
科目名：情報社会学 

担当教員 浜本 征志 

科目の種類 一般 単位区分 選択 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

2030年問題及び 2045年問題を中心とする未来の IT世界について学習する 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

これからの IT世界に起こり得る問題に対して理解させる。 

 

授業項目                                 

(1) 情報社会とは 

(2) 2030年問題①：2030年問題とは 

(3) 2030年問題②：ロボット・AIの進出 

(4) 2030年問題③：これからの情報教育 

(5) 2045年問題①： 

 ・シンギュラリティと 2045年問題 

 ・2045年問題が支持される理由 

(6) 2045年問題②： 

 ・ディープラーニングとは 

 ・人間はどんどん必要なくなる 

(7)  2045年問題③： 

 ・人間にできること 

 ・今後の技術構造から見えるキーワード 

(8) 単位認定 

 

授業の進め方                                 

授業時間内には講義を行う。毎時、授業終了時に小テストを課す。 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

情報社会について理解している事。 

 



成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、授業態度（20%）として評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

なし 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

なし 

 

 

実務経験                                

浜本 征志：IT企業において、プログラマとして勤務。 

 

備考                                  

 

 



科目名 コンピュータリテラシー 

担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 1 

授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

コンピュータを操作して、目的とする作業を行い、必要な情報を得ることができる知識と能力を身に付

けることを目的としたもの。 

 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

カリキュラム共通で利用するパソコン環境やその使用方法を習得する。学校側からパソコン上

で提供される情報や資料の観覧方法、また学生側からの課題提出方法、テスト受験方法などを

理解し．授業で使用できるようになること。 

 

 

授業項目                                 

(1) メール操作、Googleドライブ 

(2) 統合システム、Zoom、Moodle操作 

(3) ノート PCのセットアップ、ネットワーク接続 

(4) ブラウザ、エディタのインストールと操作 

(5) Windows10またはWindows11の基本操作 

(6) Windows10またはWindows11のアプリケーション 

(7) Windows10またはWindows11の設定 

(8) パソコンの活用 

授業の進め方                                 

授業時間内には講義と演習を交互に行う．  

 

 

 

 

 

 



授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

Windows10またはWindows11の基本操作が理解でき、学校で使用するツール類の操作が理解でき

る事。 

 

 

 

 

 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

 

教科書                                 

下記の教科書を使用するとともに，講義資料を配布し，その資料に沿って授業を進める． 

 

 

参考書                                 

特になし 

 

 

実務経験                                

浜本 征志：IT企業において、プログラマとして勤務。 

 

備考                                  

特になし 

 



科目名 ビジネス文書 

担当教員 犬束 名久水 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 2 

授業方法 講義・実習 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース 情報技術学科 

授業概要                                 

Word操作及び活用が出来る様になる知識を習得する。 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

Windowsパソコン操作の基礎より順を追って学び、Wordの活用（ドキュメント作成）が可能にな

る様にする。 

 

 

 

授業項目                                 

(1) Windows10の基礎 

(2) Word文章の作成：書式設定 

(3) Word文章の作成：文章の入力 

(4) Word文章の作成：文書の保存と読み込み 

(5) Word文章の作成：文書の保存 

(6) Word文章の作成：文書の読み込み 

(7) Word文章の作成：印刷ページの設定 

(8) Word文章の作成：余白の設定 

(9) Word文章の作成：印刷 

(10) Word文章の作成：複写・削除・移動 

(11) Wordの活用：右揃え、中央揃え（センタリング）、箇条書きの入力 

(12) Wordの活用：フォントの変更、下線（アンダーライン）、表の作成 

(13) Wordの活用：均等割り付け、文字の網かけ 

(14) Wordの活用：表の編集、行・列の挿入 

(15) Wordの活用：画像の貼り付け・サイズ変更・移動、テキストボックスの挿入 

(16) Wordの活用：実習問題 

 



授業の進め方                                 

１） 講義を聴講し、パソコンでWord操作を行う 

２） 授業担当者からのアドバイス など 

３） moodleによる確認テスト 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

Windows操作及びWordの活用が出来る様になる事 

 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

 

教科書                                 

特になし、講義資料を配布し，その資料に沿って授業を進める。 

 

参考書                                 

実教出版 30時間でマスター Word&Excel2016 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 

 

 

 

 



 

科目名 表計算 

担当教員 犬束 名久水 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 2 

授業方法 講義・実習 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

Excel操作及び活用が出来る様になる知識を習得する。 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

表計算を基礎より順を追って学び、Excelの活用（ドキュメント作成）が可能になる様にする。 

 

 

 

授業項目                                 

(1) Excel入門：データの入力の手順、数値のデータ入力、文字列の入力 

(2) Excel入門：データの消去、ファイルの保存と読み込み、印刷 

(3) Excel入門：セルの挿入・削除、移動・コピー、データの修正 

(4) Excel入門：連続データの入力、数式の入力 

(5) Excel入門：列幅と行の高さの変更、表示形式 

(6) Excel入門：文字の配置とフォント、罫線・塗りつぶし 

(7) Excel入門：グラフの用途と基本構成、棒グラフの作成 

(8) Excel入門：円グラフの作成 

(9) Excel入門：グラフの設定の変更 

(10) Excelの活用：オート SUMボタンの利用 

(11) Excelの活用：最大値・最小値（MAX・MIN）、数値の個数（COUNT） 

(12) Excelの活用：順位づけ、四捨五入、判定、条件による集計、表の検索 

(13) Excelの活用：データベース機能 

(14) Excelの活用：データの集計 

(15) Excelの活用：Wordと Excelの連携 

(16) Excelの活用：アプリ間のデータ活用 

 

