
グローバル輸送科学科・航海マネジメントコース（2018年度入学生用）

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

国際経済法（法） 国際民事法Ⅱ（法）

ドイツ語初級A1/B1 ドイツ語初級A2/B2 ドイツ語初級A3/B3 ドイツ語初級A4/B4 国際民事法Ⅰ（法） 国際法Ⅱ（法）

フランス語初級A1/B1 フランス語初級A2/B2 フランス語初級A3/B3 フランス語初級A4/B4 国際法Ⅰ（法） 国際貿易（経営）

中国語初級A1/B1 中国語初級A2/B2 中国語初級A3/B3 中国語初級A4/B4 交通論（経営） 国際交通（経営）

ロシア語初級A1/B1 ロシア語初級B1/B2 ロシア語初級A3/B3 ロシア語初級A4/B4 環境経済論（経済） グローバル・マーケティング（経営）

海洋環境科学（理） 国際経済基礎論（経済）

①◎コミュニケーション英語A ①◎コミュニケーション英語B ①◎コミュニケーション英語C ①◎コミュニケーション英語D ライティング英語C ライティング英語D ①◎海事英語1-A ①◎海事英語1-B ①◎海事英語2-A ①◎海事英語2-B ①海事実用英語 経済地理学（経済）

ライティング英語A ライティング英語B 海底物理学（理）

海洋生物学（理）

初年次セミナー 海事科学通論 海事社会学-1 海事社会学-2 経済学Ⅰ-1 経済学Ⅰ-2 海運経済論1 海運経済論2 経済学Ⅲ-1 経済学Ⅲ-2 会計学 海岸・港湾工学（工）

地勢学A 地勢学B 経済学Ⅱ-1 経済学Ⅱ-2 海事を科学するⅠ 経営組織論1 経営組織論2 海上保険論 地震安全工学（工）

海事政策論1 海事政策論2 経営戦略論

海事国際法1 海事国際法2 海事労働法1 海事労働法2 海難論 海上交通心理学1 海上交通心理学2

★海上交通法1-1 ★海上交通法1-2 ★海上交通法2-1 ★海上交通法2-2 ★船舶安全学

★①海事法規1 ★①海事法規2

情報基礎 基礎プログラミング1 基礎プログラミング2 応用プログラミング1 応用プログラミング2

健康・スポーツ科学実習基礎1健康・スポーツ科学実習基礎2 健康・スポーツ科学講義A ㊩運動科学A ㊩運動科学B

健康・スポーツ科学実習1 健康・スポーツ科学実習2

★船舶実習1 ★船舶実習2 ①◎船舶通信管理2 ◎㊩船舶衛生1 ◎㊩船舶衛生2 ★船舶実習3

★◎学内船舶実習3

◎リーダシップ1 ◎リーダシップ2

インターンシップ

★航海学1-1 ★航海学1-2 ★航海学2-1 ★航海学2-2 ★航海学3-1 ★航海学3-2 ★航海学演習2

①電気電子工学1 ①電気電子工学2 ★航海計器学1-1 ★航海計器学1-2 ★航海学演習1-A ★航海学演習1-B ★航海マネジメント学実験2

①を追加 ①を追加 ★①◎航海電子基礎論1 ★①◎航海電子基礎論2

★①航海計器学2-1 ★①航海計器学2-2

システム工学1 システム工学2 ★操船学1-1 ★操船学1-2 操船学2-1 操船学2-2 船舶工学2 海上交通工学1 海上交通工学2

力学基礎1 力学基礎2 電磁気学基礎1 電磁気学基礎2 ★船舶工学1-1 ★船舶工学1-2 ★航海力学1 ★航海力学2 ★海上貨物輸送論1 ★海上貨物輸送論2 ◎航海マネジメント学実験3 船舶管理論1 船舶管理論2

