
■教養展開科目

GV1124 環境をデザインする

GX230   文化をつくる 他

■初修外国語科目

GG103 ドイツ語Ⅰマスター

GC101 中国語Ⅰ文化 他

工学部総合工学科 （建築学コース）カリキュラムマップ

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

3
年
次

2
年
次

1
年
次

CP12：社会的要求を踏まえ、工学に関する技術開発を通じ問題解決を可能とするための、知識・技能等の総合的且つ積極的活用

CP11：知的財産権や倫理、工業技術の開発・発展を視座に、多様な情報の収集、分析、発信能力の涵養

CP10：工学において自分の考えを伝え、相手の考えを理解するためのコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力の修得

CP4：地球規模や地域の視点から持続的な社会の発展を目指す課題解決能力の涵養

CP3：社会的、文化的視座の獲得

専門教育科目

普遍教育科目

ディプロマポリシー カリキュラムポリシー

■英語科目

GE101 英語Ⅰ（Ｌ＆Ｓ）

GE201 英語Ⅲ（総合）

GE303 海外研修英語（アラバマ大） 他

■教養コア科目

GA101 数理

GA102 救急医学

GA103 文化と人間 他

■スポーツ・健康科目

GP108 テニス

GP111 バドミントン 他

●DP5
高い問題解決能力

■情報リテラシー科目

GT101 情報リテラシー

CP6：地球的視点から、社会、自然、環境について理解、人類や社会の課題と工学との関わりを認識

CP5：国内外の多様な文化・価値観を理解し、工学に関する技術の開発・発展への活用

CP9：工学に関して解決すべき問題の発見、多面的・論理的に分析、解決

CP8：論理的思考の実践や他者とのコミュニケーションのための自然・社会的事象、科学的事象や思考結果などの表現力の涵養

CP7：工学上の問題解決のための知識の修得

CP2：社会規範・倫理性

CP1：自己の目標設定・評価・検証、新しい知識・能力の獲得

CM203 微分方程式
CM205,6 統計学

専門基礎科目

CM102,3 微積分学
CM107,8,9 線形代数学
CP106 電磁気学基礎学
CP103,4 力学基礎
CP106 電磁気学基礎
CP112 物理学基礎実験Ⅰ 他

TX108 工学入門Ａ
TX109 工学入門Ｂ
TX110 工学入門Ｃ
TX111,2 化学基礎
TX120 工学基礎ｾﾐﾅｰ

TX201 工学倫理

TX301 知的財産権ｾﾐﾅｰ
TX303 工学英語

TA101 図学演習

TA211 建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ基礎
TA212 建築設計Ⅰ
TA213 建築設計Ⅱ
TA214 建築設計Ⅲ

TA311 建築設計Ⅳ
TA312 建築設計Ⅴ
TA313 建築設計Ⅵ
TA314 建築設計Ⅶ

TA403 卒業論文 TA404 卒業設計

TA301 造園学
TA306 建築史野外研修
TA391 建築法規・行政
TA321 建築の保全と再生
TA322 建築計画Ⅱ
TA325 近現代建築論、他

TA151 構造力学Ⅰ
TA152 構造力学演習Ⅰ

TA251 構造力学Ⅱ
TA253 材料力学
TA261 構造設計Ⅰ
TA271 建築材料、他

TA121 世界建築史

TA203 建築設計学
TA221 日本建築史
TA222 建築計画Ⅰ
TA224 都市環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ

TA351 荷重外力論
TA352 基礎地盤工学
TA361 構造設計Ⅱ
TA363 構造設計Ⅲ
TA365 構造耐力論
TA366 火災安全工学
TA371 材料・構造実験、他

TA231 建築環境計画Ⅰ
TA281 建築構法

TA305 建築情報処理
TA331 建築環境計画Ⅱ
TA332 建築環境計画Ⅲ
TA341 建築設備計画Ⅰ
TA342 建築設備計画Ⅱ
TA382 建築施工

TA304 インターンシップ
TA307 建築実践研究
TA391 建築法規・行政

その他

設計・計画・都市・歴史領域構造領域環境・設備・生産領域

TA402 卒業演習

俯瞰科目 工学スキル形成科目

◆▼

◆▼ ▼

◆▼ ◆■▼

◆■▼

●▲◆■

●▲▲◆ ●▲◆ ●▲◆

●▲

▲

▲◆■

▲◆
▲◆

▲◆

▲◆ ▲◆

●▲◆

●▲◆

◆▼

◆

▲

▲

TA421 都市地域デザイン●TA451 建築振動論
TA452 建築振動論演習
TA461 建築構造ﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ
TA462 建築構造ﾃﾞｻﾞｲﾝⅡ

●TA481 建築生産設計 ● TA411 建築設計Ⅷ ●

TX320 国際実習



教養展開科目
GV110 憲法
GY237 情報セキュリティ分析（入門） 他

初修外国語科目
GG102 ドイツ語Ⅰマスター
GC103 中国語Ⅰマスター 他

工学部総合工学科 （都市工学コース）カリキュラムマップ

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

3
年
次

2
年
次

1
年
次

専門教育科目

普遍教育科目

専門基礎科目

ディプロマポリシー カリキュラムポリシー

英語科目
GE131 Interaction
GE132 Presentation 他

教養コア科目
GA101 数理
GA102 心の働きの科学 他

スポーツ・健康科目
GP108 テニス
GP111 バドミントン 他

●DP5
高い問題解決能力

●▲◆■▼

地域科目
GL101 地域に住まう
GL101 地域づくりとアートマインド 他

専門基礎科目

TX120 工学基礎セミナー
TX108 工学入門Ａ
TX109 工学入門Ｂ
TX110 工学入門Ｃ
TX201 工学倫理
CM102 微積分学B 1
CM104 微積分学演習B 1
CM107 線形代数学B 1
CM109 線形代数学演習B 1
CP103 力学基礎 1
CP108 力学基礎演習 1
CP112 物理学基礎実験Ⅰ
TX111 化学基礎A
CP106 電磁気学基礎 1
CP202 熱・統計力学基礎

