電子情報通信工学科の教育目標と
カリキュラム編成方針
学科の名称「電子情報通信工学科」は、教育・研究の対象が電子工学（エレクトロ
ニクス）と情報通信工学であることを明確に表現するため、関西圏では有数の伝統が
ある「電子工学科（1959年設立）」を2002年に改称したものです。
高度情報化社会を根幹から支える実践的エンジニアの育成を目的にした当学科の専
門科目カリキュラムは、電子・光デバイスや回路設計といったハードウェア関連科目
と、システム制御やソフトウェア開発を含む情報通信の関連科目を、基礎理論から学
術的にハイレベルな課題解決の手法にわたって、幅広く系統的に開講しています。
以下に、当学科の教育目標とカリキュラム編成方針を述べ、授業科目系統図を示し
ます。学修計画の立案と、各学年において履修する学科目の選択に役立ててください。
１．電子情報通信工学科の教育目標
電子情報通信工学科の教育目標は、電子工学と情報通信工学を融合した広範囲にわ
たる産業界において、多角的に活躍できる視野の広い実践的エンジニアを育成するこ
とです。
所定の期間内に所定の単位を修得し、以下に示す⑴～⑸の各項を満たした学生は、卒
業が認定されます。
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

自然科学をベースとした工学基礎を学び、エンジニアとしての第一歩を踏み出す
ことができる。
電子・情報通信分野の基礎知識ならびに技術と社会のかかわりを学び、エンジニ
アとしての素養と情報伝達能力を培うことができる。
電子・情報通信技術を幅広く体系的に学び、様々な分野で活躍するエンジニアと
しての基礎を固めることができる。
エレクトロニクスや情報通信技術の知識と理解を深め、理論に裏づけられたモノ
づくりに活用することができる。
新技術に挑戦する意欲と実践力を身につけ、たゆまぬ学習を継続して問題解決能
力を向上させる態度を養成することができる。

