
シラバス
□

4 月 ～ 7 月 〇 △

1単位（34時間）

演習 実習

学科 学年 3 単位数(時間数）

実技 〇は主、△は併用

学科名 情報マルチメディア

教育活動(教材、指導上の注意点）

教科書
及び参考書

授業の概要とねらい

就職試験の準備を行うと共に、社会人としての一般常識を身に付ける。

到達目標

・SPIの解き方を理解する。
・就職試験の準備が一人でできる。

授業計画

授業項目・内容
時間数
(コマ)

実施時期 授業形態 講義

作成日 　　　2020.0４.27
科目名 就職対策 担当教員名 佐藤　剛志 実務経験

履歴書の書き方 6

マイナビ、リクナビの登録と求人検索の仕方につい
て説明を行う。

履歴書の書き方指導を行う。

過去の求人票を使用して、求人票の項目について1
つずつ説明を行う。

求人票の見方 6

求人検索の仕方 6

就職試験対策として、SPIの練習と解説を行う。6SPI練習

面接対策 6
面接の基本マナーの解説と、基本的な質問について
の解答を各自で考えまとめる。

4ペン字練習 ドリルを使用し、ペン字練習を行う。

SPIを用いた期末試験を実施。試験の点数で評価を行う。

その他（科目と実務経験との関連性について）

合　　　計

時間外学習について

各自履歴書を5枚書き上げて提出すること。
マイナビ、リクナビをこまめにチェックし企業研究を行うこと。

成績評価の方法及び評価割合について

34



シラバス
☑

4 月 ～ 9 月 △ 〇

CAD利用技術者試験1級公式ガイドブック

3次元 CAD利用技術者試験公式ガイドブック

20 過去問を用いて解説を行う。

15

3DCADの解析機能を使い部品形状を検討し、部品
図の作成まで実施する。不合格者は補習を行う。
(合格点60点以上)

期末試験 7

3DCADの応用操作1 / 解析機能
解析機能の使用方法の解説と、例題を用いた解析
練習を実施する。

3DCADの図面化機能を使い部品図の作成方法の解
説と作図練習を繰り返し実施する。

10

103DCADの応用操作2 / 図面化機能

自動車部品設計の実務経験を活かし、効率の良いCADの使用方法と、見やすい設計図の書き方を解説、指導しながら資格取得につなげる。

評価の割合は、CAD利用技術者試験1級(機械)の結果を50％、期末テストの結果を50%で評価し、評価点（100点満点)を算出する。評価点
が 90点以上をS、80点以上をA、70点以上をB、60点以上をCとし、59点以下はD(不可）とする。尚、出席率80％未満はD（不可）とする。

その他（科目と実務経験との関連性について）

合　　　計 85

時間外学習について

授業終了時に次回学習範囲を伝達するので、その範囲について教科書を使い予習をすること。
授業時に配布した対策プリントを用いて、時間外に復習をすること。
追加課題を指示された場合は次回授業時に提出すること。(未提出者は欠席扱い。)

成績評価の方法及び評価割合について

学科 学年 3 単位数(時間数） 2単位（85時間）

講義 演習 実習 実技

授業計画

実施時期

教科書
及び参考書

授業の概要とねらい

2次元,3次元CADの実務的な使用方法を習得する。
・前半は、CAD利用技術者試験1級(機械)の試験対策を通して、可動部品の検討方法を習得する。
・後半は、3DCADの応用操作を学び、希望者は3DCAD利用技術者試験を学内で受験可能。

到達目標

・CAD利用技術者試験1級(機械)に合格
・3DCADの解析機能、図面化機能の習得

作成日 　　　2020.04.20
科目名 機械CAD設計技術Ⅱ 担当教員名 佐藤　剛志 実務経験

教育活動(教材、指導上の注意点）

〇は主、△は併用

学科名

3

CAD利用技術者試験1級 模試

CAD利用技術者試験1級 受験

対策問題を使用して模試を実施。
不合格者には追加課題を指示。

6月の第3日曜日に実施する。

CAD利用技術者試験1級 試験対策(学科)