他

専門基礎科目

CM202 複素解析
CM203 微分方程式
CM204 偏微分方程式
CM205 統計学B 1 
CM206 統計学B 2

他

都市空間計画

TB305 交通計画
TB353 まちづくり概論
TB307 建築計画Ⅰ
TB366 都市経済

TB367 防災計画
TB317 数理計画法
TB364 通信工学概論
TB316 環境経済学

他

都市基盤工学

TB309 建築一般構造Ⅱ
TB310 環境構成材料
TB312 振動工学
TB356 都市施設生産

TB358 防災工学
TB357 基礎地盤工学
TB320 ﾘﾓｰﾄｾﾝｻ環境計測
TB360 都市ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ

他

演習科目

TB301 都市空間工学演習Ⅱ
TB351 都市空間工学演習Ⅲ
TB152 都市情報処理Ⅰ
TB153 都市情報処理Ⅱ

都市空間計画

TB203 都市計画
TB205 都市・ 建築史
TB253 都市開発

TB254 都市環境デザイン
TB255 都市居住計画
TB263 環境制度論

他

都市基盤工学

TB207 構造力学Ⅰ
TB258 構造力学Ⅱ
TB257 建築一般構造Ⅰ

TB214 測量学
TB215 水理学
TB269 河川・海岸工学

他

演習科目

TB201 都市工学基礎演習
TB251 都市空間工学演習Ⅰ

TB151 製図基礎・CAD演習

他

演習科目

TB401 卒業研究（論文・計画）

CP12：社会的要求を踏まえ、工学に関する技術開発を通じ問題解決を可能とするための、知識・技能等の総合的且つ積極的活用

CP11：知的財産権や倫理、工業技術の開発・発展を視座に、多様な情報の収集、分析、発信能力の涵養

CP10：工学において自分の考えを伝え、相手の考えを理解するためのコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力の修得

CP4：地球規模や地域の視点から持続的な社会の発展を目指す課題解決能力の涵養

CP3：社会的、文化的視座の獲得

CP6：地球的視点から、社会、自然、環境について理解、人類や社会の課題と工学との関わりを認識

CP5：国内外の多様な文化・価値観を理解し、工学に関する技術の開発・発展への活用

CP9：工学に関して解決すべき問題の発見、多面的・論理的に分析、解決

CP8：論理的思考の実践や他者とのコミュニケーションのための自然・社会的事象、科学的事象や思考結果などの表現力の涵養

CP7：工学上の問題解決のための知識の修得

CP2：社会規範・倫理性

CP1：自己の目標設定・評価・検証、新しい知識・能力の獲得

●▲ ◆■▼

●▲ ◆■▼▲◆■▼

▲◆■▼▲◆■▼

▲◆■▼

■▼ ■▼ ■▼

■▼ ■▼ ■▼

◆

▲

●▲ ◆■▼

国際科目
GJ101 統計資料より学ぶ国際理解
GJ101 移民の国際社会学 他

数理・データサイエンス科目
GD101 情報リテラシー

他

■▼ ■▼

国際発展科目群 地域発展科目群 学術発展科目群



教養展開科目
GV110 憲法
GY237 情報セキュリティ分析（入門） 他

初修外国語科目
GG103 ドイツ語Ⅰマスター
GC101 中国語Ⅰ文化 他

工学部総合工学科 （デザインコース）カリキュラムマップ

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

1
年
次

CP12：社会的要求を踏まえ、工学に関する技術開発を通じ問題解決を可能とするための、知識・技能等の総合的且つ積極的活用

CP11：知的財産権や倫理、工業技術の開発・発展を視座に、多様な情報の収集、分析、発信能力の涵養

CP10：工学において自分の考えを伝え、相手の考えを理解するためのコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力の修得

