
理工学部の学生の皆さんへ 
 

皆さんの大学における履修は，この本（「履修の手引き」）にすべて記載されていますの

で，関係する部分を熟読してください。記載内容に変更がある場合は，学生センター掲示

板，理工学部共通掲示板及び各学科・コースの掲示板に掲示します。以下に「履修の手引

き」の要点を示します。 
 
１．大学における履修全般については，p.１～１１を熟読してください。 
 
２．教養教育科目については，p.３０～３１を熟読してください。 
・基礎ゼミナール，情報基礎，外国語，健康・スポーツは，指定された時間帯を履修して

ください。 
・選択単位には区分ごとに上限があります。

 
３．各コースの専門科目については，p.１９４～２１８を熟読してください。 
 
４．教育職員免許状については，p.２１９,p.２６７,p.２８０～２９０を熟読してください。

免許状取得希望者には，１年次前期に開講する「教職入門」で教育職員免許状を取得す

るためのガイダンスを行います。免許取得希望者は必ず「教職入門」を履修申告してくだ

さい。 
 

履修に関して分からないことがあったら，学生センターや各コースの教務委員または担

任へ相談してください。

 
学生センター相談窓口 

教養教育科目に関すること …学生センターＡ棟②番窓口 
専門教育科目に関すること …学生センターＡ棟④番窓口 
教育職員免許状の取得に関すること…学生センターＡ棟④番窓口 

理 工 学 部

＜理念と目標＞ 
＊理念 

岩手大学理工学部は学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき，理工学分野およびそ

の周辺の専門知識を有し国際的に活躍出来る人間性豊かな人材の育成と，科学技術分野における

基礎研究と応用研究を積極的に推進することによって自然界の摂理の解明と技術革新の推進に貢

献します。また，これらの教育研究活動を地域社会との連携を通して実践し，地域社会とともに

生きる理工学部を目指します。 
＊教育目標 

理工学部は，以下のような特徴の人材を育成することによって地域社会や国際社会の発展に貢

献することを目指します。 
（１）幅広い教養と豊かな人間性を基礎として，理工学分野における基礎学力と国際水準を満

たす専門的知識・専門技術，および倫理性を有し，新しい発想で現代社会の諸課題に積極

的に取り組むことのできる人材の育成 
（２）獲得した知識や技術を様々な科学技術分野に役立てることを通して，地域や国際社会の

様々な問題解決に貢献できる人材の育成 
（３）理工学的課題探求心と理解力に基づき，自然科学の様々な現象を根源的かつ包括的に捉

えながら人間社会と自然環境の共生を図り，多様な課題の解決への取り組みを通して地域

社会と国際社会の持続的発展に貢献できる人材の育成 
＊研究目標 

理工学部は近年の科学技術の飛躍的進歩に基づき環境問題，エネルギー問題，巨大災害発生へ

の備え，および震災からの復興や地域振興などに対応するために，理工学の幅広い分野における

基礎研究から商品化研究までの広範な研究を積極的に推進し，地域社会や国際社会の発展に貢献

することを目指します。 
（１）理工学分野およびその周辺分野の基礎研究による自然のしくみの探求と技術革新の推進，

およびそれらの研究成果に基づく新しいシーズの発掘 
（２）地域社会や国際社会からのニーズの発掘 
（３）応用研究や実用化研究の推進 

＊社会貢献目標 
理工学部は，教育・研究活動の成果を地域社会および国際社会に展開し，これらの発展に貢献

することを目指します。 
（１）産学官民の連携による産業振興への対応 
（２）環境および福祉問題における諸課題への対応 
（３）生涯学習社会における諸問題への対応 

 
＜教育目的＞

理工学部は，持続可能な社会づくりのための理工学の構築と実践を理念として，理工学及びその周

辺の専門知識を有し地域や国際社会で活躍できる人間性豊かな人材ならびに科学技術の調和的発展に

貢献できる技術者を養成することを目的とする。 
 
＜修得すべき能力＞

理工学部では，その教育プログラムを通して，学生が以下のような能力を習得することを目指す。 
（１）持続可能な社会づくりを見据えた幅広い理工学的基礎能力 
（２）理工学的課題を解決する専門的能力 
（３）地域社会や国際社会と積極的に交流することができる理解力やコミュニケーション能力 
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＜理工学部及び各コースの学位授与の方針，教育課程編成・実施の方針＞
学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）とは，学生が修得すべき学修の成果を示したものであり，

学生が理工学部卒業（＝学位授与）までに身に着けるべき知識や能力等です。 
教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）は，学位授与の方針を実現するために，教

育課程（カリキュラム）をどのように編成し，実施するかを示したものです。 
 

理工学部
＊学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

・ 理学・工学双方の素養を有し，両学問を統合・融合した理工学の幅広い学力と論理的な思考力

を持ち，地域や世界の諸課題に果敢に挑戦する研究者・技術者として主体的に活躍する能力を身

に付けたと認定した場合，「学士（理工学）」の学位を授与する。 
・ 工学系の幅広い学力，専門分野の深い知識と柔軟な思考力を持ち，社会で要求される様々な工

学システムの開発，設計，製造に関する次世代の技術者・研究者として主体的に活躍する能力を

身に付けたと認定した場合，「学士（工学）」の学位を授与する。 
 
化学・生命理工学科
＊教育目的 

化学・生命理工学科では，物質化学と生命科学に関する基礎知識と両分野における最先端の技術開

発に必須な，基礎力，統合力，及び展開力を兼ね備え，現代社会が抱える環境やエネルギー問題等に

積極的に取り組むことができ，高い倫理観をもつ人材の育成を目的とする。そのため，理学と工学を

統合した理工学分野でのイノベーション創出が可能な「化学コース」と「生命コース」で構成する。

＊学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 
【化学コース】

化学コースの教育目的と修得能力に則り，所定の教育課程を修了し，以下の各項目を身につけ

た学生に「学士（理工学）」の学位を授与する。 
（知識・理解） 
１．幅広い教養と理工学分野の基礎学力を身につけている。 
２．化学に関する専門知識を有し，それらを応用できる。 
（思考・判断） 
３．地域における諸問題を分析し，その解決法を論理的に提案できる。 
４．化学に関する専門知識に基づいて，直面する課題に対する解決法を思考することができる。 
（技能・表現） 
５．化学技術者として必要な基本的実験技能を有する。 
６．実験や調査結果を論理的に表現する文章作成能力を有し，国際的に通用するプレゼンテーショ

ン能力を身につけている。 
（関心・意欲・態度）  
７．地域における課題，化学に関する研究動向に関心を持っている。 
８．化学に関する知識や技能を活かして，社会に貢献する意欲と態度を持っている。 

【生命コース】
生命コースの教育目的と修得能力に則り，所定の教育課程を修了し，以下の各項目を身につけた

学生に「学士（理工学）」の学位を授与する。 
（知識・理解） 
１．一般教養を身につけている。 
２．自然科学に関する幅広い基礎知識と，生命理工学に関する専門知識を有しそれらを応用できる。

（思考・判断） 
３．多様な社会性や地域性を考慮しつつ，生命理工学の見地から健康や福祉等の諸問題解決のため

の論理的な判断や提案ができる。 

（技能・表現） 
４．生命理工学分野の基本的な研究・実験技能を身につけている。 
５．日本語と英語による論理的な表現力とコミュニケーション能力を修得している。 
（関心・意欲・態度） 
６．生命理工学及び関連分野の進展に関心を持ち，主体的に学ぶことができる。 
７．生命理工学に関する知識や技能を活かして，社会に貢献する意欲と態度を持っている。 

 
＊教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 
【化学コース】

化学コースでは，基礎化学と応用化学に関する国際水準の高度な専門知識・専門技術を有し，さら

に幅広い一般教養と語学力を基にして，地域社会と国際社会の持続的発展を実現するうえで解決すべ

き諸問題に積極的に取り組むことができる人材の育成を目的として定めている。本コースでは，その

教育プログラムを通して，学生が以下の能力を修得することを目指している。 
（知識・理解） 
１．文化・社会・自然・環境・地域に関する幅広い知識を身につけさせるために，教養教育科目の履

修を必修としている。 
２．理工学部卒業生として備えるべき，自然科学に関する国際水準の基礎知識や技能を修得させるた

めに共通科目として専門基礎科目を配置している。 
（思考・判断）  
３．地域における課題を見出し，それを解決する方法を提案する能力を開発するために，「ソフトパ

ス理工学概論」等の地域学習科目を配置している。 
４．基礎化学と応用化学に関わる幅広く深い知識を修得し，問題解決能力を養うための専門性を高め

るために，無機化学，有機化学，物理化学，高分子化学，化学工学，分析化学の科目を体系的に配

置している。 
（技能・表現） 
５．専門科目で学んだ知識を活用する実践力養成のために，化学実験を実施する。 
６．プロジェクトベースドラーニング（PBL)科目（「化学生命研修Ⅰ・Ⅱ」）を通じて，自ら調べた結