授業の進め方                                 



１） 講義を聴講し、パソコンで Excel操作を行う 

２） 授業担当者からのアドバイス など 

３） moodleによる確認テスト 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

表計算を理解し、Excelの活用が出来る様になる事 

 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

 

教科書                                 

特になし、講義資料を配布し，その資料に沿って授業を進める。 

 

参考書                                 

実教出版 30時間でマスター Word&Excel2016 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 

 

 

 

 

 



科目名 プログラミング基礎 

担当教員 金 峰 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 6 

授業方法 講義・演習 開講学期 通年 学年 1 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

Pythonを使用したプログラミングの基礎を学習する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

プログラミング技術を学んでいく為の最初に必要となる知識をしっかりと身に付ける 

 

授業項目                                 

(1) Pythonとはどんな言語だろうか 

(2) VSCodeのダウンロードとインストール 

(3) インタラクティブモードで実行する 

(4) Pythonプログラムを作成してみよう 

(5) 変数の取り扱いを理解しよう 

(6) 色々な組み込み型 

(7) モジュールをインポートしてクラスや関数を利用する 

(8) 条件判断は if文で 

(9) if文を活用する 

(10) 条件分岐の訓練 

(11) 処理を繰り返す 

(12) ループを活用する 

(13) 繰り返しの訓練 

(14) 例外の処理について 

(15) これまでのまとめ演習 

(16) これまでのまとめ演習 

(17) 文字列を活用する 

(18) 文字列を活用する 

(19) リストやタプルを活用する 

(20) リストやタプルを活用する 

(21) 辞書と集合の操作 

(22) 辞書と集合の操作 

(23) 関数を作成してみよう 



(24) 可変長引数と無名関数の取り扱い 

(25) 可変長引数と無名関数の取り扱い 

(26) 関数を活用する 

(27) 関数を活用する 

(28) 関数の訓練問題 

(29) テキストファイルを読み込む 

(30) ファイル読み込みの訓練 

(31) テキストファイルに文字列を書き込む 

(32) ファイル書き込みの訓練 

(33) クラス作成の基礎知識 

(34) Customerクラスの作成 

(35) インスタンス変数とクラス変数 

(36) クラスでメソッドを定義する 

(37) クラスに変数やメソッドを動的に追加する 

(38) メソッドを動的に追加する 

(39) アトリビュートを外部からアクセスできないようにする 

(40) アクセサメソッドをプロパティとして扱う 

(41) オリジナルのクラスや関数をモジュールとして利用する 

(42) モジュールにテスト用のステートメントを加える 

(43) Customerクラスを継承する 

(44) サブクラスでメソッドを追加する 

(45) 組込み型を継承する 

(46) クラスの訓練問題 

(47) 国家試験の Pythonの模擬問題 

(48) 国家試験の Pythonの模擬問題 

 

授業の進め方                                 

１） 講義した文法を使用したパソコンによるプログラミング実習 

２） 授業担当者からのアドバイス など 

３） moodleによる確認テスト 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

プログラミング及び Pythonの基本が理解出来ている事 

 

成績評価の基準および評価方法                                 



定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

 

教科書                                 

特になし、講義資料をMoodle上で展開し，その資料に沿って授業を進める。 

 

参考書                                 

ソーテック社 Python入門教室 

 

実務経験                                

金 峰：IT企業において、プログラマ／システムエンジニアとして勤務。 

 

備考                                  



科目名 HTML・CSS 

担当教員 清末 和生 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 6 

授業方法 講義・演習 開講学期 通年 学年 1 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

Web開発環境を整える～HTMLと CSSの基本 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

「Ｗｅｂ」という技術を学んでいく為の最初に必要となる知識をしっかりと身に付ける 

 

 