２．電子情報通信工学科のカリキュラム編成方針
２．１（2014年度以降入学生適用）
１．に記した教育目標⑴～⑸を満たすため、当学科の専門科目カリキュラムは、豊
かな人間性と知性ならびに社会性と国際性を養う一般教育科目に立脚し、次の４分野
からなる専門科目と、卒業研究から構成されています。各専門科目は基礎から応用ま
で段階的に配置されており、最終年度に履修する卒業研究に向けて、学年進行ととも
に無理なく高度な内容を学ぶことができるカリキュラムとなっています。
（ア） 基幹科目
電子・情報通信の基礎となる物理量・数式・用語について習熟するための科目と、
コンピュータの仕組みと電気信号の扱い方を学んで活用する方法を身につけて電
子・情報通信分野の基本的なシステムの構築が実践できるようになるための科目
を開講しています。また、自主的・継続的な学習が必要な演習科目や、協働作業
を通じて問題解決能力とコミュニケーション能力を高める課題解決型学習
（Project Based Learning、PBL）が必要なエンジニアリングデザイン科目を開講し
ています。
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（イ） 技術人材育成・資格関連科目
将来エンジニアとして活躍する上で欠かせない、広い視野に立った職業観や倫理
観を養う科目と、技術者として社会に貢献するための自覚をうながす科目を開講
しています。
（ウ） エレクトロニクス系科目
電子工学の基礎となるトランジスタなどの物理を理解し、それを組み合わせた電
子回路により、工学的な仕掛けを作りだすシステム技術を構想できるようになる
ための科目を開講しています。
（エ） 情報通信系科目
情報通信に関わる数学的知識に基づき情報を管理するモデルを設計し、習得した
技術をシステムの利用と開発に応用できるようになるための科目を開講していま
す。
（オ） 卒業研究
学部教育の総仕上げとして、担当教員による日常的な指導を受けながら特定の課
題について研究することで、新技術に挑戦する意欲と実践力を身につけ、たゆま
ぬ学習を継続して問題解決能力を向上させる態度を養成します。研究終了時には、
その成果を卒業研究報告書にまとめるとともに、卒業研究審査会での審査に合格
することが必要です。
当学科では、学生諸君の自主性を生かして個性を伸ばし４年間の学習を実りあるものに
するため、基幹コースと実務コースの２つの履修プログラムを設けています。基幹コー
スは、日本技術者教育認定機構（JABEE）の認定基準に沿ったモデルコースとして、意欲
ある学生諸君に推奨する高度技術者を養成するための発展的な履修プログラムです。一
方、実務コースは、それぞれの履修要件が別途定められた電子情報通信分野の国家資格
や教員免許状の取得を目標に、社会での即戦力となり得る実務を中心として学ぶ履修プ
ログラムです。
１年次から２年次へ進級する際に、各人の興味と目的に合わせて、いずれかのコー
スを選択します。この時決めたコースでの卒業が基本となりますが、途中で興味や目的
が変わることもありますので、３年次から４年次へ進級する際に基幹コースから実務コ
ースへ変更することが可能となっています（実務コースから基幹コースへの変更はでき
ません）。
基幹コースでは、１．に記した教育目標⑴～⑸を達成するための具体的な方策とし
て、JABEEの認定基準に沿った下記の大項目（A）～（E）と小項目（A-1）～（E-4）
を学習・教育到達目標として定めています。JABEEの認定基準と各項目の関係、なら
びに、各項目の達成に必要な学科目と単位数は別表１に記載され、基幹コースの卒業
要件は別表２の「基幹コースの卒業要件」にまとめられています。
（A） 数学や自然科学ならびに情報技術の基礎的知識と技能に習熟している。
（A-1）
数学や自然科学などの基礎的知識を持ち、それらを応用することができる。
（A-2）
コンピュータによる文書・統計資料の作成ならびに情報検索に習熟してい
る。
（B） 国際社会への貢献を自覚し、技術者倫理に基づいた判断ができる。
（B-1）
人文科学や社会科学に関する幅広い知識をもち、地球的な視野で持続可
能な社会を構想することができる。
（B-2）
技術者として必要な社会倫理を理解し、専門職業人として社会に貢献す
る自覚ができている。
（C） 国内外で活躍する技術者に必要な自己表現力の基礎が身についている。
（C-1） 日本語による論理的な表現ができる。
（C-2） 外国語によるコミュニケーションができる。
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（C-3） 技術的な内容を伝達するプレゼンテーションができる。
（D）
電子・情報通信分野の専門知識と技能を蓄積し、それらを総合して課題に取り
組むことができる。
（D-1） 電磁気学、電気回路、電子回路などの知識を身につけている。
（D-2） 電子デバイスなどのハードウェアに必要な知識と技能が修得できている。
（D-3） 情報通信工学に必要な知識とソフトウェアやネットワークの技能が修得
できている。
（D-4） 電子・情報通信分野の専門的知識を理解して課題解決に適用することが
できる。
（E） 自主的な学習による課題解決能力を継続的に向上させることができる。
（E-1） チームワークで課題解決の計画を立案して実行することができる。
（E-2） さまざまな解決方法がある課題を独自の方法で解決することができる。
（E-3） 与えられた条件下で課題を解決することができる。
（E-4） 自主的な学習の継続を通じて課題解決能力を向上させることができる。
実務コースでは、１．に記した教育目標⑴～⑸を達成する学習・教育到達目標を満
たしつつ、電子情報通信分野の国家資格や教員免許状といった実務資格の取得を目標
とした学習が可能です。具体的には、資格ごとに異なる指定科目の修得が必要となる
ため、コース自体の科目指定を極力少なくすることによって選択の幅を広げているこ
とが特徴です。（国家資格や教員免許状の取得に必要な科目は入学時の学生便覧に記
載されていますが、年度によって改訂されることもあるので十分注意してください。）
実務コースでは、１．に記した教育目標⑴～⑸を達成するための具体的な方策として、
下記の大項目（A）～（E）と小項目（A-1）～（E-4）を学習・教育到達目標として
定め、その卒業要件は別表２の「実務コースの卒業要件」にまとめられています。
（A） 数学や自然科学ならびに情報技術の基礎的知識と技能に習熟している。
（A-1） 数学や自然科学などの基礎的知識を応用することができる。
（A-2） コンピュータによる文書・統計資料の作成ならびに情報検索ができる。
（B） 国際社会への貢献を自覚し、技術者倫理に基づいた判断ができる。
（B-1） 人文科学や社会科学に関する幅広い知識をもち、地球的な視野で持続可
能な社会を構想することができる。
（B-2） 技術者として必要な社会倫理を理解している。
（C） 国内外で活躍する技術者に必要な自己表現力の基礎が身についている。
（C-1） 日本語による論理的な表現ができる。
（C-2） 外国語によるコミュニケーションができる。
（C-3） 技術的な内容を伝達するプレゼンテーションができる。
（D） 電子・情報通信分野の専門知識と技能を蓄積し、課題に取り組むことができる。
（D-1） 電気回路などの専門的な知識を身につけている。
（D-2） 電子デバイスや情報通信、ハードウェアやソフトウェアに必要な知識や
技能が自主的な学習計画に基づいて修得できている。
（D-3） 電子・情報通信分野の専門知識を理解して課題解決に適用できる。
（E） 自主的な学習による課題解決能力を継続的に向上させることができる。
（E-1） チームワークで課題解決の計画を立案して実行することができる。
（E-2） さまざまな解決方法がある課題を独自の方法で考えることができる。
（E-3） 与えられた条件下で課題を解決することができる。
（E-4） 自主的な学習の継続をすることができる。
２．２（2013年度入学生適用）
１．に記した教育目標⑴～⑸を満たすため、当学科の専門科目カリキュラムは、豊
かな人間性と知性ならびに社会性と国際性を養う一般教育科目に立脚し、次の５分野
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からなる専門科目と、卒業研究から構成されています。各専門科目は基礎から応用ま
で段階的に配置されており、最終年度に履修する卒業研究に向けて、学年進行ととも
に無理なく高度な内容を学ぶことができるカリキュラムとなっています。
（カ） 専門基礎科目
数学・物理・情報などの工学基礎科目と、高度な電子工学・情報工学・通信工学
を学ぶために必要な数学科目を開講しています。
（キ） 基幹科目
電子・情報通信の基礎となる物理量・数式・用語について習熟するための科目と、
コンピュータの仕組みと電気信号の扱い方を学んで活用する方法を身につけて電
子・情報通信分野の基本的なシステムの構築が実践できるようになるための科目
を開講しています。また、自主的・継続的な学習が必要な演習科目や、協働作業
を通じて問題解決能力とコミュニケーション能力を高めるPBLが必要なエンジニ
アリングデザイン科目を開講しています。
（ク） 技術人材育成科目
将来エンジニアとして活躍する上で欠かせない、広い視野に立った職業観や倫理
観を養う科目と、技術者として社会に貢献するための自覚をうながす科目を開講
しています。
（ケ） エレクトロニクス系科目
電子工学の基礎となるトランジスタなどの物理を理解し、それを組み合わせた電
子回路により、工学的な仕掛けを作りだすシステム技術を構想できるようになる
ための科目を開講しています。
（コ） 情報通信系科目
情報通信に関わる数学的知識に基づき情報を管理するモデルを設計し、習得した
技術をシステムの利用と開発に応用できるようになるための科目を開講していま
す。
（サ） 卒業研究
学部教育の総仕上げとして、担当教員による日常的な指導を受けながら特定の課
題について研究することで、新技術に挑戦する意欲と実践力を身につけ、たゆま
ぬ学習を継続して問題解決能力を向上させる態度を養成します。研究終了時には、
その成果を卒業研究報告書にまとめるとともに、卒業研究審査会での審査に合格
することが必要です。
当学科では、学生諸君の自主性を生かして個性を伸ばし４年間の学習を実りあるも
のにするため、基幹コースと実務コースの２つの履修プログラムを設けています。基
幹コースは、日本技術者教育認定機構（JABEE）の認定基準に沿ったモデルコースと
して、意欲ある学生諸君に推奨する高度技術者を養成するための発展的な履修プログ
ラムです。一方、実務コースは、それぞれの履修要件が別途定められた電子情報通信
分野の国家資格や教員免許状の取得を目標に、社会での即戦力となり得る実務を中心
として学ぶ履修プログラムです。
１年次から２年次へ進級する際に、各人の興味と目的に合わせて、いずれかのコー
スを選択します。この時決めたコースでの卒業が基本となりますが、途中で興味や目
的が変わることもありますので、３年次から４年次へ進級する際に基幹コースから実
務コースへ変更することが可能となっています（実務コースから基幹コースへの変更
はできません）。