20

授業項目・内容

過去問を用いて作図練習と解説を繰り返し行う。CAD利用技術者試験1級 試験対策(実技)

情報マルチメディア

時間数
(コマ)

授業形態



シラバス
☑

4 月 ～ 9 月 △ 〇

到達目標

使用部材の選定方法の取得と、設定された設計規準に基づいた設計図の作成ができるようになる。
模型作成を通じて、設計図の校正の確認ができるようになる。

授業計画

実習

ベルト車での伝送装置の設計＋設計図の作成方法を習得する。

8

実技 〇は主、△は併用

Ｅｘｃｅｌにて、断面算定表を作成し、例題で確認する。

鋼構造設計規準書

講義 演習

カム機構での伝送装置の設計＋設計図の作成方法を習得する。

鋼構造による長スパンのベルトコンベアの支持トラス梁の設計

12

12

期末試験として、長さ３０（ｍ）・幅１（ｍ）のベルトコン
ベアを
支持する、鋼構造のトラス梁の設計図を作成する。

設定変異表と機構図を作成する。

Ｅｘｃｅｌにて、企画表を作成し、例題で確認する。

12

16

Ｅｘｃｅｌにて、企画表を作成し、例題で確認する。

授業の概要とねらい

１．土木・測量・運送設備などの設計手順を習得する。
２．設計者としての基礎知識・技術を習得する。

実施時期 授業形態

　　　2020.04.24
科目名 設計工学(設備)Ⅲ 担当教員名 中津留　徹 実務経験

作成日

学科名 情報マルチメディア 学科 学年 3

鋼構造規準に従って、H型鋼・角型鋼・丸型鋼での、
梁材・柱材の使用可能な断面を算定する方式を習得する。

歯車での伝送装置の設計＋設計図の作成方法を習得する。

2単位（60時間）単位数(時間数）

授業項目・内容
時間数
(コマ)

教育活動(教材、指導上の注意点）

教科書
及び参考書

構造設計、設備設計の業務で経験した知識をもとに、前半はエクセルを使った構造計算の方法から計算書の作り方を指導する。
後半は色々な設備の設計(計算)方法を指導する。

評価方法は、期末試験と提出してもらった設計図の完成度により評価点（100点満点)を算出する。評価の割合：期末試験50%, 設計図50%
評価は 90点以上をS、80点以上をA、70点以上をB、60点以上をCとし、59点以下はD(不可）とする。尚、出席率80％未満はD（不可）とす
る。

その他（科目と実務経験との関連性について）

合　　　計 60

時間外学習について

配布したプリントを使用して、予習復習を行うこと。

成績評価の方法及び評価割合について



シラバス
☑

4 月 ～ 9 月 〇 △

EXCELによる設計書の作成

豆ジャッキの機構・計画

パンタグラフ形ねじ式ジャッキの設計

コンピュータの支援による設計 8

8

6

ねじ式ジャッキの機構と計画　機構とアームの長さ

各部材に働く力

CADシステム　CADシステムとそのねらい、CADシス
テムの構成、形状モデルについて学習。

主要部の設計　ねじに働く力

ハンドル棒の長さと径

本体ねじ部の長さ

送りねじ棒の座屈

航空機関係の機械要素開発に携わった経験を活かし、機械要素の種類や機能および力学計算を使った設計方法を指導する。

その他（科目と実務経験との関連性について）

主要部の設計　ねじ棒とめねじ

アームと取り付けピン

ハンドルとソケット

ブラケットとスラスト軸受け

EXCELによる設計書の作成

確認テストの平均点を80%、授業への取り組み姿勢を20%より評価点（100点満点)を算出する。
評価点が 90点以上をS、80点以上をA、70点以上をB、60点以上をCとし、59点以下はD(不可）とする。尚、出席率80％未満はD（不可）とす
る。