授業項目                                 

(1) Step01 HTMLとWWWサーバー 

(2) Step01 HTMLとWWWサーバー 

(3) Step01 HTMLとWWWサーバー 

(4) Step02 タグの基本と改行 

(5) Step02 タグの基本と改行 

(6) Step02 タグの基本と改行 

(7) Step03 見出しと段落 

(8) Step03 見出しと段落 

(9) Step03 見出しと段落 

(10) Step 04 文字の装飾 

(11) Step 04 文字の装飾 

(12) Step 04 文字の装飾 

(13) Step 04 文字の装飾 

(14) Step 04 文字の装飾 演習 

(15) Step 04 文字の装飾 演習 

(16) 確認テスト 

(17) Step 05 画像の掲載 

(18) Step 05 画像の掲載 

(19) Step 05 画像の掲載 

(20) Step 05 画像の掲載 演習 

(21) Step 05 画像の掲載 練習問題 



(22) Step 05 画像の掲載 練習問題 

(23) Step 06 リンクの作成-1 

(24) Step 06 リンクの作成-1 

(25) Step 06 リンクの作成-1 

(26) Step 06 リンクの作成-1 演習 

(27) Step 06 リンクの作成-1 練習問題 

(28) Step 06 リンクの作成-1 練習問題 

(29) Step 07 リンクの作成-2 

(30) Step 07 リンクの作成-2 

(31) Step 07 リンクの作成-2 

(32) 確認テスト 

(33) Step 07 リンクの作成-2 

(34) Step 07 リンクの作成-2 演習 

(35) Step 07 リンクの作成-2 練習問題 

(36) Step 07 リンクの作成-2 練習問題 

(37) Step 08 CSSの基本-１ 

(38) Step 08 CSSの基本-１ 

(39) Step 08 CSSの基本-１ 

(40) Step 08 CSSの基本-１ 

(41) Step 08 CSSの基本-１ 演習 

(42) Step 09 CSSの基本-２ 

(43) Step 09 CSSの基本-２ 

(44) Step 09 CSSの基本-２ 

(45) Step 09 CSSの基本-２ 

(46) Step 09 CSSの基本-２ 演習 

(47) Step 09 CSSの基本-２ 演習 

(48) 確認テスト 

 

 

授業の進め方                                 

１） 教科書に記載されている文法等の講義 

２） 講義した文法を使用したパソコンによるプログラミング実習 

３） 授業担当者からのアドバイス など 

 

 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 



HTML&CSSの基本が理解出来ている事 

 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

 

 

教科書                                 

特になし、講義資料を用意し，その資料に沿って授業を進める。 

 

 

参考書                                 

カットシステム HTML5&CSS，JavaScriptの基本の基本ワークブック 

 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  



科目名 アルゴリズムⅠ 

担当教員 清末 和生 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 2 

授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

プログラミングの基礎となるフローチャートおよび擬似言語について学習する。 

 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

フローチャートおよび擬似言語について学習し、基本情報技術者試験の午後問題を解けるようにな

ることを目標とする。 

 

 

 

授業項目                                 

(1) フローチャートについて：フローチャートとは、フローチャートの役割 

(2) フローチャートについて：フローチャートを書いてみよう 

(3) コンピュータについて知る：コンピュータの機能と構成、記憶するということ 

(4) コンピュータについて知る：フローチャート表現と意味 

(5) 基本的な処理：基本３構造、直線的な流れ 

(6) 基本的な処理：データ入力と計算処理 

(7) 基本的な処理：分岐処理１（単純判断） 

(8) 基本的な処理：分岐処理２（複合条件判断）、最大値を求める、多分岐の書き方 

(9) 繰り返し：不定回数の繰り返し 

(10) 繰り返し：一定回数の繰り返し 

(11) 繰り返し：合計を求める、数列の和 

(12) スイッチ機能：スイッチ 

(13) 配列：１次元配列 

(14) 配列：１次元配列 

(15) 配列：２次元配列 

(16) 配列：２次元配列 

 



授業の進め方                                 

１） 教科書に沿った講義 

２） 授業担当者からのアドバイス など 

３） moodleによる確認テスト 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

フローチャートおよび擬似言語について学習し、基本情報技術者試験の午後問題を解けるようにな

ることを目標とする。 

 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

 

教科書                                 

プログラマの第一歩 フローチャート入門（CKGオリジナルテキスト） 

 

参考書                                 

特になし 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  



科目名 アルゴリズムⅡ 

担当教員 清末 和生 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 2 

授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

プログラミングの基礎となるフローチャートおよび擬似言語について学習する。 

 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

フローチャートおよび擬似言語について学習し、基本情報技術者試験の午後問題を解けるようにな

ることを目標とする。 

 

 

 

授業項目                                 

(1) 配列：２次元配列の練習問題 

(2) 疑似言語を読む練習：うるう年の判定 

(3) 疑似言語を読む練習：配列の最大値 

(4) 疑似言語を読む練習：線形探索 

(5) 疑似言語を読む練習：二分探索 

(6) 疑似言語を読む練習：バブルソート 

(7) 疑似言語を読む練習の仕上げ：数字列を数値に変換する 

(8) 疑似言語を読む練習の仕上げ：2進数の乗算 

(9) 疑似言語を読む練習の仕上げ：再帰呼出し 

(10) 疑似言語を読む練習の仕上げ：整列アルゴリズム 

(11) 疑似言語を読む練習の仕上げ：スタックを使って実数値を 10進数字列に変換 

(12) 疑似言語を読む練習の仕上げ：リストの逐次探索処理 

(13) 基本情報処理技術者試験のアルゴリズム問題 

(14) 基本情報処理技術者試験のアルゴリズム問題 

(15) 基本情報処理技術者試験のアルゴリズム問題 

(16) 基本情報処理技術者試験のアルゴリズム問題 

 



授業の進め方                                 

１） 教科書に沿った講義 

２） 授業担当者からのアドバイス など 

３） moodleによる確認テスト 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

フローチャートおよび擬似言語について学習し、基本情報技術者試験の午後問題を解けるようにな

ることを目標とする。 

 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

 

教科書                                 

プログラマの第一歩 フローチャート入門（CKGオリジナルテキスト） 

 

参考書                                 

特になし 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  



科目名 ビックデータ入門 

担当教員 金 峰 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

ビッグデータの概要、利用範囲、利用目的を理解し、情報取得や分析の基本を把握する。 

 