基幹コースでは、１．に記した教育目標⑴～⑸を達成するための具体的な方策とし
て、JABEEの認定基準に沿った下記の大項目（A）～（E）と小項目（A-1）～（E-4）
を学習・教育到達目標として定めています。JABEEの認定基準と各項目の関係、なら
びに、各項目の達成に必要な学科目と単位数は別表１に記載され、基幹コースの卒業
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要件は別表２の「基幹コースの卒業要件」にまとめられています。
（A） 数学や自然科学ならびに情報技術の基礎的知識と技能に習熟している。
（A-1）
数学や自然科学などの基礎的知識を持ち、それらを応用することができる。
（A-2）
コンピュータによる文書・統計資料の作成ならびに情報検索に習熟して
いる。
（B） 国際社会への貢献を自覚し、技術者倫理に基づいた判断ができる。
（B-1）
人文科学や社会科学に関する幅広い知識をもち、地球的な視野で持続可
能な社会を構想することができる。
（B-2）
技術者として必要な社会倫理を理解し、専門職業人として社会に貢献す
る自覚ができている。
（C） 国内外で活躍する技術者に必要な自己表現力の基礎が身についている。
（C-1） 日本語による論理的な表現ができる。
（C-2） 外国語によるコミュニケーションができる。
（C-3） 技術的な内容を伝達するプレゼンテーションができる。
（D）
電子・情報通信分野の専門知識と技能を蓄積し、それらを総合して課題に取り
組むことができる。
（D-1） 電磁気学、電気回路、電子回路などの知識を身につけている。
（D-2） 電子デバイスなどのハードウェアに必要な知識と技能が修得できている。
（D-3） 情報通信工学に必要な知識とソフトウェアやネットワークの技能が修得
できている。
（D-4） 電子・情報通信分野の専門的知識を理解して課題解決に適用することが
できる。
（E） 自主的な学習による課題解決能力を継続的に向上させることができる。
（E-1） チームワークで課題解決の計画を立案して実行することができる。
（E-2） さまざまな解決方法がある課題を独自の方法で解決することができる。
（E-3） 与えられた条件下で課題を解決することができる。
（E-4） 自主的な学習の継続を通じて課題解決能力を向上させることができる。
実務コースでは、１．に記した教育目標⑴～⑸を達成する学習・教育到達目標を満
たしつつ、電子情報通信分野の国家資格や教員免許状といった実務資格の取得を目標
とした学習が可能です。具体的には、資格ごとに異なる指定科目の修得が必要となる
ため、コース自体の科目指定を極力少なくすることによって選択の幅を広げているこ
とが特徴です。（国家資格や教員免許状の取得に必要な科目は入学時の学生便覧に記
載されていますが、年度によって改訂されることもあるので十分注意してください。）
実務コースでは、１．に記した教育目標⑴～⑸を達成するための具体的な方策とし
て、下記の大項目（A）～（E）と小項目（A-1）～（E-4）を学習・教育到達目標と
して定め、その卒業要件は別表２の「実務コースの卒業要件」にまとめられています。
（A） 数学や自然科学ならびに情報技術の基礎的知識と技能に習熟している。
（A-1） 数学や自然科学などの基礎的知識を応用することができる。
（A-2） コンピュータによる文書・統計資料の作成ならびに情報検索ができる。
（B） 国際社会への貢献を自覚し、技術者倫理に基づいた判断ができる。
（B-1）
人文科学や社会科学に関する幅広い知識をもち、地球的な視野で持続可
能な社会を構想することができる。
（B-2） 技術者として必要な社会倫理を理解している。
（C） 国内外で活躍する技術者に必要な自己表現力の基礎が身についている。
（C-1） 日本語による論理的な表現ができる。
（C-2） 外国語によるコミュニケーションができる。
（C-3） 技術的な内容を伝達するプレゼンテーションができる。
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（D） 電子・情報通信分野の専門知識と技能を蓄積し、課題に取り組むことができる。
（D-1） 電気回路などの専門的な知識を身につけている。
（D-2） 電子デバイスや情報通信、ハードウェアやソフトウェアに必要な知識や
技能が自主的な学習計画に基づいて修得できている。
（D-3） 電子・情報通信分野の専門知識を理解して課題解決に適用できる。
（E） 自主的な学習による課題解決能力を継続的に向上させることができる。
（E-1） チームワークで課題解決の計画を立案して実行することができる。
（E-2） さまざまな解決方法がある課題を独自の方法で考えることができる。
（E-3） 与えられた条件下で課題を解決することができる。
（E-4） 自主的な学習の継続をすることができる。
２．３（2010年度～2012年度入学生適用）
１．に記した教育目標⑴～⑸を満たすため、当学科の専門科目カリキュラムは、豊
かな人間性と知性ならびに社会性と国際性を養う一般教育科目に立脚し、次の５分野
からなる専門科目群と、卒業研究から構成されています。各専門科目は基礎から応用
まで段階的に配置されており、最終年度履修する卒業研究に向けて、学年進行ととも
に無理なく高度な内容を学ぶことができるカリキュラムとなっています。
（ア） 専門基礎科目群
数学・物理・情報などの工学基礎科目と、高度な電子工学・情報工学・通信工学
を学ぶために必要な数学科目を開講しています。
（イ） 電子情報通信基礎科目群
電子・情報通信の基礎となる物理量・数式・用語について習熟するための科目と、
協働作業を通じて問題解決能力とコミュニケーション能力を高めるPBLを必要と
する実験科目、ならびに、将来エンジニアとして活躍する上で欠かせない倫理観
や職業観を養う科目を開講しています。
（ウ） 専門共通科目群
コンピュータの仕組みと電気信号の扱い方を学び、その活用方法を身につけ、電
子・情報通信分野の基本的なシステムの構築が実践できるようになるための科目
を開講しています。
（エ） エレクトロニクス科目群
電子工学の基礎となるトランジスタなどの物理を理解し、それを組み合わせた電
子回路により、工学的な仕掛けを作りだすシステム技術を構想できるようになる
ための科目を開講しています。
（オ） 情報通信科目群
情報通信に関わる数学的知識に基づき情報を管理するモデルを設計し、習得した
技術をシステムの利用と開発に応用できるようになるための科目を開講していま
す。
（カ） 卒業研究
学部教育の総仕上げとして、担当教員による日常的な指導を受けながら特定の課
題について研究することで、新技術に挑戦する意欲と実践力を身につけ、たゆま
ぬ学習を継続して問題解決能力を向上させる態度を養成します。研究終了時には、
その成果を卒業研究報告書に纏めるとともに、卒業研究審査会における審査に合
格することが必要です。
卒業要件を満たすためには、上記（ア）～（カ）に示した専門科目からの84単位を
含めて、124単位の修得が必要です。
実践的エンジニアとしての素養を養う実験科目と卒業研究（合計12単位）は必修で
あり、専門分野の基礎として特に重要な科目は選択必修として合計41単位中から26単
位以上の修得を求めています。卒業には別表２に記載した入学年度別の要件を満たす
6