連続体力学基礎 熱力学基礎 流体力学1-1 流体力学1-2

材料力学1-1 材料力学1-2

船舶機関学通論1 船舶機関学通論2

基礎物理化学1 基礎物理化学2 基礎有機化学1 基礎有機化学2 海事環境工学1 海事環境工学2 気象学1 気象学2 ★海洋気象学1 ★海洋気象学2

海洋学1 海洋学2

物理学入門

物理学B1 物理学B2・B3／

物理学C1 物理学C2・C3

微分積分1 微分積分2 微分積分3 微分積分4 応用数学1-1 応用数学1-2

線形代数1 線形代数2 線形代数3 線形代数4 応用数学2-1 応用数学2-2

数理統計1 数理統計2 応用統計学1 応用統計学2

基礎ゼミ1 基礎ゼミ2 総合ゼミ 特別研究1

特別研究2-b

全学共通 ① 第一級海上特殊無線技士必要科目

学部共通 ◎ 三級海技士（航海）免許講習必要科目

学科共通 ㊩ 船舶衛生管理者必要科目

航海第一専門 ★ 三級海技士（航海）免許必要科目

航海第二専門

高度教養科目

特別研究2-a

海事理化学実験2

海事理化学実験1

◎リーダーシップ演習2

◎船橋シミュレータ演習 ◎レーダARPA演習

★①航海マネジメント学実験1

1年 2年 3年 4年

リーダーシップ演習1

◎海技実習

①◎船舶通信管理1

㊩アクアティックスポーツ

★◎学内船舶実習1 ★◎学内船舶実習2

物理学

Bシリーズ 高校で物理を未習の学生対象

Cシリーズ 高校で物理を既習の学生対象

1 2 3

B 力学 電磁気学 熱学・波動

C 力学 熱学・波動 電磁気学



 

グローバル輸送科学科・ロジスティクスコース（2018年度以降入学生用）

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

独語初級A1/B1 独語初級A2/B2 独語初級A3/B3 独語初級A4/B4
仏語初級A1/B1 仏語初級A2/B2 仏語初級A3/B3 仏語初級A4/B4 国際経済法（法） 国際民事法Ⅱ（法）

中国語初級A1/B1 中国語初級A2/B2 中国語初級A3/B3 中国語初級A4/B4 国際民事法Ⅰ（法） 国際法Ⅱ（法）

露語初級A1/B1 露語初級A2/B2 露語初級A3/B3 露語初級A4/B4 国際法Ⅰ（法） 経済地理学（経済）

環境経済論（経済） 国際経済基礎論（経済）

English Communication A1 English Communication A2 English Communication B1 English Communication B2 交通論（経営） 国際貿易（経営）

 English Literacy A1  English Literacy A2  English Literacy B1  English Literacy B2 海洋環境科学（理） 国際交通（経営）

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ（経営）

コミュニケーション英語A コミュニケーション英語B コミュニケーション英語C コミュニケーション英語D 海岸・港湾工学（工）

ライティング英語A ライティング英語B ライティング英語C ライティング英語D 地震安全工学（工）

海底物理学（理）

海洋生物学（理）

初年次セミナー 海事科学通論

基礎教養・総合教養 基礎教養・総合教養 基礎教養・総合教養 経済学Ⅰ-1 経済学Ⅰ-2 海運経済論1 海運経済論2

経済学Ⅱ-1 経済学Ⅱ-2 交通経済論1 交通経済論2 経済学Ⅱ-1 経済学Ⅲ-2

海事を科学するⅠ

国土交通計画1 国土交通計画2

社会資本計画1 社会資本計画2

海事社会学-1 海事社会学-2 海事国際法1 海事国際法2 気象学1 気象学2 交通ネットワーク工学1 交通ネットワーク工学2 ロジスティクスシステム論1 ロジスティクスシステム論2

地勢学A 地勢学B システム工学1 システム工学2 ターミナル運営計画1 ターミナル運営計画2 SCMシステム論1 SCMシステム論2

海洋学1 海洋学2 海事環境工学1 海事環境工学2 物流ビジネス

物理学B1/C1 物理学B2/C2・B3/C3

基礎物理化学1 基礎物理化学2 基礎有機化学1 基礎有機化学2

物理学入門 連続体力学基礎 熱学基礎

力学基礎1 力学基礎2 電磁気学基礎1 電磁気学基礎2

海事政策論1 海事政策論2 経営管理論1 経営管理論2 経営組織論1 経営組織論2

リスクマネジメント論1 リスクマネジメント論2 会計学 (週2)