 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

情報処理の基本知識として、AIやデータベース応用等の基礎となる。 

 

 

 

 

授業項目                                 

(1) ビッグデータの概要 

(2) データの蓄積・分析 

(3) ビッグデータの応用事例と役割 

(4) ビッグデータの未来性 

(5) ビッグデータの蓄積・可視化・分析実習 

(6) 実習報告発表 

(7) 実習報告発表 

(8) 実習報告発表 

授業の進め方                                 

授業時間内には講義を行い、理解した内容を基にデータの蓄積～分析まで行い、分析結果を成績評

価として発表させる。 

 

 

 

 



授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

ビッグデータに対する概念の理解と応用手順のイメージができること。 

 

 

 

 

 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

受講内容を基に実習した報告結果の提出（80%）、出席率および授業態度（20％）として評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

 

教科書                                 

特になし 

 

参考書                                 

知識ゼロからのビッグデータ入門 

 

 

実務経験                                

金峰：IT 企業において、プログラマー/システムエンジニアとして勤務。 

 

備考                                  

特になし 

 



科目名 ロボット工学概論 

担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

ロボット作成に必要な知識とはどのようなものであるか、電気、電子の基本とゼミで使用するハー

ドウェアの仕組みと制御を学ぶ 

 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

次年度に学生が選択するゼミにおいて「ロボット」関連の科目の基礎となる科目である。 

 

 

授業項目                                 

(1) ロボット技術の現状 

(2) 電気、電子の基礎 

(3) 電気、電子の基礎（演習） 

(4) ハードウェア①（LED） 

(5) ハードウェア②（モーター、サーボ） 

(6) ハードウェア②（センサー類） 

(7) 開発環境①（RaspberryPiについて） 

(8) 開発環境②（Pythonでの開発について） 

 

 

授業の進め方                                 

授業時間内には講義を行い、ほぼ毎回，授業終了時に小テストを課す 

 

 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

本講義ではロボットを動作させるために必要な知識の基礎を学ぶ。 



次年度からのロボットゼミ内容をある程度理解しておくことで、ゼミ選択材料と必要な知識の準備

を進めることを目的としている。 

 

 

 

 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

WEB小テスト 全８回程度 = ２０点分の配点 

定期考査 ８０点 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

事前（およそ 1週間前）に提示される、次回の講義資料を確認し、1時間程度の予習を行う。 

実施後に小テストの結果から理解度に応じて復習を実施するように指示を行う。 

 

教科書                                 

特になし、講義資料を配布し，その資料に沿って授業を進める。 

 

参考書                                 

 

 

実務経験                                

浜本 征志：IT企業において、プログラマ／システムエンジニアとして勤務。 

 

 

備考                                  

 

 



科目名 人工知能概論 

担当教員 伴 昭彦 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 4Q 学年 1 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

人工知能とはどのようなものであるか（人間の知能を機械が行う）、人工知能を用いて可能なこと

のうち基礎を学ぶ 

 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

受講に前提条件はないが、「データ分析入門」「データサイエンス入門」を履修していることを前

提とする。 

次年度に学生が選択するゼミにおいて「AI（機械学習）」関連の科目の基礎となる科目である。 

 

 

授業項目                                 

(1)人工知能とは何か 歴史、分類、最先端の AIについて学ぶ 

(2)一般化フレーム問題、記号設置問題などについて学ぶ 

(3)ルールベースの人工知能、知識ベースの人工知能、エキスパートシステムについて学ぶ 

(4)画像処理、OCR、物体認識について学ぶ 

(5)パターン検索について学ぶ 

(6)ゲーム理論について学ぶ 

(7)グラフ理論１ 

(8)グラフ理論２ 

 

 

授業の進め方                                 

授業時間内には講義を行い、ほぼ毎回，授業終了時に小テストを課す 

 

 

 



授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

本講義では人間の知能を計算機で構成することを目的とした人工知能の基礎について、その概論を

行う。 

人工知能の分野を概観しつつ、その導入レベルについての理解を進めることを目的としている。 

 

 

 

 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

WEB小テスト 全８回程度 = ２０点分の配点 

定期考査 ８０点 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

事前（およそ 1週間前）に提示される、次回の講義資料を確認し、1時間程度の予習を行う。 

実施後に小テストの結果から理解度に応じて復習を実施するように指示を行う。 

教科書                                 

特になし、講義資料を配布し，その資料に沿って授業を進める。 

 

参考書                                 

 

 

 

実務経験                                

伴 昭彦：IT企業において、プログラマ／システムエンジニア／プロジェクマネージャとして勤

務。 

 

 

備考                                  

 

 



科目名 ブロックチェーン概論 

担当教員 金 峰 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

ブロックチェーンの基本機能と仕組みの解説を通じて、ブロックチェーンを理解すること。 

 

 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

ブロックチェーンの基本知識として、仕組みを理解し、アイテムの組合せにイメージができること。 

 

 

 

