
実務経験のある教員等による授業科目の一覧表 富山高等専門学校

学科・専攻名 開講年次 共通・学科 専門・一般 page 科目名 単位数 実務経験のある教員名 授業概要
1 機械システム工学科 本4年 学科 専門 1 機械計測工学 1 吉川　文恵 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=12&subject_code=0107&year=2019&lang=ja

2 機械システム工学科 本4年 学科 専門 2 システム設計 1 高橋　勝彦 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=12&subject_code=0109&year=2019&lang=ja

3 機械システム工学科 本4年 学科 専門 4 鉄鋼材料 1 井上　誠 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=12&subject_code=0112&year=2019&lang=ja

4 機械システム工学科 本4年 学科 専門 6 材料分析工学 1 高橋　勝彦 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=12&subject_code=0113&year=2019&lang=ja

5 機械システム工学科 本4年 学科 専門 8 非鉄金属材料 1 井上　誠 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=12&subject_code=0115&year=2019&lang=ja

6 機械システム工学科 本4年 学科 専門 10 材料プロセス 1 高橋　勝彦 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=12&subject_code=0120&year=2019&lang=ja

7 機械システム工学科 本5年 学科 専門 12 安全工学 1 井上　誠 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=12&subject_code=0125&year=2018&lang=ja

8 機械システム工学科 本5年 学科 専門 13 システム工学実験Ⅲ 1 井上　誠 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=12&subject_code=0126&year=2018&lang=ja

9 機械システム工学科 本5年 学科 専門 15 環境強度Ⅰ 1 井上　誠 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=12&subject_code=0131&year=2018&lang=ja

10 機械システム工学科 本5年 学科 専門 17 生産・品質管理 1 高橋　勝彦 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=12&subject_code=0133&year=2018&lang=ja

11 機械システム工学科 本5年 学科 専門 19 流体機械 1 吉川　文恵 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=12&subject_code=0139&year=2018&lang=ja

12 機械システム工学科 本5年 学科 専門 21 製造と加工Ⅲ 1 井上　誠 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=12&subject_code=0143&year=2018&lang=ja

1 電気制御システム工学科 本4年 学科 専門 23 工業英語Ⅰ 1 西島　健一 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=13&subject_code=0100&year=2019&lang=ja

2 電気制御システム工学科 本4年 学科 専門 25 制御工学Ⅰ 1 （非）櫻井　豊 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=13&subject_code=0110&year=2019&lang=ja

3 電気制御システム工学科 本4年 学科 専門 27 機械工作法 1 井澤　正樹 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=13&subject_code=0114&year=2019&lang=ja

4 電気制御システム工学科 本4年 学科 専門 29 メカトロ創造設計B 1 浦風　和裕 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=13&subject_code=0119&year=2019&lang=ja

5 電気制御システム工学科 本5年 学科 専門 31 応用数学Ⅳ 1 西島　健一 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=13&subject_code=0124&year=2018&lang=ja

6 電気制御システム工学科 本5年 学科 専門 33 パワーエレクトロニクス 1 西島　健一 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=13&subject_code=0128&year=2018&lang=ja

7 電気制御システム工学科 本5年 学科 専門 35 計測工学Ⅱ 1 吉田　晃基 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=13&subject_code=0132&year=2018&lang=ja

8 電気制御システム工学科 本5年 学科 専門 37 制御工学Ⅲ 1 浦風　和裕 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=13&subject_code=0133&year=2018&lang=ja

9 電気制御システム工学科 本5年 学科 専門 39 機械力学Ⅰ 2 浦風　和裕 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=13&subject_code=0138&year=2018&lang=ja

10 電気制御システム工学科 本5年 学科 専門 40 機械力学Ⅱ 2 浦風　和裕 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=13&subject_code=0139&year=2018&lang=ja

