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学習・教育目標 

基準 1(1) 

(a)～(h)

の項目注注注注

２）２）２）２） 

総合評価達成チェック方法 

学習目標(A)～（C）の総合評価として，表中の科目群を指定単位以上取得

した場合に，それぞれを達成したとして合格とする． 

(a1) 健康を保つ知識や意識を身に

つける。 
(a) 

共通教育「健康運動系科目」から２単位以上を修得する 

□ 「「「「                                                」（」（」（」（            単位）単位）単位）単位） 

□ 「「「「                                                」（」（」（」（            単位）単位）単位）単位） 

計（計（計（計（            ）単位）単位）単位）単位 

(a2) 哲学、思想、倫理、歴史、文

化、平和についての幅広い教養を

身につける。 

(a) 

共通教育「人文系科目」から２単位以上を修得する 

□ 「「「「                                                」（」（」（」（            単位）単位）単位）単位） 

□ 「「「「                                                」（」（」（」（            単位）単位）単位）単位） 

計（計（計（計（            ）単位）単位）単位）単位 

(a3) 憲法、政治、社会、経済、経

営、環境などに関する知識を獲得

し、幅広く柔軟な思考を身につけ

る。 

(a) 
(e) 

共通教育「社会系科目」から２単位以上を修得する 

□ 「「「「                                                」（」（」（」（            単位）単位）単位）単位） 

□ 「「「「                                                」（」（」（」（            単位）単位）単位）単位） 

 計（計（計（計（            ）単位）単位）単位）単位 

(a4) 平和、地域文化、環境、自

然、異文化理解、倫理などを学

び、豊かな人間性を身につける。 

(a) 

共通教育「総合及び琉大特色科目」から４単位以上を修得する 

□ 「「「「                                                」（」（」（」（            単位）単位）単位）単位） 

□ 「「「「                                                」（」（」（」（            単位）単位）単位）単位） 

□ 「「「「                                                」（」（」（」（            単位）単位）単位）単位）      

計（計（計（計（            ）単位）単位）単位）単位 

(a5) 文章表現の学習により日本語

コミュニケーション能力を身につ

ける。 

(f) 
□ 「「「「日本語表現法入門日本語表現法入門日本語表現法入門日本語表現法入門」（」（」（」（2単位）単位）単位）単位） 

計計計計 2単位単位単位単位 

(A) 

技術的・倫理

的視点で社会

に貢献できる

能力 

(a6) 技術者の社会的責任を自覚

し、設計・製作における安全，健

康，環境への影響を考慮できるよ

うな能力を身につける。 

(b) 
□ 「技術者の倫理」（「技術者の倫理」（「技術者の倫理」（「技術者の倫理」（2単位）単位）単位）単位） 

計計計計 2単位単位単位単位 

(b1) １年生が技術者の社会的責任

を自覚する第一歩として、機械技

術の基礎を身につける。 

(d2) 
□ 「「「「機械基礎工学（機械基礎工学（機械基礎工学（機械基礎工学（講義前半：講義前半：講義前半：講義前半：各分野各分野各分野各分野概要）」概要）」概要）」概要）」（（（（2単位）単位）単位）単位） 

                    計計計計 2単位単位単位単位    

(b2) 物理学，力学あるいは化学の

基礎知識を修得し，応用できる素

養を身につける 

(c) 
□ 「物理学「物理学「物理学「物理学ⅠⅠⅠⅠ」」」」（（（（2単位）単位）単位）単位） 

□ 「物理学「物理学「物理学「物理学ⅡⅡⅡⅡ」」」」（（（（2単位）単位）単位）単位） 

□ 「工業力学」「工業力学」「工業力学」「工業力学」（（（（4単位）単位）単位）単位）                                                                 計計計計 8単位単位単位単位 

(b3) 数学の基礎知識，線形代数、

微積分学などの応用能力と確率・

統計の基礎を身につける 

(c) 

(d1) 

□ 「微分積分学ＳＴ「微分積分学ＳＴ「微分積分学ＳＴ「微分積分学ＳＴⅠⅠⅠⅠ」」」」（（（（2単位）単位）単位）単位） 

□ 「微分積分学ＳＴ「微分積分学ＳＴ「微分積分学ＳＴ「微分積分学ＳＴⅡⅡⅡⅡ」」」」（（（（2単位）単位）単位）単位） 

□ 「工業数学「工業数学「工業数学「工業数学ⅠⅠⅠⅠ」」」」（（（（2単位）単位）単位）単位） 

□ 「線形代数学」「線形代数学」「線形代数学」「線形代数学」（（（（2単位）単位）単位）単位） 

□ 「工業数学「工業数学「工業数学「工業数学ⅡⅡⅡⅡ」」」」（（（（2単位）単位）単位）単位） 

□ 「確率及び「確率及び「確率及び「確率及び統計」統計」統計」統計」（（（（2単位）単位）単位）単位）                                                      計計計計 12単位単位単位単位 