CP4：地球規模や地域の視点から持続的な社会の発展を目指す課題解決能力の涵養

CP3：社会的、文化的視座の獲得

専門科目

普遍教育科目

ディプロマポリシー カリキュラムポリシー

英語科目
GE101 英語Ⅰ（Ｌ＆Ｓ）
GE201 英語Ⅲ（総合）
GE303 海外研修英語（アラバマ大） 他

教養コア科目
GA101 数理
GA102 救急医学
GA103 文化と人間 他

スポーツ・健康科目
GP108 テニス
GP111 バドミントン 他

●DP5
高い問題解決能力

●◆■▼

情報リテラシー科目
GT101 情報リテラシー

CP6：地球的視点から、社会、自然、環境について理解、人類や社会の課題と工学との関わりを認識

CP5：国内外の多様な文化・価値観を理解し、工学に関する技術の開発・発展への活用

CP9：工学に関して解決すべき問題の発見、多面的・論理的に分析、解決

CP8：論理的思考の実践や他者とのコミュニケーションのための自然・社会的事象、科学的事象や思考結果などの表現力の涵養

CP7：工学上の問題解決のための知識の修得

CP2：社会規範・倫理性

CP1：自己の目標設定・評価・検証、新しい知識・能力の獲得

TX310 総合工学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

TX120 工学基礎ｾﾐﾅｰ
TX108 工学入門Ａ
TX109 工学入門Ｂ
TX110 工学入門Ｃ

CM205統計学Ｂ１
CM102微積分学Ｂ１
CM107線形代数学Ｂ１ 他

TX111化学基礎Ａ
CP103力学基礎１
CP106電磁気学基礎１ 他

TX303工学英語
TX301知的財産権ｾﾐﾅｰ
TX201工学倫理

TC201立体造形演習
TC201デザイン実践論
TC202図学演習

国際連携強化

TC333
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

TC344
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾀｼﾞｵﾜｰｸ１

TC345
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾀｼﾞｵﾜｰｸ2

TC348
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ１

TC349
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ2

TC352
海外大学ｱﾗｲｱﾝｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ１

TC353
海外大学ｱﾗｲｱﾝｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ2

TC354
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

TC357
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝI

TC358
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝII

TC359
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｾｰﾙｽ

TX320
国際実習

他

デザイン基礎

TC203 統合デザイン演習Ⅰ
TC204 統合デザイン演習Ⅱ

TC206 デザイン造形実習Ⅰ
TC207 デザイン造形実習Ⅱ

TC208 デザイン論Ⅰ
TC209 デザイン論Ⅱ

TC210 デザイン科学ⅠＡ
TC210 デザイン科学ⅠＢ

TC212 立体デザイン造形
TC213 形の工学

TC211 デザイン科学ⅡＡ
TC211 デザイン科学ⅡＢ

専門基礎科目

●▲

▲◆■▼

◆▼

◆▼ ▼

◆■▼

◆■▼

▼

●▲◆■

その他専門演習・講義

TC321 デザインの展望

TC323 デザイン材料

TC324 デザイン文化論

TC331 デザイン文化計画演習

TC327 平面デザイン造形

TC328 デザイン数理解析論

TC329 色と形の心理学

TC332 生活行動の心理学

TC330 環境人間工学

TC322 ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽ論

TC325 プログラミング演習Ⅰ

TC326 プログラミング演習Ⅱ

●▲◆

3
年
次

2
年
次

専門演習

デザイン科学系

TC320
デザイン科学演習Ⅳ

TC318
デザイン科学演習Ⅱ

TC317
デザイン科学演習Ⅰ

TC319
デザイン科学演習Ⅲ

工業デザイン系

TC304
工業デザインⅣＡ・B

TC303
工業デザインⅢＡ・Ｂ

TC303
工業デザインⅡＡ・Ｂ

TC301
工業デザインⅠＡ・Ｂ

トランスポーテーションデザイン系

TC305
トランスポーテーションデザインⅠＡ・Ｂ

TC306
トランスポーテーションデザインⅡＡ・Ｂ

TC307
トランスポーテーションデザインⅢＡ・Ｂ

TC308
トランスポーテーションデザインⅣＡ・Ｂ

環境デザイン系

TC312
環境デザインⅣＡ・Ｂ

TC311
環境デザインⅢＡ・Ｂ

TC310
環境デザインⅡＡ・Ｂ

TC309
環境デザインⅠＡ・Ｂ

コミュニケーションデザイン系

TC313
コミュニケーションデザインⅠA・Ｂ

TC314
コミュニケーションデザインⅡA・Ｂ

TC315
コミュニケーションデザインⅢＡ・Ｂ

TC316
コミュニケーションデザインⅣＡ・Ｂ

●▲

高度専門演習・実習

TC402 材料計画演習 TC403 人間工学演習 TC404 機械工作実習ＢTC401 デザイン・プロジェクト演習

TC405   卒業研究
TC406  デザイン総合プロジェクト

●▲■▼



教養展開科目
GV110 憲法
GY237 情報セキュリティ分析（入門）
GY131 TOEFL iBT対策 他

初修外国語科目
GG103 ドイツ語Ⅰマスター
GC101 中国語Ⅰ文化 他

工学部総合工学科 （機械工学コース）カリキュラムマップ

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

3
年
次

2
年
次

1
年
次

CP12：社会的要求を踏まえ、工学に関する技術開発を通じ問題解決を可能とするための、知識・技能等の総合的且つ積極的活用

CP11：知的財産権や倫理、工業技術の開発・発展を視座に、多様な情報の収集、分析、発信能力の涵養

CP10：工学において自分の考えを伝え、相手の考えを理解するためのコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力の修得

CP4：地球規模や地域の視点から持続的な社会の発展を目指す課題解決能力の涵養

CP3：社会的、文化的視座の獲得

専門教育科目

普遍教育科目

専門基礎科目

ディプロマポリシー カリキュラムポリシー

英語科目
GE101 英語Ⅰ（Ｌ＆Ｓ）
GE201 英語Ⅲ（総合）
GE303 海外研修英語（アラバマ大） 他

教養コア科目
GA101 数理
GA102 救急医学
GA103 文化と人間 他

スポーツ・健康科目
GP108 テニス
GP111 バドミントン 他

●DP5
高い問題解決能力

情報リテラシー科目
GT101 情報リテラシー

CP6：地球的視点から、社会、自然、環境について理解、人類や社会の課題と工学との関わりを認識

CP5：国内外の多様な文化・価値観を理解し、工学に関する技術の開発・発展への活用

CP9：工学に関して解決すべき問題の発見、多面的・論理的に分析、解決

CP8：論理的思考の実践や他者とのコミュニケーションのための自然・社会的事象、科学的事象や思考結果などの表現力の涵養

CP7：工学上の問題解決のための知識の修得

CP2：社会規範・倫理性

CP1：自己の目標設定・評価・検証、新しい知識・能力の獲得

TX120 工学基礎セミナー
TX108 工学入門Ａ
TX109 工学入門Ｂ
TX110 工学入門Ｃ

◆▼

◆▼ ▼

◆▼ ◆■▼

◆■▼

◆
CP103 力学基礎１
CP108 力学基礎演習１ CM109 線形代数学演習B１
CP104 力学基礎２ CP106 電磁気学基礎１
CP109 力学基礎演習２ CP111 電磁気学基礎演習１
TX111 化学基礎A CM103 微積分学B２
CM102 微積分学B１ CM105 微積分学演習B２
CM104 微積分学演習B１ CM108 線形代数学B２
CM107 線形代数学B１ CM110 線形代数学演習B２