合　　　計 30

時間外学習について

次回学習範囲を伝達するので、その範囲について教科書を使い予習をすること。
授業の内容を復習しておくこと。

成績評価の方法及び評価割合について

単位数(時間数）

設計の要点　設計の基本

科目名 設計工学（機械） Ⅱ 担当教員名 首藤　一之

機械要素入門2

授業の概要とねらい

具体的な設計例（豆ジャッキ、パンタグラフ形ねじ式ジャッキ）を通し設計の手順および計算方法を学び、
EXCELを使用し設計計算書の作成を行う。また、設計計算書については、期末に提出を指示する。

到達目標

・機械の設計手順を理解する。
・機械を設計する際の流れを理解し、計算方法を習得する。
・EXCELによる設計書を作成することで業務の効率化を学ぶ。

授業計画

基本条件の決定、機能設計、生産設計、部品の精
度について学習。

8

授業項目・内容
時間数
(コマ)

教育活動(教材、指導上の注意点）

教科書
及び参考書

作成日 　　　2020.04.24

1単位（30時間）

実施時期 授業形態 講義 演習 実習 実技 〇は主、△は併用

学科名 情報マルチメディア

実務経験

学科 学年 3



シラバス

☑

4 月 ～ 9 月 〇

参考スケッチの展示

実物の機器類を視覚的にとらえる(測量機器)

発想力問題　実際に創造された図形の展示

平面から立体構成　ケント紙使用

オブジェの制作

椅子の測定　メージャー、CAD製図　

指定したサイズに作図

スケッチのCADによる図面化

パーツ切り出し

製品組み立て

長門 利勝 実務経験

2

3

4

3

3

3

1.イメージをビジュアルに表すスッケッチの描き方

2.実物の形態を捕らえ、パーツ・組み立図をスケッチしてみる

3.発想力の解説とトレーニングⅠ

科目名 設計工学（建築）Ⅲ 担当教員名

　　　2020.04.24

1単位（30時間）

実施時期 授業形態 講義 演習 実習 実技 〇は主、△は併用

学科名 情報マルチメディア 学科 学年 3 単位数(時間数）

作成日

授業項目・内容
時間数
(コマ)

教育活動(教材、指導上の注意点）

教科書
及び参考書

授業の概要とねらい

物造りに当り欠かせない、イメージ・発想から図面の作図、更に実際にそのものを成果物として創作し一連の流れを体感的に学んでいく.

到達目標

実社会で行われている作業や業務の進行に支障のないスキルを身に付けた人材の育成

授業計画

図解テキスト　解りやすい建築設備

成績評価の方法及び評価割合について

2

2

2

2

3

4.発想力の解説とトレーニングⅡ

5.立体表現の実際

プロローグ　プロダクトデザインとは何か？　 1

1級建築士として実務で得た知識を生かし、建築設計の基本をはじめ実際に設計した家の実例を紹介しながら建築図面の書き方を指導する。

受講姿勢プラス模型の完成度より評価点（100点満点)を算出する。評価の割合：模型の完成度80%, 授業姿勢20%
評価は 90点以上をS、80点以上をA、70点以上をB、60点以上をCとし、59点以下はD(不可）とする。尚、出席率80％未満はD（不可）とす
る。