必要があります。
３．学習時間について
大学では、１単位あたりに必要な学習時間を45時間としています。すなわち、２単
位の科目に必要な学習時間は90時間となります。そのうち授業時間は1.5時間×15回
=22.5時間だけなので、授業時間の数倍の自己学習時間が必要です。
このように、大学の授業では、授業時間外にも自ら主体的におこなう自己学習時間
を要求しています。各科目のシラバスには各回で学ぶ内容のポイントが示されていま
すので、受講に当たっては、シラバス記載の内容を参考に、各自が受講に必要な予習・
復習をきちんと行う習慣をつけることが重要です。予習/復習欄には、予習・復習の内容
とそれに必要な時間を記載していますので、それを目安に自主的に予習・復習に取り組
んでください。また、授業ごとに宿題や課題が課され、それらの成果を成績評価に反映
する科目も多くありますので、定期試験直前になってあわてて勉強するのではなく、日
頃からコツコツと計画的・自主的な学習を進める態度が欠かせません。
４．おわりに
卒業要件は当学科を卒業するために必要な条件ですが、ますます高度化する社会の
ニーズに対応するためには十分であるとはいえません。積極的により多くの単位を修
得し、問題解決能力をさらに高めることが望まれます。
学部卒業後には、大学院へ進学してさらに高度な知識と技能を身につけることが推
奨されます。本学大学院の工学研究科電気電子・機械工学専攻は当学科と電気電子シス
テム工学科（2002年度に「電気工学科」から改称）及び機械工学科の３学科の教員で構
成され、卒業生に博士前期課程ならびに博士後期課程へ進学の路を開いて意欲ある諸君
を歓迎しています。
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別表１

JABEE の認定基準と各項目の関係、ならびに、各項目の達成に必要な学科目と単位数

（2017 年度以降の入学生に適用）
学習・教育到達目標の大
教育到達目標の小項目
項目学習
（A）
（A-1）
数学や自然科学ならびに
数学や自然科学などの基
情報技術の基礎知識と技
礎的知識を持ち、それら
能に習熟している。
を応用することができ
る。

（B）国際社会への貢献
を自覚し、技術者倫理に
基づいた判断ができる。

（C）国内外で活躍する
技術者に必要な自己表現
力の基礎が身についてい
る。

（D）
電子・情報通信分野の専
門知識と技能を蓄積し、
それらを統合して課題に
取り組むことができる。

関連するJABEE 基準の項
目と対応の程度

（A-2）
コンピュータによる文
書・統計資料の作成なら
びに情報検索に習熟して
いる。
（B-1）人文社会や社会
科学に関する幅広い知識
を持ち、地球的な視野で
持続可能な社会を構想す
ることができる。
（B-2）
技術者として必要な社会
倫理を理解し、専門職業
人として社会に貢献する
自覚ができている。
（C-1）日本語による論
理的な表現ができる。
（C-2）外国語によるコ
ミュニケーションができ
る。
（C-3）技術的内容を伝
達するプレゼンテーショ
ンができる。
（D-1）
電磁気学、電気回路、電
子回路などの知識を身に
つけている。
（D-2）
電子デバイスなどのハー
ドウェアに必要な知識と
技能が修得できている。
（D-3）
情報通信工学に必要な知
識とソフトウェアやネッ
トワークの技能が修得で
きている。
（D-4）
電子・情報通信分野の専
門知識を理解して課題解
決に適用することができ
る。
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（c）

◎

（c）

◎

（a）
（b）

◎
○

（b）

◎

（f）

◎

（f）
（g）

◎
○

（f）
（i）

◎
○

（d）

◎

（d）

◎

（d）

◎

（d）

◎

評価方法および評価基準
次の３条件を満たすことによって評価す
る。
・ ｢電子情報通信基礎演習｣、｢解析学Ⅱ｣、｢解
析学Ⅱ演習｣、｢解析学Ⅲ｣、｢解析学Ⅲ演習」の
単位修得
・ ｢線形代数学Ⅰ｣、｢線形代数学Ⅱ｣、｢微分方
程式Ⅰ｣、｢物理学実験｣、｢応用数学Ⅰ｣､｢応用
数学Ⅱ｣、から６単位の修得。
・ 「知的財産法概論、基礎情報処理Ⅰ、基礎
情報処理Ⅱ、品質管理を除く工学マネジメント
と自然科学から17単位の修得」