11 電気制御システム工学科 本5年 学科 専門 41 ＣＡＤ／ＣＡＭ工学 2 井澤　正樹 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=13&subject_code=0142&year=2018&lang=ja

1 物質化学工学科 本4年 学科 専門 42 化学工学実験 2 中島　栄次 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=14&subject_code=0096&year=2019&lang=ja

2 物質化学工学科 本4年 学科 専門 44 応用物理Ⅰ 1 高廣　政彦 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=14&subject_code=0101&year=2019&lang=ja

3 物質化学工学科 本4年 学科 専門 46 化学工学Ⅰ 1 中島　栄次 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=14&subject_code=0106&year=2019&lang=ja

4 物質化学工学科 本5年 学科 専門 48 反応工学 1 中島　栄次 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=14&subject_code=0121&year=2018&lang=ja

5 物質化学工学科 本5年 学科 専門 49 先端化学Ⅱ 2 高廣　政彦 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=14&subject_code=0123&year=2018&lang=ja

6 物質化学工学科 本5年 学科 専門 51 無機工業化学 2 津森　展子 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=14&subject_code=0128&year=2018&lang=ja

7 物質化学工学科 本5年 学科 専門 53 ＣＡＤ 1 中島　栄次 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=14&subject_code=0136&year=2018&lang=ja

1 電子情報工学科 本4年 学科 専門 54 インターンシップ 2 阿蘇　司 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=15&subject_id=0072&year=2019&lang=ja

2 電子情報工学科 本4年 学科 専門 55 創造工学設計Ⅱ 2 小熊　博 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=15&subject_id=0074&year=2019&lang=ja

3 電子情報工学科 本4年 学科 専門 57 電子情報工学実験Ⅲ 3 小熊　博 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=15&subject_id=0075&year=2019&lang=ja

4 電子情報工学科 本4年 学科 専門 59 電気磁気学Ⅰ 1 椎名　徹 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=15&subject_id=0076&year=2019&lang=ja

5 電子情報工学科 本4年 学科 専門 61 電気磁気学Ⅱ 1 椎名　徹 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=15&subject_id=0077&year=2019&lang=ja

6 電子情報工学科 本4年 学科 専門 63 電気回路Ⅲ 1 塚田　章 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=15&subject_id=0078&year=2019&lang=ja

7 電子情報工学科 本4年 学科 専門 65 制御工学Ⅰ 1 小熊　博 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=15&subject_id=0084&year=2019&lang=ja
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8 電子情報工学科 本4年 学科 専門 67 制御工学Ⅱ 1 小熊　博 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=15&subject_id=0085&year=2019&lang=ja

9 電子情報工学科 本5年 学科 専門 69 ディジタル信号処理Ⅱ 1 小熊　博 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=15&subject_id=0120&year=2018&lang=ja

10 電子情報工学科 本5年 学科 専門 71 電波工学 1 椎名　徹 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=15&subject_id=0123&year=2018&lang=ja

11 電子情報工学科 本5年 学科 専門 73 ディジタル信号処理Ⅰ 1 小熊　博 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=15&subject_id=0127&year=2018&lang=ja

12 電子情報工学科 本5年 学科 専門 75 メディア工学Ⅰ 1 椎名　徹 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=15&subject_id=0140&year=2018&lang=ja

13 電子情報工学科 本5年 学科 専門 77 メディア工学Ⅱ 1 椎名　徹 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=15&subject_id=0141&year=2018&lang=ja

1 国際ビジネス学科 本4年 学科 専門 79 インターンシップ 2 松原　義弘 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=16&subject_id=0097&year=2019&lang=ja

2 国際ビジネス学科 本4年 学科 専門 80 経営戦略論Ⅰ 1 宮重　徹也 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=16&subject_id=0112&year=2019&lang=ja

3 国際ビジネス学科 本4年 学科 専門 82 経営戦略論Ⅱ 1 宮重　徹也 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=16&subject_id=0113&year=2019&lang=ja