授業項目                                 

(1) ブロックチェーンの概要と特徴 

(2) ノードと通信規約 

(3) 暗号技術とタイムスタンプ 

(4) Pow（Proof of work）とナンス 

(5) トランザクションとトランザクションプール 

(6) マイニング（承認）と UTXO 

(7) コンセンサス（合意）とスマートコントラクト（契約の自動化） 

(8) ブロックチェーンの種類と BitCoin（ウォレット） 

授業の進め方                                 

授業時間内には講義を行い、理解した内容をまとめる時間を設けて、成績の評価基準としてノート

提出を要求する。 

 

 

 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 



ブロックチェーンに対する概念の理解と仕組みのイメージができること。 

 

 

 

 

 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

受講内容をまとめた資料（ノート等）の提出（80%）、出席率および授業態度（20％）として評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

 

教科書                                 

特になし 

 

参考書                                 

WHY BLOCKCHAIN なぜ、ブロックチェーンなのか？ 

 

 

実務経験                                

金峰：IT 企業において、プログラマー/システムエンジニアとして勤務。 

 

 

備考                                  

特になし 

 



科目名 FE午前対策Ⅰ 

担当教員 金 峰 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 4 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

経済産業省後援 独立行政法人情報処理推進機構の基本情報技術者試験を取得するための知識を習得

する。ITPレベルの内容から実施する。 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

検定試験の「テクノロジー」の出題範囲に準拠した知識をしっかりと身に付ける 

授業項目                                 

(1) ハードウェア 

(2) ハードウェア 

(3) ソフトウェア 

(4) ソフトウェア 

(5) ソフトウェア 

(6) コンピュータで扱うデータ 

(7) コンピュータで扱うデータ 

(8) コンピュータで扱うデータ 

(9) データベース 

(10) データベース 

(11) データベース 

(12) ネットワーク 

(13) ネットワーク 

(14) ネットワーク 

(15) セキュリティ 

(16) セキュリティ 

(17) 企業活動と ITの活用：企業 

(18) 企業活動と ITの活用：経営戦略 

(19) 企業活動と ITの活用：業績の評価 

(20) 企業活動と ITの活用：マーケティング 

(21) 企業活動と ITの活用：分析ツール 

(22) 企業活動と ITの活用：組織 

(23) 企業活動と ITの活用：業務 

(24) 企業活動と ITの活用：情報システムの活用 



(25) 企業活動と ITの活用：効率的な IT投資 

(26) 企業活動と ITの活用：インターネットの活用 

(27) 企業活動と ITの活用：標準化 

(28) 企業活動と ITの活用：まとめ 

(29) 法務と財務 ：法務 

(30) 法務と財務 ：知的財産権 

(31) 法務と財務 ：財務 

(32) 法務と財務 ：財務諸表 

 

授業の進め方                                 

１） 講義を聴講し、ノートにまとめ 

２） 授業担当者からのアドバイス など 

３） moodleによる確認テスト 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

情報処理技術者の基本的な知識を身につける 

ITパスポート試験、基本情報技術者試験 合格 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

基本情報技術者試験の受験を必須とする。 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

教科書                                 

特になし、講義資料を配布し，その資料に沿って授業を進める。 

参考書                                 

インプレス出版 簡単合格 ITパスポート教科書 

FOM出版 よくわかるマスター 基本情報技術者試験対策テキスト 

実務経験                                

備考                                  



科目名 FE午前対策Ⅱ 

担当教員 金 峰 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 4 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