果を，論理的に発表する能力を養う。また，英語で発表する能力を養うために，「科学英語」を配

置している。 
（関心・意欲・態度）  
７．科学技術による地域貢献，最新の化学トピックスに興味を持たせるための科目を専門科目に配置

している。 
８．実社会において化学の専門家として活動する際に必要となる素養を身につけさせるために，「技

術者倫理」，「社会体験学習」等の科目を配置している。 
 
【生命コース】

学位授与方針に基づき，入学から２年次までは教養教育科目と専門基礎科目を，２年次以降は専門

科目を受講させ，幅広い基礎知識と応用力を修得させる。３年次後期には研究室に配属し，４年次に

卒業研究を行うための準備を行わせる。学位授与方針の各項目と対応する科目を以下に示す。 
（知識・理解） 
１．一般教養に関連した教養科目や分野横断型科目を教養教育科目として配置する。 
２．自然科学に関する幅広い基礎知識の修得に必要な専門基礎科目，生命理工学に関する専門知識の

修得に必要な学科内共通科目や生命コース科目を配置する。 
（思考・判断） 
３．多様な社会性や地域性を考慮し，生命理工学の見地から健康や福祉等の諸問題と向き合えるよう

に，「基礎ゼミ」と「化学生命研修Ⅰ」を必修科目とし，「化学生命研修Ⅱ」，「社会体験学習」，「化

学生命概論」を選択科目とする。 
（技能・表現） 
４．生命理工学分野の基本的な研究・実験技能を修得させるため，「化学実験」「生命理工学実験Ⅰ，

Ⅱ」「生命理工学演習Ⅰ，Ⅱ」を必修科目とする。 
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＜理工学部及び各コースの学位授与の方針，教育課程編成・実施の方針＞
学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）とは，学生が修得すべき学修の成果を示したものであり，

学生が理工学部卒業（＝学位授与）までに身に着けるべき知識や能力等です。 
教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）は，学位授与の方針を実現するために，教

育課程（カリキュラム）をどのように編成し，実施するかを示したものです。 
 

理工学部
＊学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

・ 理学・工学双方の素養を有し，両学問を統合・融合した理工学の幅広い学力と論理的な思考力

を持ち，地域や世界の諸課題に果敢に挑戦する研究者・技術者として主体的に活躍する能力を身

に付けたと認定した場合，「学士（理工学）」の学位を授与する。 
・ 工学系の幅広い学力，専門分野の深い知識と柔軟な思考力を持ち，社会で要求される様々な工

学システムの開発，設計，製造に関する次世代の技術者・研究者として主体的に活躍する能力を

身に付けたと認定した場合，「学士（工学）」の学位を授与する。 
 
化学・生命理工学科
＊教育目的 

化学・生命理工学科では，物質化学と生命科学に関する基礎知識と両分野における最先端の技術開

発に必須な，基礎力，統合力，及び展開力を兼ね備え，現代社会が抱える環境やエネルギー問題等に

積極的に取り組むことができ，高い倫理観をもつ人材の育成を目的とする。そのため，理学と工学を

統合した理工学分野でのイノベーション創出が可能な「化学コース」と「生命コース」で構成する。

＊学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 
【化学コース】

化学コースの教育目的と修得能力に則り，所定の教育課程を修了し，以下の各項目を身につけ

た学生に「学士（理工学）」の学位を授与する。 
（知識・理解） 
１．幅広い教養と理工学分野の基礎学力を身につけている。 
２．化学に関する専門知識を有し，それらを応用できる。 
（思考・判断） 
３．地域における諸問題を分析し，その解決法を論理的に提案できる。 
４．化学に関する専門知識に基づいて，直面する課題に対する解決法を思考することができる。 
（技能・表現） 
５．化学技術者として必要な基本的実験技能を有する。 
６．実験や調査結果を論理的に表現する文章作成能力を有し，国際的に通用するプレゼンテーショ

ン能力を身につけている。 
（関心・意欲・態度）  
７．地域における課題，化学に関する研究動向に関心を持っている。 
８．化学に関する知識や技能を活かして，社会に貢献する意欲と態度を持っている。 

【生命コース】
生命コースの教育目的と修得能力に則り，所定の教育課程を修了し，以下の各項目を身につけた

学生に「学士（理工学）」の学位を授与する。 
（知識・理解） 
１．一般教養を身につけている。 
２．自然科学に関する幅広い基礎知識と，生命理工学に関する専門知識を有しそれらを応用できる。

（思考・判断） 
３．多様な社会性や地域性を考慮しつつ，生命理工学の見地から健康や福祉等の諸問題解決のため

の論理的な判断や提案ができる。 

（技能・表現） 
４．生命理工学分野の基本的な研究・実験技能を身につけている。 
５．日本語と英語による論理的な表現力とコミュニケーション能力を修得している。 
（関心・意欲・態度） 
６．生命理工学及び関連分野の進展に関心を持ち，主体的に学ぶことができる。 
７．生命理工学に関する知識や技能を活かして，社会に貢献する意欲と態度を持っている。 

 
＊教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 
【化学コース】

化学コースでは，基礎化学と応用化学に関する国際水準の高度な専門知識・専門技術を有し，さら

に幅広い一般教養と語学力を基にして，地域社会と国際社会の持続的発展を実現するうえで解決すべ

き諸問題に積極的に取り組むことができる人材の育成を目的として定めている。本コースでは，その

教育プログラムを通して，学生が以下の能力を修得することを目指している。 
（知識・理解） 
１．文化・社会・自然・環境・地域に関する幅広い知識を身につけさせるために，教養教育科目の履

修を必修としている。 
２．理工学部卒業生として備えるべき，自然科学に関する国際水準の基礎知識や技能を修得させるた

めに共通科目として専門基礎科目を配置している。 
（思考・判断）  
３．地域における課題を見出し，それを解決する方法を提案する能力を開発するために，「ソフトパ

ス理工学概論」等の地域学習科目を配置している。 
４．基礎化学と応用化学に関わる幅広く深い知識を修得し，問題解決能力を養うための専門性を高め

るために，無機化学，有機化学，物理化学，高分子化学，化学工学，分析化学の科目を体系的に配

置している。 
（技能・表現） 
５．専門科目で学んだ知識を活用する実践力養成のために，化学実験を実施する。 
６．プロジェクトベースドラーニング（PBL)科目（「化学生命研修Ⅰ・Ⅱ」）を通じて，自ら調べた結

果を，論理的に発表する能力を養う。また，英語で発表する能力を養うために，「科学英語」を配

置している。 
（関心・意欲・態度）  
７．科学技術による地域貢献，最新の化学トピックスに興味を持たせるための科目を専門科目に配置

している。 
８．実社会において化学の専門家として活動する際に必要となる素養を身につけさせるために，「技

術者倫理」，「社会体験学習」等の科目を配置している。 
 
【生命コース】

学位授与方針に基づき，入学から２年次までは教養教育科目と専門基礎科目を，２年次以降は専門

科目を受講させ，幅広い基礎知識と応用力を修得させる。３年次後期には研究室に配属し，４年次に

卒業研究を行うための準備を行わせる。学位授与方針の各項目と対応する科目を以下に示す。 
（知識・理解） 
１．一般教養に関連した教養科目や分野横断型科目を教養教育科目として配置する。 
２．自然科学に関する幅広い基礎知識の修得に必要な専門基礎科目，生命理工学に関する専門知識の

修得に必要な学科内共通科目や生命コース科目を配置する。 
（思考・判断） 
３．多様な社会性や地域性を考慮し，生命理工学の見地から健康や福祉等の諸問題と向き合えるよう

に，「基礎ゼミ」と「化学生命研修Ⅰ」を必修科目とし，「化学生命研修Ⅱ」，「社会体験学習」，「化

学生命概論」を選択科目とする。 
（技能・表現） 
４．生命理工学分野の基本的な研究・実験技能を修得させるため，「化学実験」「生命理工学実験Ⅰ，

Ⅱ」「生命理工学演習Ⅰ，Ⅱ」を必修科目とする。 
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５. 日本語と英語による論理的な表現力とコミュニケーション能力を修得させるため，「情報基礎」，

「教養教育の英語科目」，「科学英語Ⅰ，Ⅱ」を必修科目とし，「国際研修」を選択科目とする。 
（関心・意欲・態度） 
６．生命理工学及び関連分野の進展に関心を持たせ，主体的に学ばせるため，「英語論文購読Ⅰ，Ⅱ」，

「生命理工学情報」を必修科目とする。また，３年次後期から研究室に配属させ，卒業研究に主体

的に取り組ませる。 
７．生命理工学に関する知識や技能を活かして，社会に貢献する意欲と態度を持たせるため，「技術

者倫理」，「ソフトパス理工学概論」を必修科目とし，「工業経営管理論」，「知的財産権概論」，「特

許法特論」，「原子力工学」を選択科目とする。 
 
 
物理・材料理工学科 
＊教育目的 

物理・材料理工学科は物理・数学・物質科学・材料工学の分野に関して広い知識と深い専門性をも

ち，実践的な問題解決能力を備え，豊かな人間性と国際感覚に満ちあふれた人材を育成し，もって社

会の発展と平和に貢献することを使命とする。

＊学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 
【数理・物理コース】

数理・物理コースの教育目的と修得能力に則り，所定の教育課程を修了し，以下の各項目を身につ

けた学生に「学士（理工学）」の学位を授与する。 
（知識・理解）  
１．教養教育，数学，物理，化学の各分野の幅広い基礎知識，基礎学力を有している。 
２．数理科学および物理学に関する幅広い専門知識を有している。 
（思考・判断） 
３．数理科学および物理学の観点から諸問題を分析し，問題解決のための論理的な判断や提案ができ