「基礎情報処理Ⅰ」と「基礎情報処理
Ⅱ」の単位修得によって評価する。

人文社会科学と淀川学から11 単位と体
育から２単位の修得によって評価する。

「情報社会と倫理」の単位修得と、「情
報と職業」、「電波・通信法規」、「知
的財産法概論」、「インターンシッ
プ」、「品質管理」から２単位の単位修
得によって評価する。
「電子情報通信実験Ⅰ」と「キャリアデ
ザイン」の単位修得によって評価する。
外国語から８単位（英語６単位を含む）
の修得によって評価する。
「エレクトロニクスプラクティス」と
「卒業研究」の単位修得によって評価す
る。
「電気磁気学Ⅰ」、「電気磁気学Ⅱ」、
「電気回路Ⅰ」、「電気回路Ⅱ」、「基
礎電子回路Ⅰ」、「基礎電子回路Ⅱ」の
単位修得によって評価する。
「電子情報通信実験Ⅲ」、「コンピュー
タアーキテクチャ」、「固体エレクトロ
ニクスⅠ」の単位修得と、エレクトロニ
クスから８単位の単位修得によって評価
する。
「コンピュータ基礎」、「情報通信基
礎」の単位修得と、情報通信から８単位
の単位修得によって評価する。

「電子情報通信実験Ⅱ」と「卒業研究」
の単位修得によって評価する。

（E）
自主的な学習による課題
解決能力を継続的に向上
させることができる。

「エンジニアリング探求演習（PBL）」、
「電子情報通信実験Ⅰ」と「電子情報通信
実験Ⅱ」の単位修得によって評価する。

（E-1）
チームワークで課題解決
の計画を立案して実行す
ることができる。

（i）

◎

（E-2）
さまざまな解決方法があ
る課題を独自の方法で解
決することができる。

（e）

◎

「エンジニアリング探求演習（PBL）」
と「プログラミング・同演習」の単位修
得によって評価する。

（E-3）
与えられた条件下で課題
を解決することができ
る。

（h）

◎

「電子情報通信実験Ⅲ」と「エレクト
ロニクスプラクティス」の単位修得によ
って評価する。

（E-4）
自主的な学習の継続を通
じて課題解決能力を向上
させることができる。

（g）

◎

「電気磁気学演習」、「電気回路Ⅰ演
習」、「電気回路Ⅱ演習」、「電子回路
演習」の単位修得によって評価する。

（2016 年度の入学生に適用）
学習・教育到達目標の大
項目学習
（A）
数学や自然科学ならびに
情報技術の基礎知識と技
能に習熟している。

（B）国際社会への貢献
を自覚し、技術者倫理に
基づいた判断ができる。

（C）国内外で活躍する
技術者に必要な自己表現
力の基礎が身についてい
る。

（D）

教育到達目標の小項目
（A-1）
数学や自然科学などの基
礎的知識を持ち、それら
を応用することができ
る。

（A-2）
コンピュータによる文
書・統計資料の作成なら
びに情報検索に習熟して
いる。
（B-1）人文社会や社会
科学に関する幅広い知識
を持ち、地球的な視野で
持続可能な社会を構想す
ることができる。
（B-2）
技術者として必要な社会
倫理を理解し、専門職業
人として社会に貢献する
自覚ができている。
（C-1）日本語による論
理的な表現ができる。
（C-2）外国語によるコ
ミュニケーションができ
る。
（C-3）技術的内容を伝
達するプレゼンテーショ
ンができる。
（D-1）
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関連するJABEE 基準の項
目と対応の程度
（c）
◎

評価方法および評価基準

（c）

◎

「基礎情報処理Ⅰ」と「基礎情報処理
Ⅱ」の単位修得によって評価する。

（a）
（b）

◎
○

人文社会科学と淀川学から11 単位と体
育から２単位の修得によって評価する。

（b）

◎

「情報社会と倫理」の単位修得と、「情
報と職業」、「電波・通信法規」、「知
的財産法概論」、「インターンシッ
プ」、「品質管理」から２単位の単位修
得によって評価する。

（f）

◎

（f）
（g）

◎
○

「電子情報通信実験Ⅰ」と「キャリアデ
ザイン」の単位修得によって評価する。
外国語から８単位（英語６単位を含む）
の修得によって評価する。

（f）
（i）

◎
○

（d-1）

◎

次の３条件を満たすことによって評価す
る。
・ ｢電子情報通信基礎演習｣、｢解析学Ⅱ｣、｢解
析学Ⅱ演習｣、｢解析学Ⅲ｣、｢解析学Ⅲ演習」の
単位修得
・ ｢線形代数学Ⅰ｣、｢線形代数学Ⅱ｣、｢微分方
程式Ⅰ｣、｢物理学実験｣、｢応用数学Ⅰ｣､｢応用
数学Ⅱ｣、から６単位の修得。
・ 「知的財産法概論、基礎情報処理Ⅰ、基礎
情報処理Ⅱ、品質管理を除く工学マネジメント
と自然科学から17単位の修得」

「エレクトロニクスプラクティス」と
「卒業研究」の単位修得によって評価す
る。
「電気磁気学Ⅰ」、「電気磁気学Ⅱ」、

電子・情報通信分野の専
門知識と技能を蓄積し、
それらを統合して課題に
取り組むことができる。

電磁気学、電気回路、電
子回路などの知識を身に
つけている。

「電気回路Ⅰ」、「電気回路Ⅱ」、「基
礎電子回路Ⅰ」、「基礎電子回路Ⅱ」の
単位修得によって評価する。

（D-2）
電子デバイスなどのハー
ドウェアに必要な知識と
技能が修得できている。

（E）
自主的な学習による課題
解決能力を継続的に向上
させることができる。

「電子情報通信実験Ⅲ」、「コンピュー
タアーキテクチャ」、「固体エレクトロ
ニクスⅠ」の単位修得と、エレクトロニ
クス系科目から８単位の単位修得によっ
て評価する。
「コンピュータ基礎」、「コンピュータ
演習」、「情報通信基礎」の単位修得
と、情報通信系科目から８単位の単位修
得によって評価する。