実験・実習
設計・製図

TD339 機械設計製図
TD340 機械工学実習
TD330 機械工学実験

TD231 機械製図基礎

TD224 設計基礎論

CP112 物理学基礎実験Ⅰ

総合

TD452 宇宙工学
TD448 インターンシップ
TD451 自動車工学

TD356 エンジニアリングデザイン
機械工学体系の基礎科目

TD352 連続体力学
TD232 流体力学Ⅱ
TD249 流体力学演習Ⅱ
TD238 基礎制御理論Ⅱ
TD220 熱力学Ⅱ
TD250 熱力学演習Ⅱ
TD219 解析力学
TD221 材料力学Ⅱ
TD251 材料力学演習Ⅱ

TD211 工業数学Ⅰ
TD226 工業数学Ⅱ
TD122 流体力学Ⅰ
TD127 流体力学演習Ⅰ
TD113 熱力学Ⅰ
TD128 熱力学演習Ⅰ
TD123 基礎制御理論Ⅰ
TD112 材料力学Ⅰ
TD117 材料力学演習Ⅰ

専門科目

TD343 熱流体工学 TD334 塑性力学
TD344 バイオメカニクス TD342 塑性加工
TD333 機械振動学 TD345 トライボロジー
TD350 ロボット工学 TD346 精密加工学
TD229 機械加工学 TD337 材料強度学
TD236 数値計算法 TD347 機能材料
TD235 伝熱工学
TD225 計測基礎論
TD228 非鉄金属材料

TD214 鉄鋼材料

TD116 メカトロニクス
TD115 機械運動学
TD109 プログラミング
TD110 材料科学

●▲■▼

●▲■▼

▲◆▼

CM203 微分方程式
TD202 微分方程式演習

▲◆▼

海外留学科目

TX303 工学英語
TX320 国際実習
TX321 海外留学認定科目Ⅰ
TX322 海外留学認定科目Ⅱ
TX323 海外留学認定科目Ⅲ

◆■▼

●▲◆●▲◆

TD454  卒業研究 ●▲◆■▼



教養展開科目

GV110 憲法
GY237 情報セキュリティ分析（入門）
GY131 TOEFL iBT対策 他

初修外国語科目

GG103 ドイツ語Ⅰマスター
GC101 中国語Ⅰ文化 他

工学部総合工学科 （医工学コース）カリキュラムマップ

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

3
年
次

2
年
次

1
年
次

CP12：社会的要求を踏まえ、工学に関する技術開発を通じ問題解決を可能とするための、知識・技能等の総合的且つ積極的活用

CP11：知的財産権や倫理、工業技術の開発・発展を視座に、多様な情報の収集、分析、発信能力の涵養

CP10：工学において自分の考えを伝え、相手の考えを理解するためのコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力の修得

CP4：地球規模や地域の視点から持続的な社会の発展を目指す課題解決能力の涵養

CP3：社会的、文化的視座の獲得

専門教育科目

普遍教育科目

専門基礎科目

ディプロマポリシー カリキュラムポリシー

英語科目

GE101 英語Ⅰ（Ｌ＆Ｓ）
GE201 英語Ⅲ（総合）
GE303 海外研修英語（アラバマ大） 他

教養コア科目

GA101 数理
GA102 救急医学
GA103 文化と人間 他

スポーツ・健康科目

GP108 テニス
GP111 バドミントン 他

●DP5
高い問題解決能力

情報リテラシー科目

GT101 情報リテラシー

CP6：地球的視点から、社会、自然、環境について理解、人類や社会の課題と工学との関わりを認識

CP5：国内外の多様な文化・価値観を理解し、工学に関する技術の開発・発展への活用

CP9：工学に関して解決すべき問題の発見、多面的・論理的に分析、解決

CP8：論理的思考の実践や他者とのコミュニケーションのための自然・社会的事象、科学的事象や思考結果などの表現力の涵養

CP7：工学上の問題解決のための知識の修得

CP2：社会規範・倫理性

CP1：自己の目標設定・評価・検証、新しい知識・能力の獲得

工学入門

TX120 工学基礎セミナー
TX108 工学入門Ａ
TX109 工学入門Ｂ
TX110 工学入門Ｃ
TX201 工学倫理

●▲◆■▼

数学基礎 I

CM102 微積分学Ｂ１
CM103 微積分学Ｂ２
CM104 微積分学演習Ｂ1
CM105 微積分学演習Ｂ２
CM107 線形代数学Ｂ１
CM108 線形代数学Ｂ 他

電子系専門I

TF201 回路理論Ⅰ（医工学）
TF207 回路理論Ⅱ（医工学）
TF210 電子回路Ⅰ 他

情報系専門I

TF202 プログラミング基礎
TF203 プログラミング特講Ⅰ
TF213 プログラミング特講Ⅱ
TF206 データ構造とアルゴリズ
ム 他

機械系専門I

TF211 材料・設計・加工学
TF204 運動学および力学 他

電子系専門II

TF305 信号処理論
TF301 ディジタル回路
TF311 電子回路Ⅱ
TF309 通信工学概論
TF315 電気電子計測
TF316 半導体物性
TF321 応用電磁工学 他