経済産業省後援 独立行政法人情報処理推進機構の基本情報技術者試験を取得するための知識を習得

する。ITPレベルの内容から実施する。 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

検定試験の「マネジメント」の出題範囲に準拠した知識をしっかりと身に付ける 

授業項目                                 

(1) システムの導入：システムの構成 

(2) システムの導入：システム導入の流れ 

(3) システム開発とプロジェクトマネジメント：システム監査 

(4) システム開発とプロジェクトマネジメント：システムの性能評価 

(5) システム開発とプロジェクトマネジメント：システム開発 

(6) システム開発とプロジェクトマネジメント：開発順序 

(7) システム開発とプロジェクトマネジメント：システム設計 

(8) システム開発とプロジェクトマネジメント：プログラミング 

(9) システム開発とプロジェクトマネジメント：アルゴリズムとデータ構造 

(10) システム開発とプロジェクトマネジメント：システムのテスト 

(11) システム開発とプロジェクトマネジメント：プロジェクトマネジメント 

(12) システム開発とプロジェクトマネジメント：アローダイアグラム 

(13) システム開発とプロジェクトマネジメント ：順列と組合せ 

(14) システム開発とプロジェクトマネジメント ：サービスマネジメント 

(15) システム開発とプロジェクトマネジメント ：まとめ１ 

(16) システム開発とプロジェクトマネジメント ：まとめ２ 

(17) ハードウェア 

(18) ソフトウェア 

(19) コンピュータで扱うデータ 

(20) データベース 

(21) ネットワーク 

(22) セキュリティ 

(23) システムの導入 

(24) システム開発とプロジェクトマネジメント 



(25) 企業活動と ITの活用 

(26) 法務と財務 

(27) 弱点克服 

(28) 弱点克服 

(29) 弱点克服 

(30) 模擬試験 

(31) 模擬試験 

(32) 模擬試験 

授業の進め方                                 

１） 講義を聴講し、ノートにまとめ 

２） 授業担当者からのアドバイス など 

３） moodleによる確認テスト 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

情報処理技術者の基本的な知識を身につける 

ITパスポート試験、基本情報技術者試験 合格 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

基本情報技術者試験の受験を必須とする。 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

教科書                                 

特になし、講義資料を配布し，その資料に沿って授業を進める。 

参考書                                 

インプレス出版 簡単合格 ITパスポート教科書 

FOM出版 よくわかるマスター 基本情報技術者試験対策テキスト 

実務経験                                

備考                                  



科目名：データサイエンス基礎Ⅰ 

担当教員 田畑 俊彦 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 

授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

 データサイエンスを行う上で必須となる Jupyter Notebookおよび pythonで統計データの使用

方法を学ぶ。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

データサイエンスを学ぶ上で必要となる、データ分析の基本を学ぶ。 

その際に必要となる、Jupyter Notebookおよび pythonを学び、習得する。。 

 

授業項目                                 

(1) データサイエンスとは、実際にデータを用いての説明 

(2) データサイエンティストとは 

(3) Pythonおよび Google Colaboratoryの活用 

(4) Google Driveとの連携、pandasの活用① 

(5) Google Driveとの連携、pandasの活用② 

(6) Google Driveとの連携、pandasの活用③ 

(7) Google Driveとの連携、pandasの活用④ 

(8) 単位認定試験 

 

授業の進め方                                 

１） 講義した文法を使用したパソコンによるプログラミング実習 

２） サンプルデータを使用した演習の実施 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

データサイエンスの基礎を習得し、pandasの扱いができる事。 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率及び授業態度など（20%）として評価を行う。 



 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

なし 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

なし 

 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 



科目名：データサイエンス基礎Ⅱ 

担当教員 田畑 俊彦 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 

授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

 データサイエンスを行う上で必須となる統計データをグラフ化する方法を学ぶ。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

データサイエンスを学ぶ上で必要となる、データ分析の基本を学ぶ。 

グラフ化に必要となる、seabornを学び、習得する。。 

 

授業項目                                 

(9) グラフで確認することの必要性、グラフについて 

(10) 棒グラフとは 

(11) 折れ線グラフとは 

(12) ヒストグラムとは 

(13) ヒートマップとは 

(14) 箱ひげ図とは 

(15) 散布図とは 

(16) 単位認定試験 

 

授業の進め方                                 

１） 講義した文法を使用したパソコンによるプログラミング実習 

２） サンプルデータを使用した演習の実施 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

グラフの種類・役割を理解・習得し、適切なグラフを使用できる事。 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率及び授業態度など（20%）として評価を行う。 

 



授業外学習（予習・復習）の指示                                 

なし 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

なし 

 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 



科目名：データサイエンス基礎Ⅲ 

担当教員 田畑 俊彦 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 

授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

 データサイエンスを行う上で必須となる機械学習の種類および使用方法を学ぶ。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

データサイエンスを学ぶ上で必要となる、データ分析の基本を学ぶ。 

機械学習の使用方法を学び、結果を確認することができるようになる。 

 

授業項目                                 

(17) 機械学習とは、機械学習の種類 

(18) 教師あり学習（回帰）① 

(19) 教師あり学習（回帰）② 

(20) 教師あり学習（回帰）③ 

(21) 教師あり学習（分類）① 

(22) 教師あり学習（分類）② 

(23) 教師あり学習（分類）③ 

(24) 単位認定試験 

 

授業の進め方                                 

１） 講義した文法を使用したパソコンによるプログラミング実習 

２） サンプルデータを使用した演習の実施 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

機械学習の種類・使用方法を理解・習得し、機械学習を用いてデータ分析を実施できる事。 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率及び授業態度など（20%）として評価を行う。 

 



授業外学習（予習・復習）の指示                                 

なし 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

なし 

 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 



科目名 プレゼンテーション 

担当教員 伴 昭彦 

科目の種類 一般 単位区分 選択 単位数 2 

授業方法 講義・実習 開講学期 前期 学年 2 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

準備からリハーサル・本番までのプレゼンテーションの流れ、PowerPointの操作手順 

を理解する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

講究なのでプレゼンテーションを実施する機会があるため、プレゼンテーションの基本的な操作・

知識を習得する。 

 

授業項目                                 

(1) プレゼンテーションとは 

(2) プレゼンテーションのストーリー、視覚資料の作成１ 

(3) プレゼンテーションのストーリー、視覚資料の作成２ 

(4) PowerPointを使ったプレゼンテーション資料の作成１ 

(5) PowerPointを使ったプレゼンテーション資料の作成２ 

(6) PowerPointを使ったプレゼンテーション資料の作成３ 

(7) プレゼンテーションテクニック１ 

(8) プレゼンテーションテクニック２ 

(9) プレゼンテーションテクニック３ 

(9) プレゼンテーションテクニック４ 

(10) プレゼンテーションの実施と反省１ 

(11) プレゼンテーションの実施と反省２ 

(12) プレゼンテーション資料作成１ 

(13) プレゼンテーション資料作成２ 

(14) プレゼンテーション資料作成３ 

(15) 単位認定（プレゼン実習１） 

(16) 単位認定（プレゼン実習２） 

 