その他（科目と実務経験との関連性について）

合　　　計 30

時間外学習について

各自、身近な建築物を観察し、授業で学んだ事を再確認し、身に付けていく。

発表時間：各自15分程度10.作品の発表　評価

6.実物の測定と図面化

7.ジグソー法による椅子のアイディア　スケッチ

8.椅子のアイディア　スケッチのCADによる図面化

9.プロトタイプ椅子の模型化



シラバス
☑

4 月 ～ 9 月 △ 〇

概略設計図の作成方法を解説した後、各自で作図を行う。

基本設計図の作成方法を解説した後、各自で作図を行う。

各部詳細図の作成方法を解説した後、各自で作図を行う。

鋼構造設計規準書

各部ボルト配置図の作成 各部ボルト図の作成方法を解説した後、各自で作図を行う。

3

トラス構造の解説と、構造計算方法の仕方を解説した後、
各自構造計算書の作成を行う。

授業の概要とねらい

鉄橋の基本設計から模型作りまでを通して、各設計の段階に於ける、以下の知識と技術の習得することを目指す。
　　①設計の要項と条件の確認　　　　　　　　　②設計手順の確認
　　③使用部材の確認（構造計算）　　　　　　　④各種作成設計図の種類の確認
　　⑤各種設計図の作成　　　　　　　　　　　　　⑥使用部材表の作成（積算業務）
　　⑦使用部材の作成ネスティング図　　　　 　⑧模型の作成

到達目標

使用部材の選定方法の取得と、設定された設計規準に基づいた設計図の作成ができるようになる。
模型作成を通じて、設計図の校正の確認ができるようになる。

授業計画

授業項目・内容
時間数
(コマ)

教育活動(教材、指導上の注意点）

各部使用部材表の作成

概略設計図の作成

基本設計図の作成

各部詳細図の作成

各部接合部詳細図の作成

各部ガセット詳細図の作成

実施時期 授業形態 講義 演習 実習 実技 〇は主、△は併用

2単位（60時間）

作成日 　　　2020.04.24

単位数(時間数）

科目名 設備設計演習 担当教員名 中津留　徹 実務経験

学科名 情報マルチメディア 学科 学年 3

使用部材の切り出しとボルト穴の穿孔、鉄塔の組立

スチレンボードを使い各自担当部位を作成する。
カッターやパンチなどの工具を使用するため、
怪我に注意すること。

各部使用部材のネスティング図の作成

教科書
及び参考書

14

構造設計、設備設計の業務で経験した知識をもとに、構造計画から設計図作成の一通りの流れを実務の設計手順に則って説明し、設計
全体の流れを指導する。

評価方法は、模型の完成度（100点満点)から算出する。。
評価は 90点以上をS、80点以上をA、70点以上をB、60点以上をCとし、59点以下はD(不可）とする。尚、出席率80％未満はD（不可）とす
る。

その他（科目と実務経験との関連性について）

合　　　計 60

時間外学習について

毎授業終了時に指示する設計計算書や図面について、次回までに完成させておくこと。

成績評価の方法及び評価割合について

鉄橋の規模及び使用材料の決定

構造計算により、使用部材の決定

設計時のボルト間隔などの諸条件の決定

必要設計図の確認・使用用紙枠などの決定

担当部位の決定

3

3

3

3

3

3

10

各部接合部詳細図の作成方法を解説した後、各自で作図を行
う。

各部がセット図の作成方法を解説した後、各自で作図を行う。

3

3

3

3

3

各部使用部材表の作成方法を解説した後、各自で作図を行う。



シラバス
☑

4 月 ～ 2 月 〇 △

CAD利用技術者試験1級公式ガイドブック

3次元 CAD利用技術者試験公式ガイドブック

CADを使用した部品設計の実務経験を活かし、CADの使用方法に加え、部品を設計する際の流れ(構想から部品製作)や考え方、
注意点を実例を交えながら説明する。

制作課題の完成度を点数化して評価点（100点満点)を算出する。
評価は 90点以上をS、80点以上をA、70点以上をB、60点以上をCとし、59点以下はD(不可）とする。尚、出席率80％未満はD（不可）とす
る。

その他（科目と実務経験との関連性について）

合　　　計

時間外学習について

授業中に配布したプリントの内容について要点をまとめてノートに整理すること。
授業毎に指示する機構について、仕組み、構造を予習しておくこと。

成績評価の方法及び評価割合について

66

課題作成1 10
指示された制作課題に対して各自で検討、制作を行
う。

10制作練習4 / FEM解析機能の使用方法解説
3DCADの解析機能を使用方法の解説と、例題を用
いた解析練習を実施する。

指示された制作課題に対して、解析機能を使用しな
がら形状検討を実施する。

20課題作成2

作成日 　　　2020.03.12
科目名 機械設計演習 担当教員名 佐藤　剛志 実務経験

〇は主、△は併用

学科名

時間数
(コマ)