る。 
（興味・関心） 
４．科学技術の創成や人の暮らしや産業の発展を担う新現象の解明，研究手法の開発，および，数理

科学，物理学に大いなる意欲を有している。 
（技能・表現） 
５．教育者，研究者あるいは技術者として必要な基本的な実験や演習，計算の技能を有するとともに，

自らの考えを論理的に説明できる。 
６．科学英語の読解力と文章力を有するとともに，英語により自らの成果をプレゼンテーションする

ことができる。 
（態度） 
７．社会における科学技術の役割を理解し，高い倫理性を持って，獲得した知識や技術を地域や国際

社会の様々な問題解決に積極的に生かそうとすることができる。 
 
【マテリアルコース】

マテリアルコースの教育目的と修得能力に則り，所定の教育課程を修了し，以下の各項目を身につ

けた学生に「学士（理工学）」の学位を授与する。 
（知識・理解）

１．教養教育，数学，物理，化学の各分野の幅広い基礎知識，基礎学力を有している。

２．マテリアル工学および材料科学に関する幅広い専門知識を有している。

（思考・判断）

３．マテリアル工学および材料科学の観点から諸問題を分析し，問題解決のための論理的な判断や提

案ができる。

（興味・関心）

４．科学技術の創成や人の暮らしや産業の発展を担う材料開発や評価技術開発に大いなる意欲を有し

ている。

（技能・表現）

５．教育者，研究者あるいは技術者として必要な基本的な実験や計算の技能を有するとともに，自ら

の考えを論理的に説明できる。

６．研究者あるいは技術者として必要な科学技術英語の基礎知識と技能を有している。

（態度）

７．社会におけるマテリアル工学および材料科学の役割を理解し，高い倫理性を持って，獲得した知

識や技術をエネルギーや地球環境などの問題解決に積極的に生かそうとすることができる。
 
＊教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 
【数理・物理コース】

数理・物理コースでは，数学及び物理に関する幅広い知識・教養を身につけると同時に自然界の真

理探究を通じて自然科学と人類社会との関係を総合的に判断出来る知性，品格さらには国際感覚を身

につけた人材の育成を目標としている。そのため，教育研究分野として，物理科学分野と数理科学分

野を設置し，幅広い基礎知識の修得と数理科学の専門性深化を目指した教育課程を以下の様に編成し

ている。 
（知識・理解）  
１．１，２年次に，理工学全般の基礎的な知識と実験・分析方法を修得出来るように，教養教育，主

として数学，物理，化学の講義と基礎実験科目からなる専門基礎科目を配置している。 
２．数理科学，物理科学に関する幅広い基礎知識および高度な専門性を体系的に習得出来るように，

学科内専門科目，さらにより高い専門性を学ぶためのコース内専門科目を２年次以降に配置してい

る。 
３．数理科学分野の専門性を深化できるように，微分方程式，線形代数学，複素解析学を基礎に，応

用解析学，ゲーム理論，複雑系科学などを体系的に履修することを徹底している。 
４．物理科学分野の専門性を深化できるように，電磁気学，量子力学，統計力学，などを基礎に，固

体物理学，磁性物理学，光学などを体系的に履修することを徹底している。 
（思考・判断） 
５．数理科学，物理科学の課題に対する実践的解決法を習得できるように「物理・材料理工学実験」，

「プログラミング学」，「インターンシップ」，「工場見学」，「卒業研究」などの実験・研修科目を３

年次以降に配置している。 
（技能・表現） 
６. 専門科目で習得した知識や技能を活かす応用力と創造力を習得するため「物理学実験」，「物理

数学演習」，「物理・材料理工学実験」を配置している。 
７．科学技術英語の読解力と文章力，および，英語による表現法を習得できるように，科学英語科目

を体系的に履修することを徹底している。 
（関心・意欲・態度） 
８．分野横断的な思考力および俯瞰的研究能力を身につけるため，１年次に「物理・材料理工学基礎

演習」を配置するとともに，マテリアルコースのコース内専門科目を選択科目として履修可能とし

ている。 
９. 社会における数理科学および物理科学の役割ならびに技術者・研究者が負っている社会的責任

について深く理解させるため，「ソフトパス理工学概論」および「技術者倫理」を配置している。 
 
【マテリアルコース】

マテリアルコースでは，マテリアル工学および材料科学に関する幅広い知識と高い専門性のスキル

を身につけ，それを科学技術の創成や人の暮らしや産業の発展を担うことができる人材の育成を目標

としている。そのため，教育研究分野として，金属生産工学分野と機能材料理工学分野を設置し，幅

広い基礎知識の修得とマテリアル工学および材料科学の専門性の深化を目指した教育課程を以下の様

に編成している。

（知識・理解）  
１．１，２年次に，一般教養に関する教養教育科目を配置している。 
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５. 日本語と英語による論理的な表現力とコミュニケーション能力を修得させるため，「情報基礎」，

「教養教育の英語科目」，「科学英語Ⅰ，Ⅱ」を必修科目とし，「国際研修」を選択科目とする。 
（関心・意欲・態度） 
６．生命理工学及び関連分野の進展に関心を持たせ，主体的に学ばせるため，「英語論文購読Ⅰ，Ⅱ」，

「生命理工学情報」を必修科目とする。また，３年次後期から研究室に配属させ，卒業研究に主体

的に取り組ませる。 
７．生命理工学に関する知識や技能を活かして，社会に貢献する意欲と態度を持たせるため，「技術

者倫理」，「ソフトパス理工学概論」を必修科目とし，「工業経営管理論」，「知的財産権概論」，「特

許法特論」，「原子力工学」を選択科目とする。 
 
 
物理・材料理工学科 
＊教育目的 

物理・材料理工学科は物理・数学・物質科学・材料工学の分野に関して広い知識と深い専門性をも

ち，実践的な問題解決能力を備え，豊かな人間性と国際感覚に満ちあふれた人材を育成し，もって社

会の発展と平和に貢献することを使命とする。

＊学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 
【数理・物理コース】

数理・物理コースの教育目的と修得能力に則り，所定の教育課程を修了し，以下の各項目を身につ

けた学生に「学士（理工学）」の学位を授与する。 
（知識・理解）  
１．教養教育，数学，物理，化学の各分野の幅広い基礎知識，基礎学力を有している。 
２．数理科学および物理学に関する幅広い専門知識を有している。 
（思考・判断） 
３．数理科学および物理学の観点から諸問題を分析し，問題解決のための論理的な判断や提案ができ

る。 
（興味・関心） 
４．科学技術の創成や人の暮らしや産業の発展を担う新現象の解明，研究手法の開発，および，数理

科学，物理学に大いなる意欲を有している。 
（技能・表現） 
５．教育者，研究者あるいは技術者として必要な基本的な実験や演習，計算の技能を有するとともに，

自らの考えを論理的に説明できる。 
６．科学英語の読解力と文章力を有するとともに，英語により自らの成果をプレゼンテーションする

ことができる。 
（態度） 
７．社会における科学技術の役割を理解し，高い倫理性を持って，獲得した知識や技術を地域や国際

社会の様々な問題解決に積極的に生かそうとすることができる。 
 
【マテリアルコース】

マテリアルコースの教育目的と修得能力に則り，所定の教育課程を修了し，以下の各項目を身につ

けた学生に「学士（理工学）」の学位を授与する。 
（知識・理解）

１．教養教育，数学，物理，化学の各分野の幅広い基礎知識，基礎学力を有している。

２．マテリアル工学および材料科学に関する幅広い専門知識を有している。

（思考・判断）

３．マテリアル工学および材料科学の観点から諸問題を分析し，問題解決のための論理的な判断や提

案ができる。

（興味・関心）

４．科学技術の創成や人の暮らしや産業の発展を担う材料開発や評価技術開発に大いなる意欲を有し

ている。

（技能・表現）

５．教育者，研究者あるいは技術者として必要な基本的な実験や計算の技能を有するとともに，自ら

の考えを論理的に説明できる。

６．研究者あるいは技術者として必要な科学技術英語の基礎知識と技能を有している。

（態度）

７．社会におけるマテリアル工学および材料科学の役割を理解し，高い倫理性を持って，獲得した知

識や技術をエネルギーや地球環境などの問題解決に積極的に生かそうとすることができる。
 
＊教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 
【数理・物理コース】

数理・物理コースでは，数学及び物理に関する幅広い知識・教養を身につけると同時に自然界の真

理探究を通じて自然科学と人類社会との関係を総合的に判断出来る知性，品格さらには国際感覚を身

につけた人材の育成を目標としている。そのため，教育研究分野として，物理科学分野と数理科学分

野を設置し，幅広い基礎知識の修得と数理科学の専門性深化を目指した教育課程を以下の様に編成し

ている。 
（知識・理解）  
１．１，２年次に，理工学全般の基礎的な知識と実験・分析方法を修得出来るように，教養教育，主

として数学，物理，化学の講義と基礎実験科目からなる専門基礎科目を配置している。 
２．数理科学，物理科学に関する幅広い基礎知識および高度な専門性を体系的に習得出来るように，

学科内専門科目，さらにより高い専門性を学ぶためのコース内専門科目を２年次以降に配置してい

る。 
３．数理科学分野の専門性を深化できるように，微分方程式，線形代数学，複素解析学を基礎に，応

用解析学，ゲーム理論，複雑系科学などを体系的に履修することを徹底している。 
４．物理科学分野の専門性を深化できるように，電磁気学，量子力学，統計力学，などを基礎に，固