（d-1）
（d-3）

◎
◎

（D-3）
情報通信工学に必要な知
識とソフトウェアやネッ
トワークの技能が修得で
きている。

（d-1）
（d-3）

◎
◎

（D-4）
電子・情報通信分野の専
門知識を理解して課題解
決に適用することができ
る。

（d-4）

◎

「電子情報通信実験Ⅱ」と「卒業研究」
の単位修得によって評価する。

（E-1）
チームワークで課題解決
の計画を立案して実行す
ることができる。

（i）

◎

「電子情報通信実験Ⅰ」と「電子情報通
信実験Ⅱ」の単位修得によって評価す
る。

（E-2）
さまざまな解決方法があ
る課題を独自の方法で解
決することができる。

（e）

◎

「エンジニアリング探求演習（PBL）」
と「プログラミング・同演習」の単位修
得によって評価する。

（E-3）
与えられた条件下で課題
を解決することができ
る。

（h）

◎

「電子情報通信実験Ⅲ」と「エレクト
ロニクスプラクティス」の単位修得によ
って評価する。

（E-4）
自主的な学習の継続を通
じて課題解決能力を向上
させることができる。

（g）

◎

「電気磁気学演習」、「電気回路Ⅰ演
習」、「電気回路Ⅱ演習」、「電子回路
演習」の単位修得によって評価する。

（2014・2015 年度の入学生に適用）
学習・教育到達目標の大
項目学習
（A）
数学や自然科学ならびに
情報技術の基礎知識と技
能に習熟している。

教育到達目標の小項目

関連するJABEE 基準の項
目と対応の程度
（c）
◎

（A-1）
数学や自然科学などの基
礎的知識を持ち、それら
を応用することができ
る。
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評価方法および評価基準
次の３条件を満たすことによって評価す
る。
・ ｢電子情報通信基礎演習｣、｢解析学
Ⅱ｣、｢解析学Ⅱ演習｣、｢解析学Ⅲ｣、｢解
析学Ⅲ演習」の単位修得
・ ｢線形代数学Ⅰ｣、｢線形代数学Ⅱ｣、
｢微分方程式Ⅰ｣、｢物理学実験｣、｢応用
数学Ⅰ｣､｢応用数学Ⅱ｣、から６単位の修
得。
・ 「知的財産法概論、基礎情報処理
Ⅰ、基礎情報処理Ⅱ、品質管理を除く工
学マネジメントと自然科学から17単位の
修得」

（A-2）
コンピュータによる文
書・統計資料の作成なら
びに情報検索に習熟して
いる。
（B）
国際社会への貢献を自覚
し、技術者倫理に基づい
た判断ができる。

（C）
国内外で活躍する技術者
に必要な自己表現力の基
礎が身についている。

（D）
電子・情報通信分野の専
門知識と技能を蓄積し、
それらを統合して課題に
取り組むことができる。

（E）
自主的な学習による課題
解決能力を継続的に向上
させることができる。

（c）

◎

（a）
（b）

◎
○

（B-2）
技術者として必要な社会
倫理を理解し、専門職業
人として社会に貢献する
自覚ができている。

（b）

◎

「情報社会と倫理」の単位修得と、「情
報と職業」、「電波・通信法規」、「知
的財産法概論」、「インターンシッ
プ」、「品質管理」から２単位の単位修
得によって評価する。

（C-1）
日本語による論理的な表
現ができる。

（f）

◎

「電子情報通信実験Ⅰ」の単位修得と、
「キャリアデザインⅠ」、「キャリアデ
ザインⅡ」
から１単位の修得によって評価する。

（C-2）
外国語によるコミュニケ
ーションができる。

（f）
（g）

◎
○

外国語から８単位（英語６単位を含む）
の修得によって評価する。

（C-3）
技術的内容を伝達するプ
レゼンテーションができ
る。
（D-1）
電磁気学、電気回路、電
子回路などの知識を身に
つけている。

（f）
（i）

◎
○

「エレクトロニクスプラクティス」と
「卒業研究」の単位修得によって評価す
る。

（d-1）

◎

「電気磁気学Ⅰ」、「電気磁気学Ⅱ」、
「電気回路Ⅰ」、「電気回路Ⅱ」、「基
礎電子回路Ⅰ」、「基礎電子回路Ⅱ」の
単位修得によって評価する。

（D-2）
電子デバイスなどのハー
ドウェアに必要な知識と
技能が修得できている。

（d-1）
（d-3）

◎
◎

「電子情報通信実験Ⅲ」、「コンピュー
タアーキテクチャ」、「固体エレクトロ
ニクスⅠ」の単位修得と、エレクトロニ
クス系科目から８単位の単位修得によっ
て評価する。

（D-3）
情報通信工学に必要な知
識とソフトウェアやネッ
トワークの技能が修得で
きている。

（d-1）
（d-3）

◎
◎

「コンピュータ基礎」、「コンピュータ
演習」、「情報通信基礎」の単位修得
と、情報通信
科系目から８単位の単位修得によって評
価する。

（D-4）
電子・情報通信分野の専
門知識を理解して課題解
決に適用することができ
る。

（d-4）

◎

「電子情報通信実験Ⅱ」と「卒業研究」
の単位修得によって評価する。

（E-1）
チームワークで課題解決
の計画を立案して実行す
ることができる。

（i）

◎

「電子情報通信実験Ⅰ」と「電子情報通
信実験Ⅱ」の単位修得によって評価す
る。

（B-1）
人文社会や社会科学に関
する幅広い知識を持ち、
地球的な視野で持続可能
な社会を構想することが
できる。
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「基礎情報処理Ⅰ」と「基礎情報処理
Ⅱ」の単位修得によって評価する。