教育活動(教材、指導上の注意点）

教科書
及び参考書

授業の概要とねらい

設計に関する知識(材料、加工方法、組立)の理解を深める。
・前半は、CADの応用操作と加工機械の使用方法を習得する。
・後半は制作のテーマ設定と制作計画の作成を行い、ものづくりの流れを体験する。

到達目標

・各グループで卒業制作で制作するものを決定する。
・制作手順、検討手順の習得。

授業計画

授業項目・内容

3単位（66時間）

実施時期 授業形態 講義 演習 実習 実技

情報マルチメディア 学科 学年 3 単位数(時間数）

制作練習3 / 加工機械の使用方法 6

配布した組立図を部品毎に分け、部品図の作成を
行う。
部品図は期日までに提出すること。
3Dプリンタ、レーザーカッターの仕組み、使用方法を
学習する。

CADを用いた形状検討の方法を解説する。制作練習1 / 形状検討 10

制作練習2 / 部品図作成 10



シラバス
☑

4 月 ～ 2 月 〇

デザインレビューで指摘された項目について修正を
行う。

40

完成した3Dデータから2D図面を作成する。作図の
ルールはJISに従うこと。ソフトはINVENTORを使用す
る。

3Dプリンタ、レーザーカッターを使い部品を制作す
る。
購入品がある場合、発注書の作成も併せて行うこ

CADを使用した自動車部品設計の実務経験を活かし、コストや納期を意識したモノづくりの一連の流れを指導する。

制作物の完成を前提として、制作物の完成度、図面の確かさより評価点（100点満点)を算出する。
評価は 90点以上をS、80点以上をA、70点以上をB、60点以上をCとし、59点以下はD(不可）とする。尚、出席率80％未満はD（不可）とす
る。

その他（科目と実務経験との関連性について）

合　　　計

時間外学習について

スケジュールの遅れが出た場合、時間外に作業を行うこと。

成績評価の方法及び評価割合について

製造/組立

3Dモデル修正

486

127

2DCADを使用して部品図・組立図の作成 109

実技 〇は主、△は併用

学科名

役割分担、スケジュール作成 10

購入品の見積も併せて行うこと。
制作予算は グループ人数×1万円 とする。

デザインレビューが11月中に行えるようにスケジュー
ルを立てること。

1班3人程度が望ましい。必ずリーダーを決めること。

実施時期 授業形態 講義 演習 実習

完成した3Dデータの確認を、担当教員とグループメ
ンバーで行い問題点を洗い出す。問題点の多いグ
ループはデータ修正後、再度デザインレビューを実
施する。

班分け、制作物の検討 20

授業項目・内容

制作物の詳細検討 30

時間数
(コマ)

教育活動(教材、指導上の注意点）

3DCADを使用して部品・アッセンブリの作成 140
3Dデータの作成は、グループ内でルール決めを行
い、データの共有ができるように進めること。ソフトは
INVENTORを使用する。

10デザインレビュー

情報マルチメディア

作成日 　　　2020.0４.14
科目名 卒業制作 担当教員名 佐藤　剛志 実務経験

学科 学年 3 単位数(時間数） 8単位（486時間）

授業計画

教科書
及び参考書

授業の概要とねらい

グループワークで作品の制作を行う。作品の内容はグループ内で話し合いを行い決定する。
・これまでに習得した知識や技術を踏まえて作品の制作活動を行い、モノづくりの流れ(企画、設計、製造)を理解する。
・グループワークを通してコミュニケーション能力向上を期待する。

到達目標

・モノづくりの流れを理解し、企画・設計が行える。
・製図のルールを理解して部品図、組立図の作図ができる。