体物理学，磁性物理学，光学などを体系的に履修することを徹底している。 
（思考・判断） 
５．数理科学，物理科学の課題に対する実践的解決法を習得できるように「物理・材料理工学実験」，

「プログラミング学」，「インターンシップ」，「工場見学」，「卒業研究」などの実験・研修科目を３

年次以降に配置している。 
（技能・表現） 
６. 専門科目で習得した知識や技能を活かす応用力と創造力を習得するため「物理学実験」，「物理

数学演習」，「物理・材料理工学実験」を配置している。 
７．科学技術英語の読解力と文章力，および，英語による表現法を習得できるように，科学英語科目

を体系的に履修することを徹底している。 
（関心・意欲・態度） 
８．分野横断的な思考力および俯瞰的研究能力を身につけるため，１年次に「物理・材料理工学基礎

演習」を配置するとともに，マテリアルコースのコース内専門科目を選択科目として履修可能とし

ている。 
９. 社会における数理科学および物理科学の役割ならびに技術者・研究者が負っている社会的責任

について深く理解させるため，「ソフトパス理工学概論」および「技術者倫理」を配置している。 
 
【マテリアルコース】

マテリアルコースでは，マテリアル工学および材料科学に関する幅広い知識と高い専門性のスキル

を身につけ，それを科学技術の創成や人の暮らしや産業の発展を担うことができる人材の育成を目標

としている。そのため，教育研究分野として，金属生産工学分野と機能材料理工学分野を設置し，幅

広い基礎知識の修得とマテリアル工学および材料科学の専門性の深化を目指した教育課程を以下の様

に編成している。

（知識・理解）  
１．１，２年次に，一般教養に関する教養教育科目を配置している。 
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２．理工学全般の基礎的な知識と実験・分析方法を習得できるように，１，２年次に，主に数学，物

理，化学の講義と基礎実験科目からなる専門基礎科目を配置している。 
３．マテリアル工学および材料科学に関する幅広い基礎知識および高度な専門性を体系的に習得でき

るように，学科内共通科目，さらにより高い専門性を学ぶためのコース内専門科目を２年次以降に

配置している。 
４．金属生産工学分野の専門性を深化できるように，材料物理化学，材料組織学，金属構造材料学な

どの金属とセラミックスの物理・化学的性質を基礎に，金属工学，材料精製，加工プロセス工学な

どを体系的に履修することを徹底している。 
５．機能材料理工学分野の専門性を深化できるように，電磁気学，固体物理学，半導体理工学などを

基礎に，新電子材料，計測技術，材料設計・解析などを体系的に履修することを徹底している。 
（思考・判断） 
６．マテリアル工学および材料科学分野の課題に対する実践的解決法を習得できるように，「物理・

材料理工学実験」，「社会体験学習」，「工場見学」，「卒業研究」などの実験・研修科目を３年次以降

に配置している。 
（興味・関心） 
７． 専門科目で習得した知識や技能を材料開発や評価技術開発へ生かす応用力と創造力を育成する

ため，「特別研修」，「特別講義Ⅰ・Ⅱ」，「工場見学」を３年次以降に配置している。 
（技能・表現） 
８. 専門科目で学んだ知識を活用する実践能力や計算技能を習得できるように，「物理学実験」，「物

理・材料理工学実験」，「プログラミング学」を配置している。 
９．科学技術英語の読解力と文章力，および，英語による表現法を習得できるように，科学英語科目

を体系的に履修することを徹底している。 
（態度） 
10．分野横断的な思考力および俯瞰的研究能力を身につけるため，1年次に「物理・材料理工学基礎

演習」を配置するとともに，数理・物理コースのコース内専門科目を選択科目として履修可能とし

ている。 
11. 社会におけるマテリアル工学および材料科学の役割，および，技術者・研究者が負っている社

会的責任について深く理解させるため，「ソフトパス理工学概論」，「技術者倫理」を配置している。
 
 
システム創成工学科
＊教育目的 

現在の工学分野は，電気，通信，情報，機械，社会基盤等を基礎としながら，各々の工学的要素や

技術を複合・統合したシステムであり，より分野横断的な教育研究への取組が必要とされている。そ

のため本学科では，社会で要求される様々な工学システムの開発・設計・製造に関する次世代科学技

術を創出できる技術者を育成することを目標に，工学に関する広範な基礎学力，及び社会貢献の基盤

となる教養や人間性の習得，自主性や創造性の獲得，課題解決能力の養成，技術者としての国際性や

倫理観の確立に重きを置いた教育を実施する。 
 
＊学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 
【電気電子通信コース】

電気電子通信コースの教育目的と修得能力に則り，所定の教育課程を修了し，以下の各項目を身に

つけた学生に「学士（工学）」の学位を授与する。 
（知識・理解） 
１．幅広い教養を備え，電気電子通信工学に関する基本的な原理，法則，理論を理解している。 
（思考・判断） 
２．專門知識を実際の課題に結びつけて柔軟な思考ができ，創造的に応用することができる。 
（技能・表現） 
３．電気・電子・通信に関する機器の動作原理を理解し，活用することができる。 
４．他人と議論や協力ができる論理的なコミュニケーション能力・語学力を身につけている。 

（関心・意欲） 
５．科学技術の進展に高い関心を持ち，継続的・主体的に学習することができる。 
（態度） 
６．社会における役割を理解し，環境や安全に対する倫理観を身につけている。 
 
【知能・メディア情報コース】

知能・メディア情報コースの教育目的と修得能力に則り，所定の教育課程を修了し，以下の各項目

を身につけた学生に「学士（工学）」の学位を授与する。 
（知識・理解） 
１．幅広い教養と知能・メディア情報工学に関する基礎的な専門知識を身につけている。 
（思考・判断） 
２．問題の本質を理解し，基礎的な課題に対して解決法を考える能力，および問題解決のための具体

的な計画立案・遂行能力を身につけている。 
３．専門分野等の知識を活用してデータを分析することができ，論理的な評価や考察を行える能力を

身につけている。 
（技能・表現） 
４．知能・メディア情報システムを構成するハードウェアやソフトウェアを開発するために必要な基

礎的能力を幅広く身につけている。 
５．自らの思考・判断のプロセスや結果を論理的に表現する文章能力と，協創的課題解決のために他

人に説明するコミュニケーション能力を身につけている。 
６．知能・メディア情報工学及びその関連分野に関する基礎的な英語能力を身につけている。 
（興味・関心・態度） 
７．自然科学，地域課題，及び知能・メディア情報工学等の動向や進展に関心を持ち，主体的に学ぶ

ための基礎的な能力を身につけている。 
８．社会における知能・メディア情報システムの役割を理解し，技術者として社会に貢献する基礎的

な能力を身につけている。 
 
【機械科学コース】

機械科学コースの教育目的と修得能力に則り，所定の教育課程を修了し，以下の各項目を身につけ

た学生に「学士（工学）」の学位を授与する。 
（知識・理解） 
１．一般的な教養を身につけ，工学に関する幅広く基礎的な知識と，機械科学に関する専門的な知識

及び技能を修得している。 
（思考・判断） 
２．幅広く深い教養と総合的な判断力を身につけ，社会における科学技術者の在り方や社会への貢献

について考察できる。 
（技能・表現） 
３．機械科学分野の機器およびコンピュータを活用し，所望の機能を実現する基礎的な能力を身につ

けている。 
４．日本語と英語による論理的な表現力とコミュニケーション能力を身につけている。 
（関心・意欲） 
５．機械科学の進展に関心を持ち，専門的知識を応用しながら主体的に学習することができる。 
（態度） 
６．社会における機械科学の役割を理解し，環境や安全に対する倫理観を身につけている。 
 
【社会基盤・環境コース】

社会基盤・環境コースの教育目的と修得能力に則り，所定の教育課程を修了し，以下の各項目を身

につけた学生に「学士（工学）」の学位を授与する。 
（知識・理解） 
１．数学・自然科学および情報技術に関する知識を習得し，多面的な視点から考えることのできる能
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２．理工学全般の基礎的な知識と実験・分析方法を習得できるように，１，２年次に，主に数学，物

理，化学の講義と基礎実験科目からなる専門基礎科目を配置している。 
３．マテリアル工学および材料科学に関する幅広い基礎知識および高度な専門性を体系的に習得でき

るように，学科内共通科目，さらにより高い専門性を学ぶためのコース内専門科目を２年次以降に

配置している。 
４．金属生産工学分野の専門性を深化できるように，材料物理化学，材料組織学，金属構造材料学な

どの金属とセラミックスの物理・化学的性質を基礎に，金属工学，材料精製，加工プロセス工学な

どを体系的に履修することを徹底している。 
５．機能材料理工学分野の専門性を深化できるように，電磁気学，固体物理学，半導体理工学などを

基礎に，新電子材料，計測技術，材料設計・解析などを体系的に履修することを徹底している。 
（思考・判断） 
６．マテリアル工学および材料科学分野の課題に対する実践的解決法を習得できるように，「物理・

材料理工学実験」，「社会体験学習」，「工場見学」，「卒業研究」などの実験・研修科目を３年次以降

に配置している。 
（興味・関心） 
７． 専門科目で習得した知識や技能を材料開発や評価技術開発へ生かす応用力と創造力を育成する

ため，「特別研修」，「特別講義Ⅰ・Ⅱ」，「工場見学」を３年次以降に配置している。 
（技能・表現） 
８. 専門科目で学んだ知識を活用する実践能力や計算技能を習得できるように，「物理学実験」，「物