(b4) 投影・情報技術の基礎知識を

修得し，応用できる素養を身につ

ける。 

(c) 
□ 「図学」「図学」「図学」「図学」（（（（2単位）単位）単位）単位） 

□ 「情報科学演習」「情報科学演習」「情報科学演習」「情報科学演習」（（（（2単位）単位）単位）単位）                                                         計計計計 4単位単位単位単位 

(b5) 機械主要分野（材料と構造）

の基礎知識を習得し，応用できる

知識を身につける。 

(d2) 
□ 「材料力学「材料力学「材料力学「材料力学ⅠⅠⅠⅠ」」」」（（（（2.5単位）単位）単位）単位） 

□ 「材料力学「材料力学「材料力学「材料力学ⅡⅡⅡⅡ」」」」（（（（2.5単位）単位）単位）単位） 

□ 「機械材料「機械材料「機械材料「機械材料ⅠⅠⅠⅠ」」」」（（（（2単位）単位）単位）単位）                                                                計計計計 7777 単位単位単位単位 

(b6) 機械主要分野（運動と振動）

の基礎知識を習得し，応用できる

知識を身につける。 

(d2) □ 「振動工学」「振動工学」「振動工学」「振動工学」（（（（2単位）単位）単位）単位）                                                                 計計計計 2222 単位単位単位単位 

(b7) 機械主要分野（エネルギーと

流れ）の基礎知識を習得し，応用

できる知識を身につける。 

(d2) 

□ 「流体力学「流体力学「流体力学「流体力学ⅠⅠⅠⅠ」」」」（（（（2.5単位）単位）単位）単位） 

□ 「流体力学「流体力学「流体力学「流体力学ⅡⅡⅡⅡ」」」」（（（（2.5単位）単位）単位）単位） 

□ 「熱力学「熱力学「熱力学「熱力学ⅠⅠⅠⅠ」」」」（（（（2.5単位）単位）単位）単位） 

□ 「熱力学「熱力学「熱力学「熱力学ⅡⅡⅡⅡ」」」」（（（（2.5単位）単位）単位）単位） 

□ 「伝熱工学」「伝熱工学」「伝熱工学」「伝熱工学」（（（（2単位）単位）単位）単位）                                                              計計計計 12222 単位単位単位単位    

(b8) 機械主要分野（設計と生産管

理）の基礎知識を習得し，応用で

きる知識を身につける。 

(d2) 

□ 「基礎製「基礎製「基礎製「基礎製図」図」図」図」（（（（2単位）単位）単位）単位） 

□ 「機械要素設計学」「機械要素設計学」「機械要素設計学」「機械要素設計学」（（（（2単位）単位）単位）単位）         

□ 「材料加工学「材料加工学「材料加工学「材料加工学ⅠⅠⅠⅠ」」」」（（（（2単位）単位）単位）単位）     

□ 「機械システム設計製図「機械システム設計製図「機械システム設計製図「機械システム設計製図ⅠⅠⅠⅠ（（（（講義前半：講義前半：講義前半：講義前半：CADCADCADCAD・・・・CAECAECAECAE））））」」」」（（（（1.5単位）単位）単位）単位）     

□ 「機械システム設計製図「機械システム設計製図「機械システム設計製図「機械システム設計製図ⅡⅡⅡⅡ」」」」（（（（1.5単位）単位）単位）単位）                                        計計計計 5単位単位単位単位    

(b9) 機械主要分野（情報と計測工

学）に関する基礎知識を習得し，

応用できる知識を身につける。 

(d2) 

□ 「プログラミング「プログラミング「プログラミング「プログラミングⅠⅠⅠⅠ」」」」（（（（2単位）単位）単位）単位） 

□ 「計測工学」「計測工学」「計測工学」「計測工学」（（（（2単位）単位）単位）単位） 

□ 「基礎制御工学「基礎制御工学「基礎制御工学「基礎制御工学ⅠⅠⅠⅠ」」」」（（（（2単位）単位）単位）単位）                                                      計計計計 6666 単位単位単位単位    