微分積分1 微分積分2 数理統計1 数理統計2 応用統計学1 応用統計学2 不確実性分析1 不確実性分析2

線形代数1 線形代数2

微分積分3 微分積分4 数理計画法1 数理計画法2 最適化法1 最適化法2 戦略的意思決定論1 戦略的意思決定論2

線形代数3 線形代数4 離散数学1 離散数学2 アルゴリズム論1 アルゴリズム論2 知能情報処理論1 知能情報処理論2

応用数学1-1 応用数学1-2 計算機システム論1 計算機システム論2 情報表現論1 情報表現論2

応用数学2-1 応用数学2-2 情報管理論1 情報管理論2

情報基礎 基礎プログラミング1 基礎プログラミング2 応用プログラミング1 応用プログラミング2

インターンシップ

全学共通科目 太枠 ： 必修

学部共通科目

学科共通科目 　　　　　　強い関連

高度教養科目 　　　　　　緩い関連

コース専門科目（輸送計画）

コース専門科目（経営数理）

コース専門科目（演習）

3　年2　年

流通システム論 (週2)

都市交通計画 (週2)

ロジスティクス概論

(週2)

インタフェース設計論
(週2)

情報ネットワークと
eビジネス (週2)

1　年

他学部開講科目

特別研究2-a基礎ゼミ1 基礎ゼミ2 総合ゼミ

プロジェクト演習

特別研究1

4　年

輸送ビジネスのための英語

海事理化学実験1

海事理化学実験2

国際物流論 (週2)

経営戦略論 (週2)

海上保険論 (週2)



海洋安全システム科学科（2018年度入学生用） 注：　表中には学生便覧からの変更予定分も含んでいます．

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

国際経済法（法） 国際民事法Ⅱ（法）

国際民事法Ⅰ（法） 国際法Ⅱ（法）

国際法Ⅰ（法） 経済地理学（経済）

環境経済論（経済） 国際経済基礎論(経済)

交通論（経営） 国際貿易（経営）

海洋環境科学（理） 国際交通（経営）

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(経営)

海岸・港湾工学（工）

地震安全工学（工）

総合科目Ⅰ・Ⅱ 総合科目Ⅰ・Ⅱ 海底物理学（理）

経済学Ⅰ-1 経済学Ⅰ-2 エネルギー・環境・経済論 経済学Ⅲ-1 経済学Ⅲ-2 経営管理論1 経営管理論2 経営組織論1 経営組織論2 海洋生物学（理）

ドイツ語初級A1/B1 ドイツ語初級A2/B2 ドイツ語初級A3/B3 ドイツ語初級A4/B4 海事政策論1 海事政策論2 海事を科学するⅠ

フランス語初級A1/B1 フランス語初級A2/B2 フランス語初級A3/B3 フランス語初級A4/B4

中国語初級A1/B1 中国語初級A2/B2 中国語初級A3/B3 中国語初級A4/B4 海事国際法1 海事国際法2 環境法概論1 環境法概論2

ロシア語初級A1/B1 ロシア語初級B1/B2 ロシア語初級A3/B3 ロシア語初級A4/B4

情報基礎 知能情報処理論1 知能情報処理論2

English　CommunicationA1 English　CommunicationA2 English　CommunicationB1 English　CommunicationB2

English　LiteracyA1 English　LiteracyA2 English　LiteracyB1 English　LiteracyB2

コミュニケーション英語A コミュニケーション英語B コミュニケーション英語C コミュニケーション英語D ライティング英語C ライティング英語D 科学技術英語1 科学技術英語2