人文社会科学と淀川学から11 単位と体
育から２単位の修得によって評価する。

（E-2）
さまざまな解決方法があ
る課題を独自の方法で解
決することができる。

（e）

◎

「エンジニアリング探求演習（PBL）」
と「プログラミング・同演習」の単位修
得によって評価する。

（E-3）
与えられた条件下で課題
を解決することができ
る。

（h）

◎

「電子情報通信実験Ⅲ」と「エレクト
ロニクスプラクティス」の単位修得によ
って評価する。

（E-4）
自主的な学習の継続を通
じて課題解決能力を向上
させることができる。

（g）

◎

「電気磁気学演習」、「電気回路Ⅰ演
習」、「電気回路Ⅱ演習」、「電子回路
演習」の単位修得によって評価する。

教育到達目標の小項目

関連するJABEE 基準の項
目と対応の程度
（c）
◎

（2013 年度入学生に適用）
学習・教育到達目標の大
項目学習
（A）
数学や自然科学ならびに
情報技術の基礎知識と技
能に習熟している。

（B）
国際社会への貢献を自覚
し、技術者倫理に基づい
た判断ができる。

（C）
国内外で活躍する技術者
に必要な自己表現力の基
礎が身についている。

（A-1）
数学や自然科学などの基
礎的知識を持ち、それら
を応用することができ
る。

評価方法および評価基準
総合理学系科目から10
単位の修得と、「微積分
Ⅰ・同演習」、「微積分
Ⅱ・同演習」、「電子情
報通信基礎演習」の単位
修得と、コース指定科目
を除く専門基礎科目から
６単位の単位修得によっ
て評価する。
「基礎情報処理Ⅰ」と
「基礎情報処理Ⅱ」の単
位修得によって評価す
る。

（A-2）
コンピュータによる文
書・統計資料の作成なら
びに情報検索に習熟して
いる。

（c）

◎

（B-1）
人文社会や社会科学に関
する幅広い知識を持ち、
地球的な視野で持続可能
な社会を構想することが
できる。

（a）
（b）

◎
○

総合人間学系科目（外国
語を除く）から18単位の
単位修得によって評価す
る。

（B-2）
技術者として必要な社会
倫理を理解し、専門職業
人として社会に貢献する
自覚ができている。

（b）

◎

（C-1）
日本語による論理的な表
現ができる。

（f）

◎

「情報社会と倫理」の単
位修得と、「情報と職
業」、「知的財産実務入
門」、「インターンシッ
プ」から2 単位の単位修
得によって評価する。
「電子情報通信実験Ⅰ
a」の単位修得と、「キ
ャリアデザインⅠ」、
「キャリアデザインⅡ」
から1 単位の修得によっ
て評価する。

（C-2）
外国語によるコミュニケ
ーションができる。

（f）
（g）

◎
○

総合人間学系科目（外国
語）から８単位の修得に
よって評価する。

（C-3）

（f）

◎

「電子情報通信実験Ⅱ
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（D）
電子・情報通信分野の専
門知識と技能を蓄積し、
それらを統合して課題に
取り組むことができる。

（E）
自主的な学習による課題
解決能力を継続的に向上
させることができる。

技術的内容を伝達するプ
レゼンテーションができ
る。

（i）

○

b」と「卒業研究」の単
位修得によって評価す
る。

（D-1）
電磁気学、電気回路、電
子回路などの知識を身に
つけている。

（d-1）

◎

「電気磁気学Ⅰ」、「電
気磁気学Ⅱ」、「電気回
路Ⅰ」、「電気回路
Ⅱ」、「基礎電子回路
Ⅰ」、「基礎電子回路
Ⅱ」の単位修得によって
評価する。

（D-2）
電子デバイスなどのハー
ドウェアに必要な知識と
技能が修得できている。

（d-1）
（d-3）

◎
◎

「電子情報通信実験Ⅱ
a」、「コンピュータア
ーキテクチャ」、「固体
エレクトロニクスⅠ」の
単位修得とエレクトロニ
クス系科目から８単位の
単位修得によって評価す
る。

（D-3）
情報通信工学に必要な知
識とソフトウェアやネッ
トワークの技能が修得で
きている。

（d-1）
（d-3）

◎
◎

「コンピュータ基礎」、
「コンピュータ演習」、
「情報通信基礎」の単位
修得と、情報通信科系目
から８単位の単位修得に
よって評価する。

（D-4）
電子・情報通信分野の専
門知識を理解して課題解
決に適用することができ
る。

（d-4）

◎

「電子情報通信実験Ⅰ
b」と「卒業研究」の単
位修得によって評価す
る。

（E-1）
チームワークで課題解決
の計画を立案して実行す
ることができる。

（i）

◎

「電子情報通信実験Ⅰ
a」と「電子情報通信実
験Ⅰ b」の単位修得によ
って評価する。

（E-2）
さまざまな解決方法があ
る課題を独自の方法で解
決することができる。

（e）

◎

「工学デザイン入門」と
「プログラミング・同演
習」の単位修得によって
評価する。

（E-3）
与えられた条件下で課題
を解決することができ
る。

（h）

◎

「電子情報通信実験Ⅱ
a」と「電子情報通信実
験Ⅱ b」の単位修得によ
って評価する。

（E-4）
自主的な学習の継続を通
じて課題解決能力を向上
させることができる。

（g）

◎

「電気磁気学演習」、
「電気回路Ⅰ演習」、
「電気回路Ⅱ演習」、
「電子回路演習」の単位
修得によって評価する。

（関連するJABEEの認定基準の項目）
（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、及び技術者が社会に対して負っている責任に関する理解
（c） 数学及び自然科学に関する知識とそれらを応用する能力
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（d）
（e）
（f）
（g）
（h）
（i）

別表２

当該分野において必要とされる専門的知識とそれらを応用する能力
種々の科学、技術及び情報を活用して社会の要求を解決するためのデザイン能力
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
自主的、継続的に学習する能力
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
チームで仕事をするための能力