授業の進め方                                 

１） 講義を聴講し、パソコンで PowerPoint操作を行う 



２） 授業担当者からのアドバイス など 

３） moodleによる確認テスト 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

講究等でプレゼンテーションを実施するための知識や手順を習得する。 

 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

実教出版 30時間でマスター プレゼンテーション＋PowerPoint2016 

 

実務経験                                

伴 昭彦：IT企業において、プログラマ／システムエンジニア／プロジェクマネージャとして勤

務。 

備考                                  

 

 

 

 



科目名 Javaプログラミング 

担当教員 金 峰 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 4 

授業方法 講義・実習 開講学期 通年 学年 2 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

現在でも開発現場にて広く使用されている Java言語の基礎を学ぶ。 

 

 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

「プログラミング応用」との選択となる。 

前提は特になし、誰でも受講できる。 

 

 

 

授業項目                                 

(1) 第 1章 Java言語に触れる 

(2) 第 1章 Java言語に触れる 

(3) 第 1章 Java言語に触れる 

(4) 第 1章 Java言語に触れる 

(5) 第 2章 Java言語の基本 

(6) 第 2章 Java言語の基本 

(7) 第 2章 Java言語の基本 

(8) 第 2章 Java言語の基本 

(9) 第 3章 分岐処理と繰り返し 

(10) 第 3章 分岐処理と繰り返し 

(11) 第 3章 分岐処理と繰り返し 

(12) 第 3章 分岐処理と繰り返し 

(13) 第 4章 メソッド（クラスメソッド） 

(14) 第 4章 メソッド（クラスメソッド） 

(15) 第 4章 メソッド（クラスメソッド） 

(16) 第 4章 メソッド（クラスメソッド） 

(17) 第 5章 クラスの基本 



(18) 第 5章 クラスの基本 

(19) 第 5章 クラスの基本 

(20) 第 5章 クラスの基本 

(21) 第 6章 クラスの一歩進んだ使い方 

(22) 第 6章 クラスの一歩進んだ使い方 

(23) 第 6章 クラスの一歩進んだ使い方 

(24) 第 6章 クラスの一歩進んだ使い方 

(25) 第 7章 継承 

(26) 第 7章 継承 

(27) 第 7章 継承 

(28) 第 7章 継承 

(29) 第 8章 抽象クラスとインタフェース 

(30) 第 8章 抽象クラスとインタフェース 

(31) 第 8章 抽象クラスとインタフェース 

(32) 第 8章 抽象クラスとインタフェース 

 

授業の進め方                                 

授業時間内には講義と演習を交互に行う．ほぼ毎回，授業終了時に小テストを課す 

 

 

 

 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

簡単なプログラム指示書を与えられた際に、独力で仕様を理解し、プログラミング設計を行い、実

装が行えるようになること。 

 

 

 

 

 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

考査点数にて評価を実施する 

 



授業外学習（予習・復習）の指示                                 

事前（およそ 1週間前）に提示される、次回の講義資料を確認し、1時間程度の予習を行う。 

実施後に小テストの結果から理解度に応じて復習を実施するように指示を行う。 

教科書                                 

以下の教科書を使用する、また講義資料を配布し、その資料に沿って授業を勧める 

Java 第 2版 入門編 ゼロからはじめるプログラミング 

 

参考書                                 

特になし 

 

 

実務経験                                

金峰：IT 企業において、プログラマー/システムエンジニアとして勤務。 

 

備考                                  

特になし 

 



科目名 LINUX概論 

担当教員 金 峰 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 2 

授業方法 講義・実習 開講学期 前期 学年 2 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

Linux操作及び活用が出来る様になる知識を習得する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

Linux（CentOS）環境の構築、及び、基本的な操作・知識を習得する。 

 

授業項目                                 

(1) Linuxの基礎を学習する：Ｌｉｎｕｘの概要（第１章）の学習 

(2) Linuxの基礎を学習する：ターミナルを使用した、コマンド（cd , ls）の学習(第３章) 

(3) Linuxの基礎を学習する：Ｌｉｎｕｘのインストール 

(4) Linuxの基礎を学習する：Linuxの起動方法、ログイン方法を学習 

(5) 基本的なコマンドを学習：コマンド（cd , pwd , mkdir , rmdir , cp , mv , rm） 

(6) 基本的なコマンドを学習：コマンド（cat, more, less, find, which, help） 

(7) 基本的なコマンドを学習：コマンド（man）、リダイレクト 

(8) 基本的なコマンドを学習：grep、パイプ 

(9) Viエディタの使い方を学習する：起動、挿入、変更、終了 

(10) Viエディタの使い方を学習する：viエディタでの行のカット&ペース 

(11) Viエディタの使い方を学習する：viエディタでの行のコピー&ペースト、文字列検索 

(12) Viエディタの使い方を学習する：viエディタでの文字列置換 

(13) 基礎的なコマンド２：touch,head,tailを使用し、ファイルを操作しながらコマンドを実習 

(14) 基礎的なコマンド２：sortを使用し、ファイルを操作しながらコマンドを実習 

(15) 基礎的なコマンド２：sort,unip,tr,diffコマンド 

(16) 基礎的なコマンド２：diffコマンド 

 

授業の進め方                                 

１） 講義を聴講し、パソコンで Linux操作を行う 

２） 授業担当者からのアドバイス など 

３） moodleによる確認テスト 

 