ライティング英語A ライティング英語B

微分積分1 微分積分2 数理統計1 数理統計2

線形代数1 線形代数2

微分積分3 微分積分4 応用数学1-1 応用数学1-2 応用数学3-1 応用数学3-2

線形代数3 線形代数4 応用数学2-1 応用数学2-2 応用数学4-1 応用数学4-2

数値計算科学1 数値計算科学2

物理学B1/C１ 物理学B2/C2・B3/C3

基礎物理化学1 基礎物理化学2 基礎有機化学1 基礎有機化学2

物理学入門 連続体力学基礎 熱力学基礎

力学基礎1 力学基礎2 電磁気学基礎1 電磁気学基礎2

初年次セミナー 海事科学通論 海洋安全システム科学通論

海事社会学1 海事社会学2 物理化学Ⅰ 多変量解析論1 多変量解析論2 船舶工学1-1 船舶工学1-2 浮体応用安全科学1 浮体応用安全科学2

地勢学A 地勢学B 流体力学1-1 流体力学1-2 海洋安全工学概論1 海洋安全工学概論2 浮体運動力学1 浮体運動力学2 地球流体力学1 地球流体力学2

海洋学1 海洋学2 材料力学1-1 材料力学1-2 資源工学 ロジスティクス概論

電気電子工学1 電気電子工学2 制御理論1 制御理論2

物理化学Ⅱ-1 物理化学Ⅱ-2 海洋波理論1 海洋波理論2

自然エネルギー工学1 自然エネルギー工学2

災害科学基礎論1 災害科学基礎論2

物理化学Ⅲ-1 物理化学Ⅲ-2 エコエネルギー変換工学1 エコエネルギー変換工学2 機能性無機材料1 機能性無機材料2

電磁気学1 電磁気学2 超伝導工学1 超伝導工学2 水素エネルギー工学1 水素エネルギー工学2

サブアトミック物理化学 機能性有機材料

環境放射能動態学1 環境放射能動態学2 粒子ビーム応用分析学1 粒子ビーム応用分析学2

放射線計測学1 放射線計測学2 放射線影響評価論1 放射線影響評価論2

気象学1 気象学2 気象情報解析論1 気象情報解析論2 環境汚染論 環境修復論

大気環境学1 大気環境学2 内海域環境学1 内海域環境学2 災害科学論1 災害科学論2

環境生態学 海洋観測解析論1 海洋観測解析論2 環境シミュレーション学1 環境シミュレーション学2

環境分析化学 衛星海洋学

海洋微生物学

全学共通科目 太枠 ： 必修

学部共通科目

学科専門基礎科目

学科専門科目

高度教養科目 インターンシップ

特別研究１ 特別研究2-a

海洋安全システム科学実験1

／　「または」は，並列開講
を意味する

海事理化学実験1

海事理化学実験2

基礎ゼミ1 基礎ゼミ2

総合ゼミ

海洋安全システム科学実験2

矢印　　　　　　　は，主な履修の流れを示しています．

1年 2年 3年 4年

カリキュラム詳細

他学部開講科目



マリンエンジニアリング学科（2018 年度入学生用）

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

海事国際法1 海事国際法2 海事を科学するⅠ 国際民事法Ⅰ（法） 国際法Ⅰ（法） 国際民事法Ⅱ（法） 国際経済法（法）

海事社会学-1 海事社会学-2 経済学Ⅰ-1 経済学Ⅰ-2 経済学Ⅲ-1 経済学Ⅲ-2 交通論（経営） 国際経済学（経済） 国際法Ⅱ（法） 国際貿易（経営）

地勢学A 地勢学B 海事理化学実験1 環境経済論（経済） 国際交通（経営） 国際交通（経営）

海洋学1 海洋学2 海事理化学実験2 固体地球物理学Ⅱ-1（理） 固体地球物理学Ⅱ-2（理）

海事政策論1 海事政策論2 気象学1 気象学2 海洋生物学1（理） 海洋生物学2（理）

初年次セミナー 海事科学通論 ライティング英語A ライティング英語B ライティング英語C ライティング英語D 地質学Ⅱ-1（理） 地質学Ⅱ-2（理）

● コミュニケーション英語A コミュニケーション英語B ● コミュニケーション英語C コミュニケーション英語D 海岸・港湾工学（工）

地震安全工学（工）

応用数学3-1 応用数学3-2

基礎教養・総合教養 基礎教養・総合教養 基礎教養・総合教養 応用数学4-1 応用数学4-2

English　CommunicationA1 English　CommunicationA2 English　CommunicationB1 English　CommunicationB2 応用数学1-1 応用数学1-2 流体力学2-1 流体力学2-2 機械設計学-1 機械設計学-2

English　LiteracyA1 English　LiteracyA2 English　LiteracyB1 English　LiteracyB2 応用数学2-1 応用数学2-2 材料力学2-1 材料力学2-2 伝熱工学-1 伝熱工学-2