4 国際ビジネス学科 本4年 学科 専門 84  環日本海諸国語表現Ⅲ(中国語) 2 （非）陶　佳 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=16&subject_id=0120&year=2019&lang=ja

5 国際ビジネス学科 本4年 学科 専門 86  環日本海諸国語表現Ⅲ(韓国語) 2 （非）天坂　仁美 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=16&subject_id=0121&year=2019&lang=ja

6 国際ビジネス学科 本4年 学科 専門 88 マーケティング論Ⅰ 1 長谷川　博,田嶋　雄太 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=16&subject_id=0128&year=2019&lang=ja

7 国際ビジネス学科 本4年 学科 専門 90 マーケティング論Ⅱ 1 田嶋　雄太 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=16&subject_id=0129&year=2019&lang=ja

8 国際ビジネス学科 本4年 学科 専門 92  環日本海諸国語演習Ⅲ(中国語) 2 （非）陶　佳 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=16&subject_id=0133&year=2019&lang=ja

9 国際ビジネス学科 本4年 学科 専門 94  環日本海諸国語演習Ⅲ(韓国語) 2 （非）天坂　仁美 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=16&subject_id=0134&year=2019&lang=ja

10 国際ビジネス学科 本4年 学科 専門 96  環日本海諸国語演習Ⅲ(ロシア語) 2 （非）ネースコロデワ・エレーナ https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=16&subject_id=0135&year=2019&lang=ja

11 国際ビジネス学科 本4年 学科 専門 97  環日本海諸国語表現Ⅰ(韓国語) 1 （非）天坂　仁美 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=16&subject_id=0137&year=2019&lang=ja

12 国際ビジネス学科 本4年 学科 専門 99  環日本海諸国語表現Ⅱ(韓国語) 1 （非）天坂　仁美 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=16&subject_id=0143&year=2019&lang=ja

13 国際ビジネス学科 本5年 学科 専門 101  ビジネス環日本海諸国語(韓国語） 2 （非）天坂　仁美 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=16&subject_id=0151&year=2018&lang=ja

14 国際ビジネス学科 本5年 学科 専門 103  時事環日本海諸国語(韓国語） 2 （非）天坂　仁美 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=16&subject_id=0154&year=2018&lang=ja

15 国際ビジネス学科 本5年 学科 専門 105 経営管理論Ⅰ 1 宮重　徹也 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=16&subject_id=0156&year=2018&lang=ja

16 国際ビジネス学科 本5年 学科 専門 106 経営管理論Ⅱ 1 宮重　徹也 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=16&subject_id=0157&year=2018&lang=ja

17 国際ビジネス学科 本5年 学科 専門 107 マーケティング戦略論Ⅰ 1 松原　義弘 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=16&subject_id=0170&year=2018&lang=ja

1 商船学科（学科共通） 本4年 学科 専門 109 インターンシップ 2 笹谷　敬二 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0100&year=2019&lang=ja

2 商船学科（学科共通） 本4年 学科 専門 110 海事法Ⅰ 1 笹谷　敬二 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0115&year=2019&lang=ja

3 商船学科（学科共通） 本5年 学科 専門 112 計測･自動制御工学Ⅰ 1 清野　義敬 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0132&year=2018&lang=ja

4 商船学科（学科共通） 本5年 学科 専門 114 航海特論 1 中谷　俊彦 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0134&year=2018&lang=ja

5 商船学科（学科共通） 本5年 学科 専門 116 電気電子工学特論 1 保前　友高 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0135&year=2018&lang=ja

6 商船学科（学科共通） 本5年 学科 専門 118 生産システム工学 1 山本　桂一郎 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0175&year=2018&lang=ja

7 商船学科（学科共通） 本5年 学科 専門 120 海洋科学概論 1 福留　研一 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0176&year=2018&lang=ja

8 商船学科（航海コース） 本4年 学科 専門 122 航海計測論Ⅱ 1 中谷 俊彦 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0104&year=2019&lang=ja