情報系専門II

TF312 情報理論
TF304 数値計算
TF313 情報ネットワーク
TF327 電子計算機
TF325 ディジタル画像処理
TF318 感覚情報処理
TF212 プログラミング設計 他

機械系専門II

TF310 システム制御工学Ⅰ
TF324 システム制御工学Ⅱ
TF314 メカトロニクス工学
TF323 計測工学
TF326 医用画像機器工学 他

数学・物理基礎 II

CP201 電磁気学基礎２
CM111 統計学Ａ
CM204 偏微分方程式
CM202 複素解析
CM203 微分方程式 他

医工学基盤 II

TF208 医工学実験I
TF209 工業数学
TF205 医用材料学

動機付け科目／医工学基盤 I

TF105 臨床医学概論
TF103 生体生理工学Ⅰ
TF104 生体生理工学Ⅱ

医工学基盤 III

TF308 医工学実験I TF302 専門英語Ⅰ
TF328 医工学実験II          TF319 専門英語Ⅱ
TF307 医用統計学
TF320 医用支援機器
TF317 デザイン論（医工学）
TF303 生体力学論

遍学科目

遍学プログラム科目
（他学部）
遍学プログラム科目
（他コース）

物理基礎 I

CP103 力学基礎１
CP104 力学基礎2
CP108 力学基礎演習１
CP109 力学基礎演習２
CP106 電磁気学基礎１
CP112 物理学基礎実験Ⅰ 他

●▲◆

●▲◆

●▲◆

●▲◆●▲▼

●▼ ●▲▼ ●▲▼

◆▼

◆▼

▼

◆▼

◆■▼

◆■▼

●▲

●▲

●▲

●▲ ●▲

●▲

卒業研究プロジェクト



教養展開科目
GV110 憲法
GY237 情報セキュリティ分析（入門）
GY131 TOEFL iBT対策 他

初修外国語科目
GG103 ドイツ語Ⅰマスター
GC101 中国語Ⅰ文化 他

工学部総合工学科 （電気電子工学コース）カリキュラムマップ

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

3
年
次

2
年
次

1
年
次

CP12：社会的要求を踏まえ、工学に関する技術開発を通じ問題解決を可能とするための、知識・技能等の総合的且つ積極的活用

CP11：知的財産権や倫理、工業技術の開発・発展を視座に、多様な情報の収集、分析、発信能力の涵養

CP10：工学において自分の考えを伝え、相手の考えを理解するためのコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力の修得

CP4：地球規模や地域の視点から持続的な社会の発展を目指す課題解決能力の涵養

CP3：社会的、文化的視座の獲得

専門教育科目

普遍教育科目

ディプロマポリシー カリキュラムポリシー

英語科目
GE101 英語Ⅰ（Ｌ＆Ｓ）
GE201 英語Ⅲ（総合）
GE303 海外研修英語（アラバマ大） 他

教養コア科目
GA101 数理
GA102 救急医学
GA103 文化と人間 他

スポーツ・健康科目
GP108 テニス
GP111 バドミントン 他

●DP5
高い問題解決能力

◆■▼ 情報リテラシー科目
GT101 情報リテラシー

CP6：地球的視点から、社会、自然、環境について理解、人類や社会の課題と工学との関わりを認識

CP5：国内外の多様な文化・価値観を理解し、工学に関する技術の開発・発展への活用

CP9：工学に関して解決すべき問題の発見、多面的・論理的に分析、解決

CP8：論理的思考の実践や他者とのコミュニケーションのための自然・社会的事象、科学的事象や思考結果などの表現力の涵養

CP7：工学上の問題解決のための知識の修得

CP2：社会規範・倫理性

CP1：自己の目標設定・評価・検証、新しい知識・能力の獲得

学部共通科目

TX120 工学基礎セミナー
TX108 工学入門Ａ
TX109 工学入門Ｂ
TX110 工学入門Ｃ
TX201 工学倫理

基礎系共通科目

CM102 微積分学B1
CM104 微積分学演習B1
CM103 微積分学B2
CM105 微積分学演習B2
CM107 線形代数学B1
CM109 線形代数学演習B1
CM108 線形代数学B2
CM110 線形代数学演習B2

CP103 力学基礎1
CP108 力学基礎演習1
CP106 電磁気学基礎1
CP111 電磁気学基礎演習1
CP112 物理学基礎実験I
TX111 化学基礎A
TX112 化学基礎B

基礎系共通科目

TE122 電磁気学Aおよび演習
TE212 電磁気学Bおよび演習
TE223 回路理論Iおよび演習
TE224 回路理論IIおよび演習
TE215 統計力学

基礎系共通科目

TE214 量子力学

CM203 微分方程式
TE211 微分方程式演習
CM202 複素解析
TE212 複素解析演習
CM204 偏微分方程式
TE213 偏微分方程式演習

TE216 応用数学
TE217 確率基礎論
TX203 知能システム入門

実験系科目

TE131 プログラミングおよび実習

専門基礎科目

資格系科目

TE491 技術者倫理
TE492 電気法規及び電気施設管理
TE493 電波法規

TE312 海外研修科学技術英語
TE322 プロジェクト実習
TE391 インターンシップ
TE392 先端情報産業論

TX302 情報技術と社会

◆■▼

◆■▼

◆■▼

◆■▼

◆■▼

●▲■▼

●▲

●▲

●▲

●▲

共通・実験系科目

TE331 電気電子工学実験II
TE332 電気電子工学実験III
TE321 数値計算

TE231 電気電子工学実験I
TE232 シミュレーション
TE121 電気電子工学セミナー

●▲

TE421  卒業研究

電気システム系科目

TE461 電力変換システム設計
TE462 高電圧工学
TE463 発変電工学

TE328 基礎電子回路
TE341 集積電子回路
TE361 制御理論I
TE362 制御理論II
TE363 電力システム
TE364 パワーエレクトロニクス