理・材料理工学実験」，「プログラミング学」を配置している。 
９．科学技術英語の読解力と文章力，および，英語による表現法を習得できるように，科学英語科目

を体系的に履修することを徹底している。 
（態度） 
10．分野横断的な思考力および俯瞰的研究能力を身につけるため，1年次に「物理・材料理工学基礎

演習」を配置するとともに，数理・物理コースのコース内専門科目を選択科目として履修可能とし

ている。 
11. 社会におけるマテリアル工学および材料科学の役割，および，技術者・研究者が負っている社

会的責任について深く理解させるため，「ソフトパス理工学概論」，「技術者倫理」を配置している。
 
 
システム創成工学科
＊教育目的 

現在の工学分野は，電気，通信，情報，機械，社会基盤等を基礎としながら，各々の工学的要素や

技術を複合・統合したシステムであり，より分野横断的な教育研究への取組が必要とされている。そ

のため本学科では，社会で要求される様々な工学システムの開発・設計・製造に関する次世代科学技

術を創出できる技術者を育成することを目標に，工学に関する広範な基礎学力，及び社会貢献の基盤

となる教養や人間性の習得，自主性や創造性の獲得，課題解決能力の養成，技術者としての国際性や

倫理観の確立に重きを置いた教育を実施する。 
 
＊学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 
【電気電子通信コース】

電気電子通信コースの教育目的と修得能力に則り，所定の教育課程を修了し，以下の各項目を身に

つけた学生に「学士（工学）」の学位を授与する。 
（知識・理解） 
１．幅広い教養を備え，電気電子通信工学に関する基本的な原理，法則，理論を理解している。 
（思考・判断） 
２．專門知識を実際の課題に結びつけて柔軟な思考ができ，創造的に応用することができる。 
（技能・表現） 
３．電気・電子・通信に関する機器の動作原理を理解し，活用することができる。 
４．他人と議論や協力ができる論理的なコミュニケーション能力・語学力を身につけている。 

（関心・意欲） 
５．科学技術の進展に高い関心を持ち，継続的・主体的に学習することができる。 
（態度） 
６．社会における役割を理解し，環境や安全に対する倫理観を身につけている。 
 
【知能・メディア情報コース】

知能・メディア情報コースの教育目的と修得能力に則り，所定の教育課程を修了し，以下の各項目

を身につけた学生に「学士（工学）」の学位を授与する。 
（知識・理解） 
１．幅広い教養と知能・メディア情報工学に関する基礎的な専門知識を身につけている。 
（思考・判断） 
２．問題の本質を理解し，基礎的な課題に対して解決法を考える能力，および問題解決のための具体

的な計画立案・遂行能力を身につけている。 
３．専門分野等の知識を活用してデータを分析することができ，論理的な評価や考察を行える能力を

身につけている。 
（技能・表現） 
４．知能・メディア情報システムを構成するハードウェアやソフトウェアを開発するために必要な基

礎的能力を幅広く身につけている。 
５．自らの思考・判断のプロセスや結果を論理的に表現する文章能力と，協創的課題解決のために他

人に説明するコミュニケーション能力を身につけている。 
６．知能・メディア情報工学及びその関連分野に関する基礎的な英語能力を身につけている。 
（興味・関心・態度） 
７．自然科学，地域課題，及び知能・メディア情報工学等の動向や進展に関心を持ち，主体的に学ぶ

ための基礎的な能力を身につけている。 
８．社会における知能・メディア情報システムの役割を理解し，技術者として社会に貢献する基礎的

な能力を身につけている。 
 
【機械科学コース】

機械科学コースの教育目的と修得能力に則り，所定の教育課程を修了し，以下の各項目を身につけ

た学生に「学士（工学）」の学位を授与する。 
（知識・理解） 
１．一般的な教養を身につけ，工学に関する幅広く基礎的な知識と，機械科学に関する専門的な知識

及び技能を修得している。 
（思考・判断） 
２．幅広く深い教養と総合的な判断力を身につけ，社会における科学技術者の在り方や社会への貢献

について考察できる。 
（技能・表現） 
３．機械科学分野の機器およびコンピュータを活用し，所望の機能を実現する基礎的な能力を身につ

けている。 
４．日本語と英語による論理的な表現力とコミュニケーション能力を身につけている。 
（関心・意欲） 
５．機械科学の進展に関心を持ち，専門的知識を応用しながら主体的に学習することができる。 
（態度） 
６．社会における機械科学の役割を理解し，環境や安全に対する倫理観を身につけている。 
 
【社会基盤・環境コース】

社会基盤・環境コースの教育目的と修得能力に則り，所定の教育課程を修了し，以下の各項目を身

につけた学生に「学士（工学）」の学位を授与する。 
（知識・理解） 
１．数学・自然科学および情報技術に関する知識を習得し，多面的な視点から考えることのできる能
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力を身につけている。 
２．社会基盤・環境工学の建設，環境，防災の各専門技術に関する知識とその知識を応用する能力を

身につけている。 
（思考・判断） 
３．問題の本質を理解し，必要な情報を収集・分析して解決法を考える能力，および問題解決のため

の具体的なデザイン・計画を立て，遂行する能力を身につけている（デザイン能力）。 
４．自ら課題を発見・解決する能力および主体的・持続的に学習を行う能力を身につけている（課題

発見能力，継続学習能力）。 
（関心・意欲・態度） 
５．地球環境・地域環境を理解する能力および持続可能な循環社会構築のための技術を考える能力を

身につけている。 
６．科学技術が社会や自然におよぼす影響を理解して，技術者としての社会的使命・責任を認識する

能力を身につけている（倫理）。 
（技能・表現） 
７．充分な語学力，および自国の文化・社会を学ぶとともに世界の多様な価値観を理解し，国際的に

通用するコミュニケーション能力を身につけている。 
８．自分の意見や実験研究の内容・成果を論理的・客観的に表現する文章作成能力とプレゼンテーシ

ョン能力を身につけている。 
９．他者と協力してチームで仕事をすることができる能力を身につけている（チームワーク力）。 
 
＊教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 
【電気電子通信コース】

電気電子通信コースでは，環境や人の暮らしに高い関心を持ちながら，効率化とクリーンエネルギ

ー化が進む電気エネルギー技術，材料や微細化により高度化が進む電子デバイス技術，社会の隅々ま

で張り巡らされる通信・システム技術の基礎を修得し，これらの技術の発展に貢献できる人材を育成

する教育研究を行う。 
電気電子通信コースでは，コースの学位授与の方針を実現するために，以下の通り，カリキュラム

を編成している。 
（知識・理解） 
１．科学技術が人間社会や自然環境に及ぼす影響を多面的に考えることができる素養を育み，豊かな

人格形成に資するために教養教育科目の履修を義務付けている。さまざまな専門分野の根底を形成

している普遍的な数理や，自然科学の基礎的知識を習得するために，低年次に数学，物理学，化学

に関する専門基礎科目を配置している。 
専門的となるコース科目では，電気回路，電磁気学，電子回路，計測・制御に関する科目群を基

幹の必修科目としており，電気電子通信の分野を学ぶための基礎を築くことができるようにしてい

る。また，数学と電気工学の橋渡しとして電気数学を設け，学び始めでつまずかないように配慮し

た構成としている。 
３年次からは電子システム分野，電子デバイス分野，電気エネルギー分野の３分野において，よ

り深く専門化した科目が用意され，難易度や前提となる予備知識に応じて，系統的に学ぶことがで

きるように科目を配置している。 
（思考・判断） 
２．講義で学んだ專門知識をベースとして，実社会と結びつけて課題を発見することができ，柔軟な

思考により問題解決への道を探り創造的に応用することができる人材を育成するために，低年次に

は「電気電子工学課題実習Ⅰ」，高年次には「電気電子工学専門研修」，「電気電子工学課題実習Ⅱ」，

「卒業研究」を配置している。これらの科目ではＰＢＬの手法が取り入れられている。 
（技能・表現） 
３．電気・電子・通信に関する機器の動作原理や操作方法を理解し，活用することができるようにす

るため，「電気電子工学基礎実験」，「電気電子工学応用実験」，「プログラム言語及び演習」，「組込

ソフトウェア実習」，「組込ハードウェア実習」，「電気設計製図」の実習科目を２－４年次に配置し

ている。これらの実験・実習により，ハードウェアからソフトウェアまで幅広く体験的な学習をす

ることができるようにしている。 
４．4年次の「卒業研究」では自ら調べ，能動的に調査・実験・研究を行う。成果や結果を発表する

ことや，レポートや論文にまとめる作業により，第三者に論理的に説明する表現能力を醸成する。

また，グローバル社会で活躍するための英語能力を身につけるために，「電気電子工学英語研修Ⅰ」，

「電気電子工学英語研修Ⅱ」，「国際研修」を配置している。 
（関心・意欲） 
５．科学技術の進展に高い関心を持ち，継続的・主体的に学習することができるように，コース内の