9 商船学科（航海コース） 本4年 学科 専門 124 商船学演習 1 金山 恵美、森井 直人 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0105&year=2019&lang=ja

10 商船学科（航海コース） 本4年 学科 専門 125 海洋気象論Ⅰ 1 福留　研一 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0122&year=2019&lang=ja

11 商船学科（航海コース） 本5年 学科 専門 127 航海英語Ⅱ 1 布目　明弘 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0147&year=2018&lang=ja

12 商船学科（航海コース） 本5年 学科 専門 129 国際物流論 1 笹谷　敬二 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0148&year=2018&lang=ja

13 商船学科（航海コース） 本5年 学科 専門 130 海洋気象論Ⅱ 1 福留　研一 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0179&year=2018&lang=ja

14 商船学科（航海コース） 本5年 学科 専門 132 船舶機関実務 1 山谷　尚弘 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0183&year=2018&lang=ja

15 商船学科（航海コース） 本5年 学科 専門 134 校内練習船実習Ⅳ 1 山谷　尚弘 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0184&year=2018&lang=ja

16 商船学科（機関コース） 本4年 学科 専門 136 機関学ゼミ 1 山本 桂一郎、松村　茂実、山谷 尚弘、池野 一成 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0102&year=2019&lang=ja

17 商船学科（機関コース） 本4年 学科 専門 138 パワーエレクトロニクスⅠ 1 山本　桂一郎 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0106&year=2019&lang=ja



学科・専攻名 開講年次 共通・学科 専門・一般 page 科目名 単位数 実務経験のある教員名 授業概要
18 商船学科（機関コース） 本4年 学科 専門 140 蒸気原動機工学Ⅰ 1 山谷　尚弘 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0119&year=2019&lang=ja

19 商船学科（機関コース） 本4年 学科 専門 142 補助機械工学Ⅰ 1 小林　大 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0120&year=2019&lang=ja

20 商船学科（機関コース） 本4年 学科 専門 143 実験実習Ⅱ 3 山本 桂一郎、松村　茂実、山谷 尚弘、池野 一成 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0124&year=2019&lang=ja

21 商船学科（機関コース） 本5年 学科 専門 145 パワーエレクトロニクスⅡ 1 山本　桂一郎 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0137&year=2018&lang=ja

22 商船学科（機関コース） 本5年 学科 専門 147 機関英語Ⅱ 1 松村　茂実 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0150&year=2018&lang=ja

23 商船学科（機関コース） 本5年 学科 専門 149 蒸気原動機工学Ⅱ 1 松村　茂実 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0171&year=2018&lang=ja

24 商船学科（機関コース） 本5年 学科 専門 151 補助機械工学Ⅱ 1 小林　大 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0172&year=2018&lang=ja

25 商船学科（機関コース） 本5年 学科 専門 152 蒸気原動機工学Ⅲ 1 松村　茂実 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=17&subject_id=0173&year=2018&lang=ja

1 エコデザイン工学専攻 専1年 学科 専門 154 工学倫理 2 西島　健一 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=21&subject_code=0013&year=2017&lang=ja

2 エコデザイン工学専攻 専1年 学科 専門 156 地域産業学 2 百生　登、田尻　智紀、多田　和広、高松　さおり https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=21&subject_code=0022&year=2017&lang=ja

3 エコデザイン工学専攻 専1年 学科 専門 157 材料工学特論 2 井上　誠 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=21&subject_code=0025&year=2017&lang=ja

4 エコデザイン工学専攻 専1年 学科 専門 159 応用システム特論 2 井上　誠、吉川　文恵 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=21&subject_code=0032&year=2017&lang=ja

5 エコデザイン工学専攻 専1年 学科 専門 161 電気回路特論 2 西島　健一 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=21&subject_code=0035&year=2017&lang=ja