TE261 電気エネルギー変換機器

●▲電子システム系科目

TE451 光エレクトロニクス

TE342 電磁波工学
TE351 半導体物性
TE352 応用電子物性
TE353 半導体デバイス
TE354 電子デバイス

TE251 基礎電子物性

●▲情報・通信工学系科目

TE471 情報システム設計論
TE472 情報通信システム論
TE473 マルチメディアシステム論
TE474 アルゴリズムの設計と解析

TE343 伝送工学
TE371 計算機の基礎
TE372 情報理論の基礎と応用
TE322 信号処理
TE374 計算機工学
TE375 ネットワーク構成論
TE376 通信工学基礎

TE271 最適化理論

●▲

●▲■▼

◆



教養展開科目
GV110 憲法
GY237 情報セキュリティ分析（入門）
GY131 TOEFL iBT対策 他

初修外国語科目
GG103 ドイツ語Ⅰマスター
GC101 中国語Ⅰ文化 他

工学部総合工学科 （物質科学コース）カリキュラムマップ

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

3
年
次

2
年
次

1
年
次

CP12：社会的要求を踏まえ、工学に関する技術開発を通じ問題解決を可能とするための、知識・技能等の総合的且つ積極的活用

CP11：知的財産権や倫理、工業技術の開発・発展を視座に、多様な情報の収集、分析、発信能力の涵養

CP10：工学において自分の考えを伝え、相手の考えを理解するためのコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力の修得