(B) 

自然科学の基

礎から機械の

専門分野を習

得し、これを

応用できる能

力 
 

 
（裏面に続く） 

 

 

(b10) 実験等を計画・遂行し、結

果を解析し、それを工学的に考察

する能力を身につける。 

(d3) 

□ 「機械システム工学実験「機械システム工学実験「機械システム工学実験「機械システム工学実験ⅠⅠⅠⅠ」」」」（（（（1.5単位）単位）単位）単位）     

□ 「機械システム工学実験「機械システム工学実験「機械システム工学実験「機械システム工学実験ⅡⅡⅡⅡ」」」」（（（（1.5単位）単位）単位）単位）     

□ 「卒業研究」「卒業研究」「卒業研究」「卒業研究」（（（（6単位）単位）単位）単位）                                                                 計計計計 9999 単位単位単位単位    



学習・教育目標 

基準 1(1) 

(a)～(h)

の項目注注注注

２）２）２）２） 

総合評価達成チェック方法 

学習目標(A)～（C）の総合評価として，表中の科目群を指定単位以上取得

した場合に，それぞれを達成したとして合格とする． 

(表面から続き) 

 

 
(B) 

自然科学の基

礎から機械の

専門分野を習

得し、これを

応用できる能

力 
 

(b11) 機械工学およびその周辺分

野に関する知識を習得し，工学的

問題に応用する能力を身につけ

る。 

(d1) 

(d2) 

(e) 
(f) 

(g) 

(h) 

「専門選択科目群」注１）注１）注１）注１）から 15単位以上取得する． 

□ 「「「「                                                」（」（」（」（            単位）単位）単位）単位） 

□ 「「「「                                                」（」（」（」（            単位）単位）単位）単位） 

□ 「「「「                                                」（」（」（」（            単位）単位）単位）単位） 

□ 「「「「                                                」（」（」（」（            単位）単位）単位）単位） 

□ 「「「「                                                」（」（」（」（            単位）単位）単位）単位） 

□ 「「「「                                                」（」（」（」（            単位）単位）単位）単位） 

□ 「「「「                                                」（」（」（」（            単位）単位）単位）単位） 

□ 「「「「                                                」（」（」（」（            単位）単位）単位）単位） 

□ 「「「「                                                」（」（」（」（            単位）単位）単位）単位） 

計（計（計（計（            ）単位）単位）単位）単位    

(c1) 外国語の学習により，社会に

発信できる国際コミュニケーショ

ン能力を養う。 

(a) 

(g) 

共通教育「外国語科目」から英語 8 単位以上，英語以外の一外国語 4 単位

以上，計 12 単位以上を修得する 

□ 「総合英語演習「総合英語演習「総合英語演習「総合英語演習ⅠⅠⅠⅠ」」」」（（（（2単位）単位）単位）単位） 

□ 「総合英語演習「総合英語演習「総合英語演習「総合英語演習ⅡⅡⅡⅡ」」」」（（（（2単位）単位）単位）単位） 

□ 「英語講読演習「英語講読演習「英語講読演習「英語講読演習ⅠⅠⅠⅠ」」」」（（（（1単位）単位）単位）単位） 

□ 「英語講読演「英語講読演「英語講読演「英語講読演習習習習ⅡⅡⅡⅡ」」」」（（（（1単位）単位）単位）単位） 

□ 「英語講読特演」「英語講読特演」「英語講読特演」「英語講読特演」（（（（2単位）単位）単位）単位） 

□ 「「「「                                        ::::（第（第（第（第 2222 外国語外国語外国語外国語ⅠⅠⅠⅠ）」）」）」）」（（（（2単位）単位）単位）単位） 

□ 「「「「                                        ::::（第（第（第（第 2222 外国語外国語外国語外国語ⅡⅡⅡⅡ）」）」）」）」（（（（2単位）単位）単位）単位） 

計（計（計（計（            ）単位）単位）単位）単位 

(c2) 自然科学に関する実験手法や

データ解析手法を習得し，専門分

野への応用できる能力を身につけ

る。 

(g) 

□ 「物理学実験」「物理学実験」「物理学実験」「物理学実験」（（（（1単位）単位）単位）単位） 

□ 「化学実験」「化学実験」「化学実験」「化学実験」    （（（（1単位）単位）単位）単位）                                                                                                                                                         

計計計計 2222 単位単位単位単位    

(c3) 自発的・継続的に課題を探求

し，解決できる能力および成果を

発表できる能力を身につける。 

(a) 