教員の研究を紹介する「電気電子工学特別講義」や，会社経営者や外部研究者を招聘する「電気電

子工学専門研修」を開講している。さらに，企業等でインターンシップを行う「社会体験学習」も

設置している。 
（態度） 
６．社会における役割を理解し，環境や安全に対する倫理観を身につけるために，１年次の教養科目

で実施する「基礎ゼミナール」で基礎的な教育を行い，学部内共通科目には「技術者倫理」を配置

している。また，企業や自治体における電気電子通信工学の関わりあいを学ぶために「社会体験学

習」や「工業経営管理論」等の科目も配置している。 
 
【知能・メディア情報コース】

知能・メディア情報コースでは，安心・安全で豊かな生活環境を支えるための高度で多様な情報シ

ステムを構築できる人材の育成を目標としている。このため，コンピュータの基礎理論から知能情報

工学，メディア情報工学に至るまでの広範な教育課程を以下のように編成している。 
（知識・理解） 
１．幅広い教養と知能・メディア情報工学に関する基礎的な専門知識を身につけるために，教養教育

科目や数学・理科に関する専門基礎科目を１，２年次に多く配置している。 
（思考・判断） 
２．問題の本質を理解し，基礎的な課題に対して解決法を考える能力，および問題解決のための具体

的な計画立案・遂行能力を身につけるために，コース内共通科目としてプログラミングに関する基

礎的な演習科目や数理計画法などの講義科目を２，３年次で履修できるように配置している。 
３．専門分野等の知識を活用してデータを分析することができ，論理的な評価や考察を行える能力を

身につけるために，コース内共通科目としてハードウェア実験やネットワーク実験などの実験科目，

データ解析やデータベースなどの講義科目を２〜４年次で履修できるように配置している。 
（技能・表現） 
４．知能・メディア情報システムを構成するハードウェアやソフトウェアを開発するために必要な基

礎的能力を幅広く身につけるために，コース内共通科目では１年次後期から４年次前期までの全学

期に渡り多くの演習科目を系統的に履修できるように配置している。また，知能情報工学・メディ

ア情報工学に関するより高い専門性を学ぶための科目として，ロボティクス，人工知能，コンピュ

ータグラフィックス，メディアシステムなどの講義科目を３年次で履修できるように配置している。 
５．自らの思考・判断のプロセスや結果を論理的に表現する文章能力と，協創的課題解決のために他

人に説明するコミュニケーション能力を身につけるために，創造プロジェクトやシステム創成プロ

ジェクトなどのPBL科目，キャリアセミナーなどの実習科目を配置している。 
６．知能・メディア情報工学及びその関連分野に関する基礎的な英語能力を身につけるために，教養

教育科目の外国語（英語，英語以外）やコース専門科目の実用英語セミナーなどを配置している。 
（関心・意欲・態度） 
７．自然科学，地域課題，及び知能・メディア情報工学等の動向や進展に関心を持ち，主体的に学ぶ

ための基礎的な能力を身につけるために，教養教育科目の履修を必修としている。 
８．社会における知能・メディア情報システムの役割を理解し，技術者として社会に貢献する基礎的

な能力を身につけるために，学部共通科目のソフトパス理工学概論を必修とし，コース内共通科目

として情報工学特別講義などの講義科目を配置している。 
 
【機械科学コース】

機械科学コースでは，学位授与の方針に基づき，学習の系統性に配慮しながら教育課程を編成し，

これに従って教育している。学位授与方針の各項目と対応する科目を以下に示す。 
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力を身につけている。 
２．社会基盤・環境工学の建設，環境，防災の各専門技術に関する知識とその知識を応用する能力を

身につけている。 
（思考・判断） 
３．問題の本質を理解し，必要な情報を収集・分析して解決法を考える能力，および問題解決のため

の具体的なデザイン・計画を立て，遂行する能力を身につけている（デザイン能力）。 
４．自ら課題を発見・解決する能力および主体的・持続的に学習を行う能力を身につけている（課題

発見能力，継続学習能力）。 
（関心・意欲・態度） 
５．地球環境・地域環境を理解する能力および持続可能な循環社会構築のための技術を考える能力を

身につけている。 
６．科学技術が社会や自然におよぼす影響を理解して，技術者としての社会的使命・責任を認識する

能力を身につけている（倫理）。 
（技能・表現） 
７．充分な語学力，および自国の文化・社会を学ぶとともに世界の多様な価値観を理解し，国際的に

通用するコミュニケーション能力を身につけている。 
８．自分の意見や実験研究の内容・成果を論理的・客観的に表現する文章作成能力とプレゼンテーシ

ョン能力を身につけている。 
９．他者と協力してチームで仕事をすることができる能力を身につけている（チームワーク力）。 
 
＊教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 
【電気電子通信コース】

電気電子通信コースでは，環境や人の暮らしに高い関心を持ちながら，効率化とクリーンエネルギ

ー化が進む電気エネルギー技術，材料や微細化により高度化が進む電子デバイス技術，社会の隅々ま

で張り巡らされる通信・システム技術の基礎を修得し，これらの技術の発展に貢献できる人材を育成

する教育研究を行う。 
電気電子通信コースでは，コースの学位授与の方針を実現するために，以下の通り，カリキュラム

を編成している。 
（知識・理解） 
１．科学技術が人間社会や自然環境に及ぼす影響を多面的に考えることができる素養を育み，豊かな

人格形成に資するために教養教育科目の履修を義務付けている。さまざまな専門分野の根底を形成

している普遍的な数理や，自然科学の基礎的知識を習得するために，低年次に数学，物理学，化学

に関する専門基礎科目を配置している。 
専門的となるコース科目では，電気回路，電磁気学，電子回路，計測・制御に関する科目群を基

幹の必修科目としており，電気電子通信の分野を学ぶための基礎を築くことができるようにしてい

る。また，数学と電気工学の橋渡しとして電気数学を設け，学び始めでつまずかないように配慮し

た構成としている。 
３年次からは電子システム分野，電子デバイス分野，電気エネルギー分野の３分野において，よ

り深く専門化した科目が用意され，難易度や前提となる予備知識に応じて，系統的に学ぶことがで

きるように科目を配置している。 
（思考・判断） 
２．講義で学んだ專門知識をベースとして，実社会と結びつけて課題を発見することができ，柔軟な

思考により問題解決への道を探り創造的に応用することができる人材を育成するために，低年次に

は「電気電子工学課題実習Ⅰ」，高年次には「電気電子工学専門研修」，「電気電子工学課題実習Ⅱ」，

「卒業研究」を配置している。これらの科目ではＰＢＬの手法が取り入れられている。 
（技能・表現） 
３．電気・電子・通信に関する機器の動作原理や操作方法を理解し，活用することができるようにす

るため，「電気電子工学基礎実験」，「電気電子工学応用実験」，「プログラム言語及び演習」，「組込

ソフトウェア実習」，「組込ハードウェア実習」，「電気設計製図」の実習科目を２－４年次に配置し

ている。これらの実験・実習により，ハードウェアからソフトウェアまで幅広く体験的な学習をす

ることができるようにしている。 
４．4年次の「卒業研究」では自ら調べ，能動的に調査・実験・研究を行う。成果や結果を発表する

ことや，レポートや論文にまとめる作業により，第三者に論理的に説明する表現能力を醸成する。

また，グローバル社会で活躍するための英語能力を身につけるために，「電気電子工学英語研修Ⅰ」，

「電気電子工学英語研修Ⅱ」，「国際研修」を配置している。 
（関心・意欲） 
５．科学技術の進展に高い関心を持ち，継続的・主体的に学習することができるように，コース内の

教員の研究を紹介する「電気電子工学特別講義」や，会社経営者や外部研究者を招聘する「電気電

子工学専門研修」を開講している。さらに，企業等でインターンシップを行う「社会体験学習」も

設置している。 
（態度） 
６．社会における役割を理解し，環境や安全に対する倫理観を身につけるために，１年次の教養科目

で実施する「基礎ゼミナール」で基礎的な教育を行い，学部内共通科目には「技術者倫理」を配置

している。また，企業や自治体における電気電子通信工学の関わりあいを学ぶために「社会体験学

習」や「工業経営管理論」等の科目も配置している。 
 
【知能・メディア情報コース】

知能・メディア情報コースでは，安心・安全で豊かな生活環境を支えるための高度で多様な情報シ

ステムを構築できる人材の育成を目標としている。このため，コンピュータの基礎理論から知能情報

工学，メディア情報工学に至るまでの広範な教育課程を以下のように編成している。 
（知識・理解） 
１．幅広い教養と知能・メディア情報工学に関する基礎的な専門知識を身につけるために，教養教育

科目や数学・理科に関する専門基礎科目を１，２年次に多く配置している。 
（思考・判断） 
２．問題の本質を理解し，基礎的な課題に対して解決法を考える能力，および問題解決のための具体

的な計画立案・遂行能力を身につけるために，コース内共通科目としてプログラミングに関する基

礎的な演習科目や数理計画法などの講義科目を２，３年次で履修できるように配置している。 
３．専門分野等の知識を活用してデータを分析することができ，論理的な評価や考察を行える能力を

身につけるために，コース内共通科目としてハードウェア実験やネットワーク実験などの実験科目，

データ解析やデータベースなどの講義科目を２〜４年次で履修できるように配置している。 
（技能・表現） 
４．知能・メディア情報システムを構成するハードウェアやソフトウェアを開発するために必要な基

礎的能力を幅広く身につけるために，コース内共通科目では１年次後期から４年次前期までの全学

期に渡り多くの演習科目を系統的に履修できるように配置している。また，知能情報工学・メディ

ア情報工学に関するより高い専門性を学ぶための科目として，ロボティクス，人工知能，コンピュ

ータグラフィックス，メディアシステムなどの講義科目を３年次で履修できるように配置している。 
５．自らの思考・判断のプロセスや結果を論理的に表現する文章能力と，協創的課題解決のために他

