
■プログラムの名称「電子・情報科学」

概 要

私たちの暮らしは、多くの電気電子情報機器・システムによって支えられており、それらの光の部分として多
くの利便性を受けている。その一方で、それらへの「過度の依存」や「過信」、さらには「拒絶反応」という影
の部分も生じているため、それらの背後にある「科学技術」を正しく理解しておく必要がある。そこで本副専攻
では、特に「電気・電子工学」、「情報工学」、「数理科学」に焦点をしぼり、具体的な機器・システムと、その基
礎となる物理・化学現象、数理モデルについて理解を深めるためのプログラムを提供する。

ね ら い

電気・電子工学、情報工学、数理科学の各分野の基礎知識を習得し、身近にある電気電子情報機器・システム
の動作原理と特性について理解する。さらに、動作原理の基礎となっている物理・化学現象や様々な数理モデル
についても理解を深め、機器・システムは「人間がその叡智によって自然現象を巧みに利用して作り上げたもの」
であることを正しく理解する。

到達目標

１．�抵抗、コンデンサ、コイルに生じる電圧・電流の正弦波信号ならびに電気
信号による情報伝達・処理について説明できる。

２．�温度センサの原理について理解し、これらを用いた環境制御方法について
説明できる。

３．�コンピュータとソフトウェアに関する基礎的な用語や概念を説明できる。
４．�バーコードを例にして、数理的デジタル処理の応用について説明できる。
５．�木の定義を理解し、その応用について説明できる。
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認定条件
及び評価
の 方 法

【各プログラム共通の認定条件】
・本副専攻プログラムの「入門科目」を、「第３年次末」までに履修し、その単位を修得していること。
・卒業時の総修得単位数が、所属する学部の卒業要件単位数に「12単位」以上を加えたものであること。
・本副専攻プログラムが定めた授業科目から「24単位」以上を修得していること。
・卒業時の全科目のＧＰＡが、「2.5」以上であること。

【各プログラム独自の認定条件等】
・�当該学生の所属する学部が開講する科目（講義番号に「Ｇ」が付く科目を除く）のうち、副専攻科目としても
認定する単位は最大「12単位」とする。
・コア科目から、必修科目を含む「12単位」以上を修得していること。
・�コア科目から、必修科目「１単位」、属性区分「Ａ」の科目と「Ｂ」の科目からそれぞれ「４単位」以上、合
計「９単位」以上を修得していること。
・必修科目「電子・情報科学」入門は、最初に履修することが望ましい。
・同一科目名の授業を複数履修はできない。
＊�工学部工学科人間支援感性科学プログラムの学生は、属性区分「Ｃ１」と「Ｃ２」の科目を履修できない。�
工学部工学科電子情報通信プログラム・知能情報システムプログラムの学生は、属性区分「Ｃ２」の科目を履
修できない。

プログラ
ムの紹介
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■授業科目リスト（掲載されている学期・曜・限は変更される場合があります。）
「電子・情報科学」

電
子
・
情
報
科
学

属性区分　　R：必修科目／A：初級コア科目／B：中級コア科目／C：関連科目／C1：関連科目1／C2：関連科目2
＊工学部工学科人間支援感性科学プログラムの学生は、属性区分「C1」と「C2」の科目を聴講できない。
＊工学部工学科電子情報通信プログラム・知能情報システムプログラムの学生は、属性区分「C2」の科目を聴講できない。