卒業要件

（2016年度以降入学生に適用）
「卒業に必要な単位数」（基幹コースと実務コースの両方に共通）
４年以上（８年以内）在学
キャリア形成の基礎［人文社会科学10単位、外国語８単位（英語６単位を含む）、
体育２単位を含む］･･････････････････････････････････････････････20単位
工学の基礎･･････････････････････････････････････････････････････26単位
電子情報通信工学科の専門科目
必修科目････････････････････････････････････････････････････････17単位
選択科目････････････････････････････････････････････････････････53単位
◇基幹コース
・必修科目を除く基幹科目23単位（ただし2016年度入学生は24単位）を修得していること
・ 解析学Ⅱ、解析学Ⅱ演習、解析学Ⅲ、解析学Ⅲ演習、基礎情報処理Ⅰ、基礎
情報処理Ⅱを修得していること。
・ 線形代数学Ⅰ、線形代数学Ⅱ、微分方程式Ⅰ、応用数学Ⅰ、応用数学Ⅱ、物
理学実験の６科目のうち６単位以上を修得していること。
・情報社会と倫理、エンジニアリング探求演習（PBL）を修得していること
・ 情報と職業、電波･通信法規、知的財産法概論、インターンシップ、品質管
理の５科目のうち２単位以上を修得していること
・ キャリアデザインを修得していること
・エレクトロニクス系科目から８単位以上を修得していること
・情報通信系科目から８単位以上を修得していること
◇実務コース
・必修科目を除く基幹科目から12単位以上を修得していること
・ キャリアデザイン、情報社会と倫理、情報と職業、電波･通信法規、知的財
産法概論、インターンシップ、品質管理の７科目のうち２単位以上を修得し
ていること
・エレクトロニクス系科目から８単位以上を修得していること
・情報通信系科目から８単位以上を修得していること
その他（キャリア形成の基礎、工学の基礎、数理科学と教育、所属学科の専門科目、
その他連携科目、他学科の専門科目及び他学部の科目）･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･8単位
（合計）

124単位

（2014・2015年度入学生に適用）
「卒業に必要な単位数」（基幹コースと実務コースの両方に共通）
４年以上（８年以内）在学
キャリア形成の基礎［人文社会科学10単位、外国語８単位（英語６単位を含む）、
体育２単位を含む］････････････････････････････････････････････････････20単位
工学の基礎･･････････････････････････････････････････････････････26単位
電子情報通信工学科の専門科目
必修科目････････････････････････････････････････････････････････17単位
選択科目････････････････････････････････････････････････････････53単位
◇基幹コース
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・必修科目を除く基幹科目24単位を修得していること
・ 解析学Ⅱ、解析学Ⅱ演習、解析学Ⅲ、解析学Ⅲ演習、基礎情報処理Ⅰ、基礎
情報処理Ⅱを修得していること。
・ 線形代数学Ⅰ、線形代数学Ⅱ、微分方程式Ⅰ、応用数学Ⅰ、応用数学Ⅱ、物
理学実験の６科目のうち６単位以上を修得していること。
・情報社会と倫理、エンジニアリング探求演習（PBL）を修得していること
・ 情報と職業、電波･通信法規、知的財産法概論、インターンシップ、品質管
理の５科目のうち２単位以上を修得していること
・ キャリアデザインⅠ、キャリアデザインⅡの２科目のうち１単位以上を修得
していること
・エレクトロニクス系科目から８単位以上を修得していること
・情報通信系科目から８単位以上を修得していること
◇実務コース
・必修科目を除く基幹科目から12単位以上を修得していること
・ キャリアデザインⅠ、キャリアデザインⅡ、情報社会と倫理、情報と職業、
電波･通信法規、知的財産法概論、インターンシップ、品質管理の８科目の
うち２単位以上を修得していること
・エレクトロニクス系科目から８単位以上を修得していること
・情報通信系科目から８単位以上を修得していること
その他（キャリア形成の基礎、工学の基礎、数理科学と教育、所属学科の専門科目、
その他連携科目、他学科の専門科目及び他学部の科目）･････････････････････8単位
（合計）

124単位

（2013年度入学生に適用）
「卒業に必要な単位数」（基幹コースと実務コースの両方に共通）
共通科目：
人文社会・総合16単位、外国語８単位（英語６単位を含む）、体育２単位を含
めた総合人間学系30単位、総合理学系10単位を含む。････････････････40単位
電子情報通信工学科の専門科目：
必修科目････････････････････････････････････････････････････････19単位
選択科目････････････････････････････････････････････････････････65単位
共通科目と電子情報通信工学科の専門科目の単位数の合計･････････････････124単位
基幹コースは上記の選択科目において次の要件を満たす事
○必修科目を除く基幹科目24単位
○ 「微積分Ⅰ・同演習」、「微積分Ⅱ・同演習」、「基礎情報処理Ⅰ」、「基礎情報処理Ⅱ」
の修得とこれ以外の専門基礎科目から６単位以上
○「情報社会と倫理」を修得していること
○「情報と職業」、「知的財産実務入門」、「インターンシップ」から２単位以上
○「キャリアデザインⅠ」、「キャリアデザインⅡ」から１単位以上
○エレクトロニクス系科目から８単位以上
○情報通信系科目から８単位以上
実務コースは上記の選択科目において次の要件を満たす事
○必修科目を除く基幹科目から12単位以上
○技術人材育成科目から２単位以上
○エレクトロニクス系科目から８単位以上
○情報通信系科目から８単位以上
（2010年度～2012年度入学生に適用）
「卒業に必要な単位数」
共通科目：
人文社会・総合16単位、外国語８単位（英語６単位を含む）、体育２単位を含
めた総合人間学系30単位、総合理学系10単位を含む。･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･40単位
電子情報通信工学科の専門科目：
必修科目･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･12単位
選択科目（選択必修科目26単位を含む）･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･72単位
共通科目と電子情報通信工学科の専門科目の単位数の合計･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･24 単位_
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