
工学基礎

工芸大学生のためのオリジナルテキスト

数学系 

解析学

Basics for Engineering

微分積分学　　線形代数

工学を学ぶ上での基礎科目である数学、物理学、化学を中心に学びます。学習効果を高めるために、講義授業だ

けではなく、演習授業、実験授業を組み合わせて行います。これらの授業は、事前に行われるプレイスメントテ

ストの結果を基にしたクラス分けで行うので、自分に適したクラスで勉強することができます。また、理解が不

十分な学生のためには、補習授業も用意しています。

※ ここでは主要科目のみを紹介しています。

　また、特定学科のみを対象としている科目

　もあります。

学術図書出版より出版

確率・統計学

幾何学 工業数学

その他

工業英語

工業技術概論生物学

生理学

地学

工業英語工学基礎実験

科学研究や開発の舞台は世界です。よって、

研究者や技術者にも英語力が求められます。

大学在学中に、科学研究者や技術者に必要な

英語の基礎を習得してください。

光の反射と偏光
の実験

オシロスコープ
の実験

工学の基礎となる物理学や化学は自

然現象の観察を通して、新しい法則

を見出してきました。講義で学んだ

法則を実験を通じて肌で感じること

で、深い理解につながります。

工業英語の例文

This camera has a wide-angle lens.

　このカメラには広角レンズがついている。

一般の英語の例文

My father bought me a camera.