(c) 

(d3) 
(e) 

(f) 

(h) 

□ 「卒業研究」（「卒業研究」（「卒業研究」（「卒業研究」（6単位）単位）単位）単位） 

                                    計計計計 6666 単位単位単位単位    

(c4) 工学的実験および討論を通

し，結果をまとめて工学的なレポ

ートを作成できる能力を身につけ

る。 

(d3) 
(g) 

(e) 

□ 「機械システム工学実験「機械システム工学実験「機械システム工学実験「機械システム工学実験ⅠⅠⅠⅠ」（」（」（」（1.5単位）単位）単位）単位） 

□ 「機械システム工学実験「機械システム工学実験「機械システム工学実験「機械システム工学実験ⅡⅡⅡⅡ」（」（」（」（1.5単位）単位）単位）単位）                                 

計計計計 3333 単位単位単位単位    

(C) 

習得した能力

および知見を

基に問題を捉

え，その成果

を自主的，継

続的に社会に

向けて，発

信・行動でき

る能力 
 

(c5) 安全性，経済性，環境負荷を

考慮したエンジニアリングデザイ

ン能力を身につける。 

(d2) 
(e) 

(f) 

(g) 
(h) 

以下の科目から 5単位以上取得する． 

□ 「機械基礎工学「機械基礎工学「機械基礎工学「機械基礎工学（（（（講義後半：講義後半：講義後半：講義後半：体験型学習）体験型学習）体験型学習）体験型学習）」（」（」（」（2単位）単位）単位）単位） 

□ 「「「「材料加工学実習材料加工学実習材料加工学実習材料加工学実習」（」（」（」（1.5単位）単位）単位）単位） 

□ 「「「「機械システム設計製図機械システム設計製図機械システム設計製図機械システム設計製図ⅠⅠⅠⅠ（（（（講義後半講義後半講義後半講義後半:エンジニアリングデザイン）エンジニアリングデザイン）エンジニアリングデザイン）エンジニアリングデザイン）」」」」

（（（（1.5単位）単位）単位）単位） 

□ 「「「「機械システム工学演習機械システム工学演習機械システム工学演習機械システム工学演習」（」（」（」（2単位）単位）単位）単位）                     

計（計（計（計（             ）単位）単位）単位）単位 

 

注１）注１）注１）注１）「専門選択科目群」：工業数学Ⅲ，発表の為の技術英語，品質管理，機械材料Ⅱ，材料力学Ⅲ，複合材料設計，材料強度学，セラミック

ス・X 線解析，高分子合成論，機械運動学，現代制御理論，信号処理工学，材料加工学Ⅱ，溶接工学，工業所有権法，

プログラミングⅡ，粘性流体力学，熱機関工学Ⅰ，熱機関工学Ⅱ，超精密加工学，表面・界面工学，流体機械学Ⅰ，

理想流体力学，圧縮性流体力学，蒸気工学，職業指導，現業実習，電気工学概論，基礎制御工学Ⅱ，機械システム工

学演習，特別講義Ⅰ～Ⅷ 

注２）注２）注２）注２）基準１の（１）の知識・能力 

(a) 地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養 

(b) 技術が社会や自然に及ぼす影響や効果、および技術者が社会に対して負っている責任に関する理解（技術者倫理） 

(c) 数学、自然科学および情報技術に閲する知識とそれらを応用できる能力 

(d) 該当する分野の専門技術に関する知識とそれらを問題解決に応用できる能力 

（1） 数学については線形代数、微積分学などの応用能力と確率・統計の基礎および自然科学については物理学の基礎に閲する知識． 

（2） 機械工学の主要分野（材料と構造、運動と振動、エネルギーと流れ、情報と計測・制御、設計と生産・管理、機械とシステム）のう

ち各プログラムが重要と考える分野に関する知識と、それらを問題解決に応用できる能力．なお、各分野の内容要件については別に

定める． 

（3） 実験等を計画・遂行し、結果を解析し、それを工学的に考察する能力． 

(b) 種々の科学、技術および情報を利用して社会の要求を解決するためのデザイン能力 

(c) 日本語よる論理的な記述力、口頭発表力、討議等のコミュニケーション能力および国際的に通用するコミュニケーション基礎能力 

(d) 自主的、継続的に学習できる能力 

(e) 与えられた制約の下で計画的に仕事を進め、まとめる能力 