分類 属性 開講番号 授業科目名 単位 学期 ターム 曜限 形式 授業担当者 所属 分野 水準

1 コア R 220Q9022 電子・情報科学入門【入門科目】 1 第1学期 第1・2ターム 火H・T 演習 山家　清之 自然科学系（工学部） 99 03

2 コア A 休講 くらしと数理 2 講義 41 03

3 コア A 223A0050 食料環境工学 2 第2学期 第3ターム 火・金1 講義 大橋　慎太郎 自然科学系（農学部） 65 04

4 コア A 223T0201 電子情報通信概論 1 第2学期 第3ターム 木1 講義 崔　森悦・他 自然科学系（工学部） 51 10

5 コア A 223T0202 知能情報システム概論 1 第2学期 第3ターム 木2 講義 大河　正志・他 自然科学系（工学部） 49 10

6 コア A 222T0501 人間支援感性科学概論 2 第1学期 第2ターム 月3・4 講義 前田　義信・他 自然科学系（工学部） 56 14

7 コア B 224A0066 技術者倫理・自然環境関連法規 2 第2学期 第4ターム 月・木2 講義 箕口　秀夫・他 自然科学系（農学部） 62 65

8 コア B 222T4049 バイオメディカル・エンジニアリング 2 第1学期 第2ターム 火3・4 講義 飯島　淳彦 自然科学系（工学部） 56 14

9 コア B 221T0001 総合工学概論 2 第1学期 第1ターム 木3・4 講義 鈴木　敏夫・他 自然科学系（工学部） 49 13

10 関連 B 223T0006 情報セキュリティ概論 1 第2学期 第3ターム 水1 講義 佐々木　重信・他 自然科学系（工学部） 49 13

11 関連 B 224T0004 技術者の心がまえ 2 第2学期 第4ターム 水3・4 講義 東瀬　朗 自然科学系（工学部） 49 13

12 関連 B 223T0005 知的財産概論 1 第2学期 第3ターム 水2 講義 宮田　敦久・他 地域創生推進機構 49 13

13 関連 C 222S0541 情報社会論 2 第1学期 第2ターム 火・金5 講義 田中　環 自然科学系（理学部） 10 03

14 関連 C 223S1506 プログラミング概論 A 1 第2学期 第3ターム 木4 講義 山田　修司 自然科学系（理学部） 41 03

15 関連 C 224S1512 プログラミング概論 B 1 第2学期 第4ターム 木4 講義 山田　修司 自然科学系（理学部） 41 03

16 関連 C 221T3009 電気回路Ⅰ 2 第1学期 第1ターム 月・木1 講義 金　ミンソク 自然科学系（工学部） 51 04

17 関連 C 222T3032 電磁気学Ⅱ 2 第1学期 第2ターム 火・金3 講義 小川　純 自然科学系（工学部） 51 04

18 関連 C2＊ 221T4029 人工知能 2 第1学期 第1ターム 月・木2 講義 山﨑　達也 自然科学系（工学部） 10 04

19 関連 C2＊ 224T4034 データ工学 2 第2学期 第4ターム 月3・4 講義 阿部　貴志 自然科学系（工学部） 10 04

20 関連 C 224T4046 アシスティブ・テクノロジー 2 第2学期 第4ターム 水1・2 講義 今村　孝 自然科学系（工学部） 10 04

21 関連 C1＊ 223T1045 メカトロニクス 2 第2学期 第3ターム 月・木3 講義 山縣　貴幸 自然科学系（工学部） 50 04

22 関連 C1＊ 224T1046 ロボット工学 2 第2学期 第4ターム 火・金2 講義 平元　和彦・他 自然科学系（工学部） 50 04

23 関連 C2＊ 223T1034 システム制御Ⅰ 2 第2学期 第3ターム 火・金1 講義・演習 横山　誠 自然科学系（工学部） 50 04

24 関連 C2＊ 221T6004 基礎電磁気学 2 第1学期 第1ターム 月・木2 講義 佐々木　進 自然科学系（工学部） 54 04

25 関連 C2＊ 休講 電磁気学応用・演習 2 講義・演習 54 14

26 関連 C2＊ 休講 電気回路基礎論 2 講義 54 04

27 関連 C2＊ 222T6035 計測工学 2 第1学期 第2ターム 月・木3 講義 坪井　望・他 自然科学系（工学部） 54 04

28 関連 C 224A0053 精密農業工学 2 第2学期 第4ターム 火3・4 講義 長谷川　英夫 自然科学系（農学部） 65 14

29 関連 C 223A0049 食品・農業情報工学 2 第2学期 第3ターム 金3・4 講義 元永　佳孝 自然科学系（農学部） 65 04

30 関連 C 222A0062 流域環境 GIS 2 第1学期 第2ターム 月・木2 講義 村上　拓彦・他 自然科学系（農学部） 62 03