CP4：地球規模や地域の視点から持続的な社会の発展を目指す課題解決能力の涵養

CP3：社会的、文化的視座の獲得

専門教育科目

普遍教育科目

専門基礎科目

ディプロマポリシー カリキュラムポリシー

英語科目
GE101 英語Ⅰ（Ｌ＆Ｓ）
GE201 英語Ⅲ（総合）
GE303 海外研修英語（アラバマ大） 他

教養コア科目
GA101 数理
GA102 救急医学
GA103 文化と人間 他

スポーツ・健康科目
GP108 テニス
GP111 バドミントン 他

●DP5
高い問題解決能力

情報リテラシー科目
GT101 情報リテラシー

CP6：地球的視点から、社会、自然、環境について理解、人類や社会の課題と工学との関わりを認識

CP5：国内外の多様な文化・価値観を理解し、工学に関する技術の開発・発展への活用

CP9：工学に関して解決すべき問題の発見、多面的・論理的に分析、解決

CP8：論理的思考の実践や他者とのコミュニケーションのための自然・社会的事象、科学的事象や思考結果などの表現力の涵養

CP7：工学上の問題解決のための知識の修得

CP2：社会規範・倫理性

CP1：自己の目標設定・評価・検証、新しい知識・能力の獲得

工学基礎科目

TX120 工学基礎セミナー
TX108 工学入門Ａ
TX109 工学入門Ｂ
TX110 工学入門Ｃ
TX201 工学倫理 他

TK411 卒業研究
TK412 物質科学演習Ⅰ
TK413 物質科学演習Ⅱ

●▲◆■▼

物理系基礎科目

CP203 量子力学基礎
CP202 熱統計力学基礎

CP201 電磁気学基礎２
CP104 力学基礎２

CP112 物理学基礎実験
CP111 電磁気学基礎１
CP103 力学基礎１ 他

化学系専門科目

TK314 物質科学実験ⅢＢ
TK357 機器分析科学
TK358 高分子機能材料
TK359 分子エレクトロニクス

TK312 物質科学実験ⅡＢ
TK351 量子化学
TK352 光反応化学
TK353 物理化学Ⅱ

TK214 物質科学実験ⅠＢ
TK253 高分子化学

TK212 物質科学基礎実験Ｂ
TK251 有機化学
TK252 物理化学Ⅰ

TK354 無機材料化学
TK356 電気化学
TK360 コロイド・界面化学

TK355 有機・無機錯体化学
TK361 機能材料設計論
TK362 基礎化学工学 他

化学系基礎科目

TX112 化学基礎Ｂ

CC106 化学基礎実験
TX111 化学基礎Ａ

数学系基礎科目

CM103 微積分学Ｂ２
CM108 線形代数学Ｂ２

CM102 微積分学Ｂ１
CM107 線形代数学Ｂ１ 他

物理系専門科目

TK313 物質科学実験ⅢＡ
TK329 物性物理科学Ⅱ
TK331 光物性物理学

TK311 物質科学実験ⅡＡ
TK321 物性物理科学Ⅰ
TK322 量子力学Ⅰ
TK324 応用光学
TK325 フーリエ解析

TK214 物質科学実験ⅠＡ
TK223 電磁気学

TK211 物質科学基礎実験Ａ
TK221 振動と波動
TK222 物理数学Ⅰ

TK327 量子力学Ⅱ
TK330 統計力学

TK326 基礎半導体工学

TK224 物理数学Ⅱ
TK225 回路理論

TK222 物理数学Ⅰ
他

共通・応用系専門科目

TK482 メディアアート
TK414 ベンチャービジネス論
TK415 特許法概論

TK221 国際実習Ⅰ
TK222 国際実習Ⅱ
TK315 インターンシップⅠ
TK316 インターンシップⅡ
TK383 物質科学産業汎論

TK211 工学国際英語Ｂ

TK381 画像解析学
TK382 画像創作実習

TK282 感性工学

TK281 画像システム工学
TK210 工学国際英語Ａ 他

■▼ ■▼ ■▼

■▼ ■▼ ■▼

● ▲◆

●▲◆ ●▲◆

▲◆

▲◆

▲◆ ● ▲◆■▼

3年次から重点分野
(化学系・物理系) 選択



教養展開科目
GV110 憲法
GY237 情報セキュリティ分析（入門） 他

初修外国語科目
GG103 ドイツ語Ⅰマスター
GG101 中国語Ⅰ文化 他

工学部総合工学科 （共生応用化学コース）カリキュラムマップ

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

3
年
次

2
年
次

1
年
次

CP12：社会的要求を踏まえ、工学に関する技術開発を通じ問題解決を可能とするための、知識・技能等の総合的且つ積極的活用

CP11：知的財産権や倫理、工業技術の開発・発展を視座に、多様な情報の収集、分析、発信能力の涵養

CP10：工学において自分の考えを伝え、相手の考えを理解するためのコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力の修得

CP4：地球規模や地域の視点から持続的な社会の発展を目指す課題解決能力の涵養

CP3：社会的、文化的視座の獲得

専門教育科目

普遍教育科目

国際発展科目群

専門基礎科目

ディプロマポリシー カリキュラムポリシー

英語科目
GE131 Interaction
GE241 Critical Thinking in English
GE303 海外研修英語（アラバマ大） 他

●DP5
高い問題解決能力

CP6：地球的視点から、社会、自然、環境について理解、人類や社会の課題と工学との関わりを認識

CP5：国内外の多様な文化・価値観を理解し、工学に関する技術の開発・発展への活用

CP9：工学に関して解決すべき問題の発見、多面的・論理的に分析、解決

CP8：論理的思考の実践や他者とのコミュニケーションのための自然・社会的事象、科学的事象や思考結果などの表現力の涵養

CP7：工学上の問題解決のための知識の修得

CP2：社会規範・倫理性

CP1：自己の目標設定・評価・検証、新しい知識・能力の獲得

TX120 工学基礎セミナー
TX108 工学入門Ａ
TX109 工学入門Ｂ
TX110 工学入門Ｃ

CM203 微分方程式
CP203 量子力学基礎

CM102 微積分学B1
CM104 微積分学演習B1
CM107 線形代数学B1
CM109 線形代数学演習B1
CP103 力学基礎1
CP104 力学基礎2
CP108 力学基礎演習1
CP106 電磁気学基礎１
CP111 電磁気学基礎演習１
CP202 熱・統計力学基礎
CP205 熱・統計力学基礎演習
TX111 化学基礎Ａ
TX112 化学基礎Ｂ
CB101 生命科学入門 他

TX310 総合工学プロジェクト
CB102 生物学基礎実験Ａ

CC106 化学基礎実験
CP112 物理学基礎実験Ｉ

無機化学・
分析化学関連

TG431 環境適合無機
材料

TG432 表面計測化学

TG321 無機構造化学
TG322 セラミックス化学
TG323 錯体化学

TG221 無機化学ＩＩ
TG222 分析化学Ｉ
TG232 分析化学ＩＩ
TG231 固体化学

TG131 無機化学Ｉ

物理化学・
化学工学関連

TG451 エネルギー
資源工学

TG341 物理化学ＩＩＩ
TG342 反応工学
TG343 量子化学
TG344 触媒化学

TG241 物理化学Ｉ
TG251 物理化学ＩＩ
TG252 電気化学
TG253 化学工学基礎

有機化学関連

TG471 立体化学
TG472 光化学

TG361 有機化学ＩＶ
TG362 有機工業化学
TG363 有機構造解析

TG261 有機化学ＩＩ
TG271 有機化学ＩＩＩ

TG171 有機化学Ｉ

高分子化学関連

TG491 生体高分子
化学

TG492 高分子物性

TG381 高分子合成

TG291 高分子化学

生化学関連

TG493 生物化学工学
TG494 分子生物学入門

TG382 生化学ＩＩ

TG292 生物学Ｉ
TG281 生体分子の化学
TG282 生物学入門

実験や共通性の
高い科目

TG209 分析化学実験
TG203 グリーンケミストリー
TG211 環境化学
TG213 コンピューター処理
TG201 安全工学 他

TG302 特許法概論
TG301 情報処理要論

TX201 工学倫理

TG401 国際実習I
TG402 国際実習II

TG202 化学英語Ｉ
TG212 化学英語ＩＩ

TG402 インターンシップI
TG304 インターンシップＩＩ

TG309 共生応用化学実験

卒業研究・セミナー TG409 卒業研究 TG411 セミナーＩ TG412 セミナーＩＩ専門科目

■▼

●▲◆■▼

◆▼

▲◆■

●▲

▲◆ ▲▼

◆ ●▲

●▲

●▲

●▲

数理・データサイエンス科目
GD101 情報リテラシー
GD102 データサイエンス 他

国際科目
GＪ101 日本とアジア
GＪ111 都市生活と環境 他

地域発展科目群

スポーツ・健康科目
GP108 テニス
GP111 バドミントン 他

地域科目
GＬ101 地方の地域づくり
GL201 文化をつくる 他

学術発展科目群
教養コア科目
GA101 数理
GA102 救急医学
GA103 文化と人間 他



教養展開科目

GV110 憲法
GY237 情報セキュリティ分析（入門）
GY131 TOEFL iBT対策 他

初修外国語科目

GG103 ドイツ語Ⅰマスター
GC101 中国語Ⅰ文化 他

工学部総合工学科 （情報工学コース）カリキュラムマップ

▼DP1
自由・自立の精神

■DP2
地球規模的な視点からの社
会とのかかわりあい

◆DP3
普遍的な教養

▲DP4
専門的な知識・技術・技能

学
位
授
与
の
方
針

4
年
次

3
年
次

2
年
次

1
年
次

CP12：社会的要求を踏まえ、工学に関する技術開発を通じ問題解決を可能とするための、知識・技能等の総合的且つ積極的活用

CP11：知的財産権や倫理、工業技術の開発・発展を視座に、多様な情報の収集、分析、発信能力の涵養

CP10：工学において自分の考えを伝え、相手の考えを理解するためのコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力の修得