6 エコデザイン工学専攻 専1年 学科 専門 163 インターンシップA 2 百生　登 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=21&subject_id=0036&year=2017&lang=ja

7 エコデザイン工学専攻 専1年 学科 専門 164 エネルギー論 2 長谷川　文護 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=21&subject_code=0038&year=2017&lang=ja

8 エコデザイン工学専攻 専1年 学科 専門 166 電磁波工学 2 西島　健一 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=21&subject_code=0039&year=2017&lang=ja

9 エコデザイン工学専攻 専1年 学科 専門 168 パワーエレクトロニクス特論 2 西島　健一 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=21&subject_code=0040&year=2017&lang=ja

10 エコデザイン工学専攻 専1年 学科 専門 170 複合材料工学 2 高廣　政彦 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=21&subject_code=0046&year=2017&lang=ja

11 エコデザイン工学専攻 専1年 学科 専門 172 機能性高分子材料 2 森　康貴 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=21&subject_code=0047&year=2017&lang=ja

12 エコデザイン工学専攻 専2年 学科 専門 174 技術と環境 2 高廣　政彦、高松　さおり、袋布　昌幹 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=21&subject_code=0014&year=2016&lang=ja

13 エコデザイン工学専攻 専2年 学科 専門 176 生産加工学 2 高橋　勝彦、井上　誠 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=21&subject_code=0033&year=2016&lang=ja

1 制御情報システム工学専攻 専1年 共通 専門 178 衝撃工学 2 保前　友高 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=22&subject_id=0001&year=2017&lang=ja

2 制御情報システム工学専攻 専1年 学科 専門 180 通信工学特論 2 小熊　博 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=22&subject_id=0004&year=2017&lang=ja

3 制御情報システム工学専攻 専1年 共通 専門 182 経営戦略特論 2 宮重　徹也 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=22&subject_id=0011&year=2017&lang=ja

4 制御情報システム工学専攻 専1年 共通 専門 184 地域産業学 2 専攻科教員 ,ソリューションセンター教員 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=22&subject_id=0012&year=2017&lang=ja

5 制御情報システム工学専攻 専1年 共通 専門 185 インターンシップＡ 2 由井　四海、長谷川　博 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=22&subject_id=0026&year=2017&lang=ja

6 制御情報システム工学専攻 専2年 共通 一般 186 産業特論 2 長谷川　博 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=22&subject_id=0039&year=2016&lang=ja

7 制御情報システム工学専攻 専2年 共通 専門 188 技術者倫理・企業倫理 2 横田　数弘、塚田　章、松原　義弘 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=22&subject_id=0027&year=2016&lang=ja

8 制御情報システム工学専攻 専2年 共通 専門 190 生産開発システム 2 山本　桂一郎 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=22&subject_id=0029&year=2016&lang=ja

9 制御情報システム工学専攻 専2年 共通 専門 192 地球科学概論 2 福留　研一 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=22&subject_id=0030&year=2016&lang=ja

10 制御情報システム工学専攻 専2年 学科 専門 194 電磁波工学特論 2 椎名　徹 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=22&subject_id=0033&year=2016&lang=ja

11 制御情報システム工学専攻 専2年 学科 専門 196 生体情報工学 2 塚田　章 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=22&subject_id=0042&year=2016&lang=ja

1 国際ビジネス学専攻 専1年 学科 一般 198 英語特論Ⅰ 2 モアナヌ　ビル https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=23&subject_id=0009&year=2017&lang=ja

2 国際ビジネス学専攻 専1年 共通 専門 200 衝撃工学 2 保前　友高 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=23&subject_id=0006&year=2017&lang=ja

3 国際ビジネス学専攻 専1年 学科 専門 202 経営管理特論 2 宮重　徹也 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=23&subject_id=0014&year=2017&lang=ja

