学実験
確率と統計

情報処理Ⅰ
確率と統計

電子情報工学実験Ⅰ
確率と統計

情報基礎演習Ⅰ
情報基礎演習Ⅱ

情報処理Ⅱ
確率と統計

平成29年度〜令和2年度入学生
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富山高等専⾨学校 数理・データサイエンス・AI教育プログラム

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
・
点
検
体
制

改
善
・
進
化
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