人に説明するコミュニケーション能力を身につけるために，創造プロジェクトやシステム創成プロ

ジェクトなどのPBL科目，キャリアセミナーなどの実習科目を配置している。 
６．知能・メディア情報工学及びその関連分野に関する基礎的な英語能力を身につけるために，教養

教育科目の外国語（英語，英語以外）やコース専門科目の実用英語セミナーなどを配置している。 
（関心・意欲・態度） 
７．自然科学，地域課題，及び知能・メディア情報工学等の動向や進展に関心を持ち，主体的に学ぶ

ための基礎的な能力を身につけるために，教養教育科目の履修を必修としている。 
８．社会における知能・メディア情報システムの役割を理解し，技術者として社会に貢献する基礎的

な能力を身につけるために，学部共通科目のソフトパス理工学概論を必修とし，コース内共通科目

として情報工学特別講義などの講義科目を配置している。 
 
【機械科学コース】

機械科学コースでは，学位授与の方針に基づき，学習の系統性に配慮しながら教育課程を編成し，

これに従って教育している。学位授与方針の各項目と対応する科目を以下に示す。 
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（知識・理解） 
１．文化，社会，自然，環境等に関する幅広い知識を身につけ，多様な価値観等に触れさせるために，

教養教育科目の履修を必修としている。 
機械科学に関する基礎的な専門知識を身につけるために，専門基礎科目に数学や物理に関する基

礎科目，コース内共通科目に機械科学の基礎的な講義科目や実習を低年次に配置している。 
機械科学に関する応用分野の知識を身につけるために，航空宇宙とロボット分野のものづくりに

関連する「航空宇宙分野」と「バイオ・ロボティクス分野」，融合的なものづくりに関連する「シ

ステムデザイン分野」の３つの教育研究分野を設置し，各分野に関する知識，ならびにその知識を

応用する能力を修得できるようにコース内専門科目を配置し，基礎から応用までを系統的に履修で

きるようにしている。 
（思考・判断） 
２．幅広く深い教養と総合的な判断力を身につけ，社会における科学技術者の在り方や社会への貢献

について考察できる能力を身につけるため，低年次には「初年次機械ゼミナール」，高年次には

「機械科学研修Ⅰ・Ⅱ」，「機械科学特別講義Ⅰ」，「技術者倫理」，「卒業研究」等を配置している。 
（技能・表現） 
３．機械科学分野の機器およびコンピュータを活用し，所望の機能を実現する基礎的な能力を身につ

けるために，「機械工作実習」，「FORTRAN実習」，「C言語実習」，「機械科学実験」等の実習科目を

１，２，３年次に履修できるよう配置している。3年次の「機械科学研修Ⅰ」では与えられたテー

マを通して課題解決を学び，4年次の「卒業研究」では学んだ知識を応用して研究成果をまとめる

というように，4年間を通してアクティブラーニングを実施する。 
４．専門分野の英語で書かれた基礎的な文献を理解できる英語能力を身につけるために，「工業英語」，

「機械科学研修Ⅱ」を配置している。 
（興味・関心） 
５．機械科学の進展に関心を持ち，専門的知識を応用しながら主体的に学習をするために，「機械科

学特別講義Ⅰ」，「機械科学研修Ⅰ・Ⅱ」，「卒業研究」の科目を配置している。 
（態度） 
６．社会における機械科学の役割を理解し，環境や安全に対する倫理観を身につけるために，学部内

共通科目に「技術者倫理」を配置し，実社会での専門家のあり方を体験させるために，「社会体験

学習」や「工業経営管理論」等の科目を配置している。 
 
【社会基盤・環境コース】

社会基盤・環境コースでは「安全・安心な社会の構築」と「人と環境に優しい持続可能な社会の創

出」を教育理念に，建設に関する広範な専門基礎学力と建設工学・環境工学・防災工学に関する様々

な課題や問題に対する解決能力を備えた専門技術者を育成する。具体的には，建設工学，環境工学，

防災工学の基礎と幅広い教養を身につけ，問題発見・解決能力を持ち，次世代の科学技術の創生と発

展を担うことができる人材，および，建設工学，環境工学，防災工学の専門性を高めながら，社会基

盤・環境工学分野を支え，地域復興のために貢献できる人材，より高い専門性が求められる同分野で

活躍できる人材を育成することを目指している。 
 このような観点から，社会基盤・環境コースでは，コースの学位授与の方針を実現するために，以

下の通りカリキュラムを編成している。 
 
（知識・理解） 
１．数学・自然科学および情報技術に関する知識を習得し，多面的な視点から考えることのできる能

力を修得できるように「基礎数学」「微分積分学I」などの専門基礎科目を必修としている。 
２．社会基盤・環境工学の建設工学，環境工学，防災工学の各専門技術に関する知識，ならびにその

知識を応用する能力を修得できるように体系的な履修を徹底する。 
（思考・判断） 
３．問題の本質を理解し，必要な情報を収集・分析して解決法を考え，問題解決のための具体的なデ

ザイン・計画を立て，遂行する能力を修得できるように地域創生課題演習Ⅰ，測量学実習Ⅰ,Ⅱ，

卒業研究等を必修としている。 
４．自ら課題を発見・解決しようとする問題意識をもち，主体的・持続的に学習を行う能力を修得で

きるように地域創生課題演習Ⅰ，測量学実習Ⅰ,Ⅱ，卒業研究等を必修としている。 
（関心・意欲・態度） 
５．地球環境・地域環境について深く理解し，環境と調和した持続可能な循環社会の構築のための技

術を考える能力と素養を修得できるように教養科目の環境科目，および「環境工学」等の専門教育

科目の体系的な履修を徹底する。 
６．科学技術が社会や自然におよぼす影響を理解して，技術者としての社会的使命・責任を認識でき

るように「技術者倫理」を必修としている。 
（技能・表現） 
７．充分な語学力を身に付け，自国の文化・社会を学ぶとともに世界の多様な価値観を理解し，国際

的に通用するコミュニケーション能力を修得できるように教養科目，語学科目，専門教育科目の科

学技術英語Ⅰ,Ⅱを必修としている。 
８．自分の意見や実験研究の内容・成果を論理的・客観的に表現する文章作成能力とプレゼンテーシ

ョン能力を修得できるように地域創生課題演習Ⅰ，科学技術英語Ⅱ，卒業研究等を必修としている。 
９．他者と協力してチームで仕事をする能力を修得できるように地域創生課題演習Ⅰ，測量学実習Ⅰ

を必修としている。 
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（知識・理解） 
１．文化，社会，自然，環境等に関する幅広い知識を身につけ，多様な価値観等に触れさせるために，

教養教育科目の履修を必修としている。 
機械科学に関する基礎的な専門知識を身につけるために，専門基礎科目に数学や物理に関する基

礎科目，コース内共通科目に機械科学の基礎的な講義科目や実習を低年次に配置している。 
機械科学に関する応用分野の知識を身につけるために，航空宇宙とロボット分野のものづくりに

関連する「航空宇宙分野」と「バイオ・ロボティクス分野」，融合的なものづくりに関連する「シ

ステムデザイン分野」の３つの教育研究分野を設置し，各分野に関する知識，ならびにその知識を

応用する能力を修得できるようにコース内専門科目を配置し，基礎から応用までを系統的に履修で

きるようにしている。 
（思考・判断） 
２．幅広く深い教養と総合的な判断力を身につけ，社会における科学技術者の在り方や社会への貢献

について考察できる能力を身につけるため，低年次には「初年次機械ゼミナール」，高年次には

「機械科学研修Ⅰ・Ⅱ」，「機械科学特別講義Ⅰ」，「技術者倫理」，「卒業研究」等を配置している。 
（技能・表現） 
３．機械科学分野の機器およびコンピュータを活用し，所望の機能を実現する基礎的な能力を身につ

けるために，「機械工作実習」，「FORTRAN実習」，「C言語実習」，「機械科学実験」等の実習科目を

１，２，３年次に履修できるよう配置している。3年次の「機械科学研修Ⅰ」では与えられたテー

マを通して課題解決を学び，4年次の「卒業研究」では学んだ知識を応用して研究成果をまとめる

というように，4年間を通してアクティブラーニングを実施する。 
４．専門分野の英語で書かれた基礎的な文献を理解できる英語能力を身につけるために，「工業英語」，

「機械科学研修Ⅱ」を配置している。 
（興味・関心） 
５．機械科学の進展に関心を持ち，専門的知識を応用しながら主体的に学習をするために，「機械科

学特別講義Ⅰ」，「機械科学研修Ⅰ・Ⅱ」，「卒業研究」の科目を配置している。 
（態度） 
６．社会における機械科学の役割を理解し，環境や安全に対する倫理観を身につけるために，学部内