　お父さんが僕にカメラを買ってくれました。

講義

演習

補習

学習支援センター

数学・物理・化学の習得は
決して容易ではありません。

カスケード方式で学習をサポート！

よって、

万全のサポート体制を築きました。

大学で初めて学ぶ学生もいます。
（文系だったなど）

物理学系 化学系

講義と演習をセットとし、連続して行うため、理解が早い

化学実験
における
消火訓練

物理学 物理学演習 化学 化学演習

工学基礎実験 化学実験物理学実験



Communication Skills
外国語である英語・ドイツ語・フランス語・中国語の科目のほか、日本語の大学生としての文章表現力を高める

科目もあります。外国語を通じて、外国文化を吸収・理解し、国際化時代に対応するコミュニケーション能力を

育成します。さらに、母国語である日本語を基盤として、思考力を高める訓練も行います。

４つの技能をしっかり学びます

読む

書く

コミュニケーション（聞く・話す）

プレゼンテーション（話す）

学生と教員の

コミュニケーションを重視

カレッジ で力試し！

演習

英語リーディング基礎

英語ライティング基礎

英語コミュニケーション

アカデミック・イングリッシュ

学内で を受験できます。
もちろんスコアは正式認定されます。
また、受験料の補助制度があります。
年後の就職活動に向けて、スコアを上げましょう。

中国語

韓国語

日本語（※留学生のみ）

副専攻

国際コミュニケーション

コミュニケーション・スキルの科目を中心

に、指定の単位を取得すると、所属学科

（主専攻）の卒業証書とは別に、副専攻の

修了証が授与されます。

特定のテーマを追求して体系的に学修する
ことで、主専攻を補強して、第二の強みを
作ることができます。

英語プレゼンにチャレンジ！

教室

コンピュータを整備した

教室が２つあります。

英語の授業で利用します。

各自が画面をの教材を見て

学習することもあります。

英語に加え、国内でよく目にする中国

語、韓国語を学べます。また、留学生の

ための日本語も開講しています。



社会の仕組み
Social Structures

国際社会とコミュニケーション

異文化コミュニケーションの障害になる言語現象を

理解し、さまざまな事例の解決策をクラスで意見を

交換しながら導き出します。
　

多文化社会になりつつある日本では、日本語環境の

中でも異文化環境で必要とされる能力が必要になり

ます。この授業では、異文化間コミュニケーション

の理論をもとに、現実に起きた事例を学習者同士で

議論しながら解決策を考えます。

自分を取り巻く環境について学ぶために、社会科学・人文科学の各分野にまたがる多様な科目を用意しました。

これらの学習を通して、専門分野に偏った知識だけではなく、視野を広げ、幅広い教養や公共性・倫理性を身に

付けた『21世紀型市民』としての素養を養います。グローバル社会を生き抜くために必要な力です。

工芸大工学部・入学生アンケート

Q 高校時代の嫌いな教科は？

１位　英語

２位　社会

３位　国語

理系だからと逃げないで、「コミュニケーション・

スキル」「社会のしくみ」「心と身体」で学んでく

ださい。きっと、興味関心のある分野を見つけるこ

とができるはずです。

ちなみに、4位と5位は数学と理科。好きな教科

TOP3は、数学・体育・芸術。理科は４位。

地域・社会活動

●学生とともに、小中高生を対象としたイベントを行います。

●厚木市主催の「あつぎ協働大学」で講座を開講します。

H27年度「新生と再生」
H25年度「成長と発展の諸相」
H23年度『環境』への複眼的アプローチ

大勢の市民の方々が、生涯学習として熱心に勉強をしています。

音楽と数学 アンテナの科学 光化学実験 給食の後

＜経営学＞

企業と経営

社会人と経営

＜経済学＞

日本経済と国際社会

金融と経済

工学倫理

情報倫理

情報と職業

現代社会と科学技術
＜歴史学＞

国際社会と歴史

国際社会とコミュニケーション  

＜法学＞

日本国憲法

くらしと法律

＜社会学＞

アジア・日本の社会学

ヨーロッパ・中東の社会学

大教室での授業だけではなく、

小人数授業やアクティブラーニングな授業もあります。

アクティブラーニングルーム

電子黒板



心と身体 Minds and Physicality

運動科学実験

出典：Wikipedia

（実験イメージ）

本学の
トレッドミル

フィットネス演習
（体力トレーニング）

＜宗教学＞

国際社会と宗教

＜哲学＞

人間と哲学

＜文学＞

新時代と文学

＜心理学＞

メンタルヘルスと心理

＜言語学＞

言語コミュニティと言語

コミュニケーションと言語

運動生理学

バイオメカニクス 野外スポーツ

スポーツ演習

ウェルネス演習
（体力測定など）

運動科学実験

社会・人文系科目の「人の心」に関する分野と保健体育科目を、「心」「身体」をキーワードに再構築しました。

人の「心」と「身体」は繋がっていて、切り離せるものではありません。よって、これらを一連の学問体系として

学習します。自分自身の「心」と「身体」について理解を深めることは、これからを生きるためにも重要です。

運動を「科学」の視点から捉えます。

実験内容はトレッドミルによる呼吸循環系能力の測定、

筋活動の測定(筋電図)、動作反応時間の測定などです。

副専攻
運動科学

運動生理学、バイオメカニクス、

運動科学実験等の科目を中心とし

た所定の単位を取得すると、所属

学科（主専攻）の卒業証書とは別

に、「運動科学」副専攻の修了証

が授与されます。

第二の専門分野を作ってください。 スキー

カヌー　 
（キャンプ）

リバートレッキング
（キャンプ）

スキーは２月、キャンプは8月に合宿で行います

・バスケットボール

・ソフトボール

・バドミントン

・テニス

・フットサル

・太極拳

・護身術

・空手＆古武道

・スキー

・キャンプ

興味のある種目を選べます

心 身体



中学・高校の教員養成課程 教職課程

：大学院に進学すると「専修免許状」が取得できます。（※申請予定）

Teacher-Training Course 

教職課程では、基礎・教養及び専門的な学びに加えて、教員となる上で必要な科目を開講しています。

教員を目指す学生や教育を真剣に考えたい学生の思いに応える授業を行います。

中学 高校

機械コース

電気電子コース

情報コース

化学・材料コース

建築コース

工業

高校

情報 数学 理科＜取得可能な免許状＞

学芸員課程
芸術学部を併設する東京工芸大学では、

工学部の学生も学芸員の資格を取得することができます！

学芸員の主な仕事

 ① 博物館で展示する資料を収集し、調査研究を行う

 ② ①の資料を教育的配慮に基いて展示する

 ③ 文化財的資料を次世代に継承するために保存する

４年生では「学芸員実習」があります。

実習先の例：生命の星・地球博物館

 　　　　　  新江ノ島水族館（ペンギンの飼育）

●教員採用実績 教員としての就職を目指す学生はまだ少ないですが、徐々に、増え始めています。

・教員採用試験対策講座（面接指導・小論文対策 他）

・教員採用試験模試 受験料補助制度

●教員試験対策

例：埼玉県公立中学校（数学）、埼玉県公立中学校（理科）、都立高校（数学）、

   　神奈川県立高校、山梨県立工業高校、私立中学・高校、他

●教職課程の授業

教職概論

教育心理学

教育制度・経営論

教育方法・技術論

教育相談

教育原理  

数学科指導法

理科指導法

道徳教育指導論

生徒・進路指導論

教育実習事前指導

介護等体験  

数学科指導法

理科指導法

工業科指導法

情報科指導法

教育課程論

特別活動論  

教育実習

教職実践演習

1年 2年 3年 4年

全コース対象！

中学 高校

：高等学校教諭一種免許状

：中学校教諭一種免許状中学

高校

高校

中学 高校

学芸員



学習支援センター
Learning Support Center 

学習支援センター拡充計画もあります。

今後の発展に期待してください！

昨年度の総利用者数はのべ3800人。1年生の年間利用回数は平均6.5回。

学んでいないことを嘆いても仕方がない。

今から学びましょう。応援します。

休憩スペース

参考書や教科書

教室とは違う雰囲気を出そうとしています

ある日の風景（奥に学生やチュータがいます）

自習からグループ学習まで対応するため、
いろいろなテーブルや机を用意しています。
「ぼっち席」もあります。

教 員

数学、物理、化学、英語といった基礎共通科目の教員が、

5限以降の夕方の時間を担当します。

チューター
高校での長年の教育経験をもつベテラン教員の方々です。

数学4名、物理4名、化学2名、日本語2名の先生が、毎

日、各教科１名ずつ、学習支援センターで、学生の質問に

対応します。授業担当の教員とは異なる立場で、学生の皆

さんをサポートしています。

上級生（TA）
専門学科の教員から推薦を受けた優秀な大学院

生または4年生です。各学科から2名ずつ選抜さ

れています。担当時間は公表されますので、お

目当ての先輩のいる時間に来室することができ

ます。

12時 13時 14時 15時 16時 17時

チューター（数学＋物理＋化学＋日本語）

12時 開室 18時半 閉室

※ 開室日は授業期間中の月曜日～金曜日

上級生 上級生

教員

もっと、もっと、利用して欲しい！

63%

質問

自習

目的

65
%数学

化学

物理

質問教科

66%

2年

1年

学年

73%

学期

前期

後期

主な利用スタイル

●１人で自習する

●友達と勉強する

●実験レポートを作成する

●授業内容や宿題を質問する

●授業課題をチェックしてもらう

キャンパスの中にある学習支援センターでは、学生ひとりひとりの学習を個々にサポートしています。平日の午後、

チューター・上級生・教員といった立場の異なるスタッフが集まり、学生の学習に対する質問にこたえます。
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