ドイツ語初級A1/B1 ドイツ語初級A2/B2 ドイツ語初級A3/B3 ドイツ語初級A4/B4 ● 流体力学1-1 流体力学1-2 電気回路2-1 電気回路2-2 ● 船舶工学1-1 船舶工学1-2

フランス語初級A1/B1 フランス語初級A2/B2 フランス語初級A3/B3 フランス語初級A4/B4 ● 材料力学1-1 材料力学1-2 工業熱力学2-1 工業熱力学2-2 ● 電気機器-1 電気機器-2

中国語初級A1/B1 中国語初級A2/B2 中国語初級A3/B3 中国語初級A4/B4 ● 電気回路1-1 電気回路1-2 情報処理演習-1 情報処理演習-2 ● 内燃機関工学-1 内燃機関工学-2

ロシア語初級A1/B1 ロシア語初級B1/B2 ロシア語初級A3/B3 ロシア語初級A4/B4 ● 制御理論-1 制御理論-2 ● ● 冷熱エネルギー工学-1 冷熱エネルギー工学-2 ☆ 機械振動学

情報基礎 ドイツ語初級SA3/SB3 ドイツ語初級SA4/SB4 ● 工業熱力学1-1 工業熱力学1-2 ● 機械製図-1 機械製図-2 ● マリンエンジニアリング実験 マリンエンジニアリング演習

微分積分1 微分積分2 フランス語初級SA3/SB3 フランス語初級SA4/SB4 機構学1-1 機構学1-2 ● 材料加工演習 ● 材料加工学-1 材料加工学-2

線形代数1 線形代数2 中国語初級SA3/SB3 中国語初級SA4/SB4

基礎物理化学1 基礎物理化学2 微分積分3 微分積分4

力学基礎1 力学基礎2 線形代数3 線形代数4

健康・スポーツ科学実習基礎健康・スポーツ科学実習基礎2 数理統計1 数理統計2

基礎有機化学1 基礎有機化学2 ● 海技実習

連続体力学基礎 熱力学基礎 ● 学内船舶実習1-1

電磁気学基礎1 電磁気学基礎2 ● 船舶実習1

健康・スポーツ科学講義A

健康・スポーツ科学実習1 健康・スポーツ科学実習2

● 学内船舶実習1-2 ● 船舶実習2 ● ● 船舶実習3

● ● ☆● 推進工学 ●

● 海事法規-1 海事法規-2 ● リーダーシップ-1 リーダーシップ-2 ☆● 船舶機関管理論 ●

海事労働法1 海事労働法2 ● 燃料燃焼及び潤滑論-1 燃料燃焼及び潤滑論-2 ● 船舶衛生-1 船舶衛生-2

● ● 運動科学-A 運動科学-B

色種別 枠種別等 ☆ 材料強度学

全学共通科目 二重枠 ： 卒業必修 ● 流体機械-1 流体機械-2 ☆ パワーエレクトロニクス

学部共通科目 ● 黒丸 ： 海技資格取得必修 ● 電子回路-1 電子回路-2 電気電子材料学-1 電気電子材料学-2

学科共通・第一専門科目 ☆ 星印 ： 月制集中授業 ● エネルギープラント工学-1 エネルギープラント工学-2 数値シミュレーション工学-1数値シミュレーション工学-2

機関マネジメントコース科目 太枠 ： 選択必修 超伝導工学-1 超伝導工学-2 浮体応用安全科学1 浮体応用安全科学2

メカトロニクスコース科目 浮体運動力学1 浮体運動力学2

高度教養科目

基礎ゼミ1 基礎ゼミ2 インターンシップ 特別研究1 特別研究2-a

特別研究2-b

1年 2年 3年 4年

総合ゼミ

海事機関英語1

海事機関英語2

機関マネジメント演習1-1 機関マネジメント演習1-2 機関マネジメント演習1-3

機関マネジメント演習2

学内船舶実習2

専門知識を活用して総合力を身に付ける

メカトロニクスの専門性を深める

機関マネジメントの専門性を深める

専門科目を学ぶ

船を用いて協調性・リーダーシップを実践的に習得し、人間力や応用力を養成する

全学共通の教養・基礎を身に付ける

学部共通の基礎を身に付ける
他学部専門科目を学ぶ


	航海
	★
	海洋

	★
	マリン