CP4：地球規模や地域の視点から持続的な社会の発展を目指す課題解決能力の涵養

CP3：社会的、文化的視座の獲得

専門教育科目

普遍教育科目

専門基礎科目

ディプロマポリシー カリキュラムポリシー

英語科目

GE101 英語Ⅰ（Ｌ＆Ｓ）
GE201 英語Ⅲ（総合）
GE303 海外研修英語（アラバマ大） 他

教養コア科目

GA101 数理
GA102 救急医学
GA103 文化と人間 他

スポーツ・健康科目

GP108 テニス
GP111 バドミントン 他

●DP5
高い問題解決能力

情報リテラシー科目

GT101 情報リテラシー

CP6：地球的視点から、社会、自然、環境について理解、人類や社会の課題と工学との関わりを認識

CP5：国内外の多様な文化・価値観を理解し、工学に関する技術の開発・発展への活用

CP9：工学に関して解決すべき問題の発見、多面的・論理的に分析、解決

CP8：論理的思考の実践や他者とのコミュニケーションのための自然・社会的事象、科学的事象や思考結果などの表現力の涵養

CP7：工学上の問題解決のための知識の修得

CP2：社会規範・倫理性

CP1：自己の目標設定・評価・検証、新しい知識・能力の獲得

工学教養科目

TX310 総合工学プロジェクト

TX120 工学基礎セミナー
TX108 工学入門Ａ
TX109 工学入門Ｂ
TX110 工学入門Ｃ

国際発展科目群 地域発展科目群 学術発展科目群
工学基礎科目

CM102 微積分学B1
CM104 微積分学演習B1
CM107 線形代数学B1
CM109 線形代数学演習

CP103 力学演習1
CP108 力学基礎演習1
CP106 電磁気学基礎
CP111 電磁気学基礎演習1
CP112 物理学基礎実験1

TX111 化学基礎A
CC106 化学基礎実験 他

情報工学基礎科目

CM205 統計学B1
CM202 複素解析
CM203 微分方程式
CM204 偏微分方程式
CP203 量子力学基礎 他

▲ ◆

▲ ◆

● ▲ ◆ ■ ▼

計算機・
ネットワーク工学

ソフトウェア工学

TJ420 情報解析Ⅲ

情報数理 知的情報科学

TJ440
マルチメディア工学Ⅲ

マルチメディア
情報処理

TJ451
ヒューマンインフェース

TJ450 
コンピュータグラフィックス

実習 演習 その他

TJ470
工業システム概論

TJ160
プログラミング入門

TJ310
コンピューターネットワーク

TJ312 制御理論
TJ311 計算機工学Ⅲ
TJ313 計算機工学Ⅳ

TJ211 計算機工学Ⅰ
TJ213 計算機工学Ⅱ
TJ210 回路理論Ⅰ
TJ212 回路理論Ⅱ

TJ320 情報解析Ⅰ
TJ322 情報解析Ⅱ
TJ321 計算科学Ⅲ
TJ323 計算科学Ⅳ
TJ324 計算科学Ⅴ

TJ220
プログラムの設計と実現Ⅰ

TJ222 
プログラムの設計と実現Ⅱ

TJ221 計算科学Ⅰ
TJ223 計算科学Ⅱ

TJ330 情報数学Ⅲ
TJ332 情報数学Ⅳ
TJ331 情報理論
TJ333 符号理論

TJ230 情報数学Ⅰ
TJ231 情報数学Ⅱ
TJ232 確率と統計

TJ240 応用数学 TJ250 電磁波と光 TJ260 
プログラム演習Ⅰ
TJ261 
プログラム演習Ⅱ
TJ262〜264 
情報工学実験Ⅰ

TJ270 情報倫理

TJ340 多変量解析
TJ341
マルチメディア工学Ⅱ

TJ342
パターン認識基礎

TJ350
マルチメディア工学Ⅰ

TJ351 分散情報処理
TJ352
リモートセンシング工学

TJ360 
プログラム演習Ⅲ

TJ364 
プログラム演習Ⅳ

TJ361〜363 
情報工学実験Ⅱ

TJ365 
情報工学実験Ⅲ

TJ366 
インターンシップ

TJ370
情報工学基礎英語

TJ371 
情報知的所有権セミナー

TJ372 
情報技術と社会

TJ373 情報と職業

◆ ■ ▼

◆ ▼

◆ ▼

◆ ■ ▼

◆ ■ ▼

▼

◆ ■ ▼

● ▲ ◆● ▲
● ▲

● ▲● ▲● ▲
● ▲

TJ400  卒業研究（１）
TJ401  卒業研究（２）


	01 カリキュラムマップ 工学部建築学コース
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	02 カリキュラムマップ 工学部都市工学コース
	スライド番号 1

	03 カリキュラムマップ 工学部デザインコース
	スライド番号 1

	04 カリキュラムマップ 工学部機械工学コース
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