共通科目に「技術者倫理」を配置し，実社会での専門家のあり方を体験させるために，「社会体験

学習」や「工業経営管理論」等の科目を配置している。 
 
【社会基盤・環境コース】

社会基盤・環境コースでは「安全・安心な社会の構築」と「人と環境に優しい持続可能な社会の創

出」を教育理念に，建設に関する広範な専門基礎学力と建設工学・環境工学・防災工学に関する様々

な課題や問題に対する解決能力を備えた専門技術者を育成する。具体的には，建設工学，環境工学，

防災工学の基礎と幅広い教養を身につけ，問題発見・解決能力を持ち，次世代の科学技術の創生と発

展を担うことができる人材，および，建設工学，環境工学，防災工学の専門性を高めながら，社会基

盤・環境工学分野を支え，地域復興のために貢献できる人材，より高い専門性が求められる同分野で

活躍できる人材を育成することを目指している。 
 このような観点から，社会基盤・環境コースでは，コースの学位授与の方針を実現するために，以

下の通りカリキュラムを編成している。 
 
（知識・理解） 
１．数学・自然科学および情報技術に関する知識を習得し，多面的な視点から考えることのできる能

力を修得できるように「基礎数学」「微分積分学I」などの専門基礎科目を必修としている。 
２．社会基盤・環境工学の建設工学，環境工学，防災工学の各専門技術に関する知識，ならびにその

知識を応用する能力を修得できるように体系的な履修を徹底する。 
（思考・判断） 
３．問題の本質を理解し，必要な情報を収集・分析して解決法を考え，問題解決のための具体的なデ

ザイン・計画を立て，遂行する能力を修得できるように地域創生課題演習Ⅰ，測量学実習Ⅰ,Ⅱ，

卒業研究等を必修としている。 
４．自ら課題を発見・解決しようとする問題意識をもち，主体的・持続的に学習を行う能力を修得で

きるように地域創生課題演習Ⅰ，測量学実習Ⅰ,Ⅱ，卒業研究等を必修としている。 
（関心・意欲・態度） 
５．地球環境・地域環境について深く理解し，環境と調和した持続可能な循環社会の構築のための技

術を考える能力と素養を修得できるように教養科目の環境科目，および「環境工学」等の専門教育

科目の体系的な履修を徹底する。 
６．科学技術が社会や自然におよぼす影響を理解して，技術者としての社会的使命・責任を認識でき

るように「技術者倫理」を必修としている。 
（技能・表現） 
７．充分な語学力を身に付け，自国の文化・社会を学ぶとともに世界の多様な価値観を理解し，国際

的に通用するコミュニケーション能力を修得できるように教養科目，語学科目，専門教育科目の科

学技術英語Ⅰ,Ⅱを必修としている。 
８．自分の意見や実験研究の内容・成果を論理的・客観的に表現する文章作成能力とプレゼンテーシ

ョン能力を修得できるように地域創生課題演習Ⅰ，科学技術英語Ⅱ，卒業研究等を必修としている。 
９．他者と協力してチームで仕事をする能力を修得できるように地域創生課題演習Ⅰ，測量学実習Ⅰ

を必修としている。 
 
 

－ 189 －

ADM135
テキストボックス



 

＜特別プログラム＞
特別プログラムとは，通常の教育プログラムに加えて，さらに高度な専門性や国際性，課題解決能

力を身につけることを目的としたプログラムであり，「先端理工学特別プログラム」「地域創生特別プ

ログラム＜ものづくり系＞＜防災・まちづくり系＞」の３つがある。 
 
 
先端理工学特別プログラム
 
＊ 教育目的 

先端理工学特別プログラムは，所属するコースの教育課程を通じてコースとしての教養及び専門性

を修得するとともに，専門分野でのより卓越した知識・技能，高い素養とリーダーシップを持って地

域／日本／世界で幅広く活躍する人材の育成を目的とする。
 
＊ 修得すべき能力 

先端理工学特別プログラムでは，その教育プログラムを通して学生が以下の能力を修得することを

目指す。 
（１）専攻分野における高度な知識と技能を兼ね備えた上で，自ら課題を発見しその解決方法を自ら

提案し，それを遂行できる独創性・実行力 
（２）周囲と協力しながら課題解決にあたる協調性，多様な価値観を受け入れる寛容性，そこから最

善の方策を示すことができる判断力 
（３）充分なコミュニケーション及びインタープリテーション能力を備え，周囲のリソースが持つポ

テンシャルを充分に引き出せる能力 
（４）専攻分野のみにとらわれず，グローバルな視野に立って物事の価値をとらえる柔軟性を持ち， 

客観的なものの見方ができる能力 
（５）日本や地域の未来を支える中心となる国際性，リーダーシップ 
 
 
 
地域創生特別プログラム＜ものづくり系＞
 
＊ 教育目的 

地域創生特別プログラム＜ものづくり系＞は，所属するコースの教育課程を通じてコースとしての

教養及び専門性を修得するとともに，地域産業の活性化に資するリーダー的専門技術者及び地域企業

に独自技術の芽を吹かせる力を持った人材の育成を目的とする。
 
＊ 修得すべき能力 

地域創生特別プログラム＜ものづくり系＞では，その教育プログラムを通して，学生が以下の能力

を修得することを目指す。

（１）地域課題を理解し，地域を活性化しようという意欲

（２）専門分野の知識及びものづくりに関連する幅広い実践技術を身につけ，問題を着実に解決しな

がら独自技術を開発していく能力

（３）プロジェクトを推進するにあたって必要な協調性，コミュニケーション能力，プロジェクトリ

ーダーに求められる豊かな人間性と倫理観
 
 
 
地域創生特別プログラム＜防災・まちづくり系＞
 
＊ 教育目的 

地域創生特別プログラム＜防災・まちづくり系＞は，所属する社会基盤・環境コースの教養及び専

 
門性を修得するとともに，東日本大震災からの復興や今後想定される災害への備えに貢献し，地域に

おける防災・まちづくりのリーダーとなる人材の育成を目的とする。
 
＊ 修得すべき能力 

地域創生特別プログラム＜防災・まちづくり系＞では，その教育プログラムを通して，学生が以下

の能力を修得することを目指す。

（１）建設工学，環境工学，防災工学の基礎と幅広い教養を身につけ，問題発見・解決能力を持ち，

次世代の科学技術の創生と発展を担うことができる能力

（２）地域防災・まちづくりの専門性を高めながら，地域防災・復興のために貢献できる能力

（３）復興からの学びをとおして，「くらしの再建」や「なりわいの再生」を含む総合的な視野と地

域創生のためのマネジメント能力
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＜特別プログラム＞
特別プログラムとは，通常の教育プログラムに加えて，さらに高度な専門性や国際性，課題解決能

力を身につけることを目的としたプログラムであり，「先端理工学特別プログラム」「地域創生特別プ

ログラム＜ものづくり系＞＜防災・まちづくり系＞」の３つがある。 
 
 
先端理工学特別プログラム
 
＊ 教育目的 

先端理工学特別プログラムは，所属するコースの教育課程を通じてコースとしての教養及び専門性

を修得するとともに，専門分野でのより卓越した知識・技能，高い素養とリーダーシップを持って地

域／日本／世界で幅広く活躍する人材の育成を目的とする。
 
＊ 修得すべき能力 

先端理工学特別プログラムでは，その教育プログラムを通して学生が以下の能力を修得することを

目指す。 
（１）専攻分野における高度な知識と技能を兼ね備えた上で，自ら課題を発見しその解決方法を自ら

提案し，それを遂行できる独創性・実行力 
（２）周囲と協力しながら課題解決にあたる協調性，多様な価値観を受け入れる寛容性，そこから最

善の方策を示すことができる判断力 
（３）充分なコミュニケーション及びインタープリテーション能力を備え，周囲のリソースが持つポ

テンシャルを充分に引き出せる能力 
（４）専攻分野のみにとらわれず，グローバルな視野に立って物事の価値をとらえる柔軟性を持ち， 

客観的なものの見方ができる能力 
（５）日本や地域の未来を支える中心となる国際性，リーダーシップ 
 
 
 
地域創生特別プログラム＜ものづくり系＞
 
＊ 教育目的 

地域創生特別プログラム＜ものづくり系＞は，所属するコースの教育課程を通じてコースとしての

教養及び専門性を修得するとともに，地域産業の活性化に資するリーダー的専門技術者及び地域企業

に独自技術の芽を吹かせる力を持った人材の育成を目的とする。
 
＊ 修得すべき能力 

地域創生特別プログラム＜ものづくり系＞では，その教育プログラムを通して，学生が以下の能力

を修得することを目指す。

（１）地域課題を理解し，地域を活性化しようという意欲

（２）専門分野の知識及びものづくりに関連する幅広い実践技術を身につけ，問題を着実に解決しな

がら独自技術を開発していく能力

（３）プロジェクトを推進するにあたって必要な協調性，コミュニケーション能力，プロジェクトリ

ーダーに求められる豊かな人間性と倫理観
 
 
 
地域創生特別プログラム＜防災・まちづくり系＞
 
＊ 教育目的 

地域創生特別プログラム＜防災・まちづくり系＞は，所属する社会基盤・環境コースの教養及び専

 
門性を修得するとともに，東日本大震災からの復興や今後想定される災害への備えに貢献し，地域に

おける防災・まちづくりのリーダーとなる人材の育成を目的とする。
 
＊ 修得すべき能力 

地域創生特別プログラム＜防災・まちづくり系＞では，その教育プログラムを通して，学生が以下

の能力を修得することを目指す。

（１）建設工学，環境工学，防災工学の基礎と幅広い教養を身につけ，問題発見・解決能力を持ち，

次世代の科学技術の創生と発展を担うことができる能力

（２）地域防災・まちづくりの専門性を高めながら，地域防災・復興のために貢献できる能力

（３）復興からの学びをとおして，「くらしの再建」や「なりわいの再生」を含む総合的な視野と地

域創生のためのマネジメント能力
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