4 国際ビジネス学専攻 専1年 共通 専門 204 地域産業学 2 秋口 俊輔、萩原 信吾、山田 圭祐、山本 桂一郎、専攻科教員、ソリューションセンター教員 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=23&subject_id=0015&year=2017&lang=ja

5 国際ビジネス学専攻 専1年 学科 専門 206 経営システム分析論 2 村山　雅子 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=23&subject_id=0024&year=2017&lang=ja

6 国際ビジネス学専攻 専1年 共通 専門 207 経営戦略特論 2 宮重　徹也 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=23&subject_id=0025&year=2017&lang=ja

7 国際ビジネス学専攻 専1年 共通 専門 209 インターンシップＡ 2 由井　四海、長谷川　博 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=23&subject_id=0033&year=2017&lang=ja

8 国際ビジネス学専攻 専2年 共通 一般 210 産業特論 2 長谷川　博 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=23&subject_id=0041&year=2016&lang=ja



学科・専攻名 開講年次 共通・学科 専門・一般 page 科目名 単位数 実務経験のある教員名 授業概要
9 国際ビジネス学専攻 専2年 共通 専門 212 生産開発システム 2 山本　桂一郎 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=23&subject_id=0030&year=2016&lang=ja

10 国際ビジネス学専攻 専2年 共通 専門 214 地球科学概論 2 福留　研一 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=23&subject_id=0031&year=2016&lang=ja

11 国際ビジネス学専攻 専2年 共通 専門 216 技術者倫理・企業倫理 2 横田　数弘、塚田　章、松原　義弘 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=23&subject_id=0043&year=2016&lang=ja

1 海事システム工学専攻 専1年 共通 専門 218 生産開発システム 2 山本　桂一郎 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=24&subject_id=0001&year=2017&lang=ja

2 海事システム工学専攻 専1年 共通 専門 220 地球科学概論 2 福留　研一 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=24&subject_id=0002&year=2017&lang=ja

3 海事システム工学専攻 専1年 共通 専門 222 衝撃工学 2 保前　友高 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=24&subject_id=0003&year=2017&lang=ja

4 海事システム工学専攻 専1年 学科 専門 224 舶用制御システム 2 中谷　俊彦 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=24&subject_id=0006&year=2017&lang=ja

5 海事システム工学専攻 専1年 共通 専門 226 技術者倫理・企業倫理 2 横田　数弘、塚田　章、松原　義弘 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=24&subject_id=0010&year=2017&lang=ja

6 海事システム工学専攻 専1年 共通 専門 228 地域産業学 2 専攻科教員 ,ソリューションセンター教員 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=24&subject_id=0014&year=2017&lang=ja

7 海事システム工学専攻 専1年 共通 専門 229 インターンシップＡ 2 由井　四海、長谷川　博 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=24&subject_id=0027&year=2017&lang=ja

8 海事システム工学専攻 専1年 学科 専門 230 タービン特論 2 松村　茂実 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=24&subject_id=0028&year=2017&lang=ja

9 海事システム工学専攻 専2年 共通 一般 232 産業特論 2 長谷川　博 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=24&subject_id=0038&year=2016&lang=ja

10 海事システム工学専攻 専2年 学科 専門 234 海上労働法 2 笹谷　敬二 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=24&subject_id=0036&year=2016&lang=ja

11 海事システム工学専攻 専2年 共通 専門 235 経営戦略特論 2 宮重　徹也 https://syllabus.kosen-k.go.jp/Pages/PublicSyllabus?school_id=17&department_id=24&subject_id=0041&year=2016&lang=ja

単位数集計 単位数集計
学科名 単位数 専攻名 単位数
機械システム工学科 12 エコデザイン工学専攻 26
電気制御システム工学科 14 制御情報システム工学専攻 22
物質化学工学科 10 国際ビジネス学専攻 22
電子情報工学科 17 海事システム工学専攻 22
国際ビジネス学科 25
商船学科(航海コース) 16
商船学科(機関コース) 20