授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

Linux（CentOS）環境の構築、及び、基本的な操作・知識を習得する。 

 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

 

教科書                                 

Linux標準教科書（Ver3.0.1) 特定非営利活動法人エルピーアイジャパン 

 

参考書                                 

特になし 

 

実務経験                                

金峰：IT 企業において、プログラマー/システムエンジニアとして勤務。 

 

備考                                  

 



科目名 データベース概論 

担当教員 金 峰 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 2 

授業方法 講義・実習 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

データベース、テーブルの作成及びＳＱＬ操作が出来る様になること（設計も含む） 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

基本的なＳＱＬ操作が出来る知識を習得する。 

 

 

授業項目                                 

(1) はじめての SQL：データベースとは、SQLの基本ルール 

(2) はじめての SQL：データ型とリテラル 

(3) 基本文法と 4大命令：SQLの命令体系 

(4) 基本文法と 4大命令：SELECT文 - データの検索、UPDATT文 - データの更新 

(5) 基本文法と 4大命令：DELETT文 - データの削除、INSERT文 - データの追加 

(6) 操作する行の絞り込み：WHERE句による絞り込み、条件式、比較演算子 

(7) 操作する行の絞り込み：複数の条件式を組み合わせる、主キーとその必要性 

(8) 検索結果の加工：DISTINCT - 重複行を除外する、ORDER BY - 結果を並べ替える 

(9) 検索結果の加工：OFFSET - FETCH - 先頭から数行だけ取得する、集合演算子 

(10) 式と関数：式と演算子、関数、文字列にまつわる関数 

(11) 式と関数：数値にまつわる関数、日付にまつわる関数、変換にまつわる関数 

(12) 集計とグループ化：データを集計する、集計関数の使い方 

(13) 集計とグループ化：データをグループに分ける、集計テーブルの活用 

(14) 副問い合わせ：検索結果に基づいて表を操作する、単一の値の代わりに副問い合わせを用いる 

(15) 複数テーブルの結合：「リレーショナル」の意味、テーブルの結合 

(16) トランザクション：正確なデータ操作、コミットとロールバック 

 

 

授業の進め方                                 

１） 講義を聴講 



２） 授業担当者からのアドバイス など 

３） moodleによる確認テスト 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

基本的なＳＱＬ操作が出来る知識を習得する。 

 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

 

教科書                                 

講義資料を配布 

 

参考書                                 

スッキリわかる SQL入門 

 

実務経験                                

金峰：IT 企業において、プログラマー/システムエンジニアとして勤務。 

 

備考                                  

 



科目名 データベース演習 

担当教員 伴 昭彦 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 2 

授業方法 講義・実習 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

学生自身の PC上にデータベース（MariaDB）を構築した上で演習を実施する。 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

DBMSのインストールから、操作を行い、基本的な管理の仕方を習得する 

 

 

授業項目                                 

(1) DBMSの管理概要、インストール 

(2) DB管理用のソフトウェアの使い方と利用方法 

(3) DCL、DDL、DML、TCLの演習 

(4) 演習用 DB１の構築 

(5) 演習用 DB１に対する SQL演習（１） 

(6) 演習用 DB１に対する SQL演習（２） 

(7) 演習用 DB１に対する SQL演習（３） 

(8) 演習用 DB２の構築 

(9) 演習用 DB２に対する SQL演習（１） 

(10) 演習用 DB２に対する SQL演習（２） 

(11) 演習用 DB２に対する SQL演習（３） 

(12) 演習用 DB３の構築 

(13) 演習用 DB３に対する SQL演習（１） 

(14) 演習用 DB３に対する SQL演習（２） 

(15) 演習用 DB３に対する SQL演習（３） 

(16) 期末考査 

 

 

 

 



授業の進め方                                 

１） 講義を聴講 

２） 演習 

３） 授業担当者からのアドバイス など 

４） moodleによる確認テスト 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

DBMSのインストール、 

DCL、DDL、DML、TCLの理解、 

演習を通じてデータの取得方法を学ぶ、 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

 

教科書                                 

講義資料を配布 

 

参考書                                 

スッキリわかる SQL入門 第 2版 

 

実務経験                                

伴 昭彦：IT 企業において、プログラマ／システムエンジニア／プロジェクマネージャとして勤

務。 

 

備考                                  



科目名 講究 

担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 

授業方法 講義・実習 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

各自のゼミ活動の内容をまとめて発表を行い、他の人の発表では質問等を行う。 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

卒業ゼミの研究テーマについて発表を行い、自身の理解を深めプレゼン能力を高める。 

 

 

授業項目                                 

(2) プレゼン方法について：PowerPointによる資料作成 

(2) プレゼン資料作成 

(3) プレゼン資料作成 

(4) プレゼン資料作成 

(5) プレゼン準備 

(6) 発表①（事前に発表順番を決めて順次実施する） 

(7) 発表②（事前に発表順番を決めて順次実施する） 

(8) 発表③（事前に発表順番を決めて順次実施する） 

 

授業の進め方                                 

１） 講義を聴講し、ノートにまとめ 

２） 授業担当者からのアドバイス など 

３） moodleによる確認テスト 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

卒業ゼミの研究テーマについて発表を行い、自身の理解を深めプレゼン能力を高める。 

 

 



成績評価の基準および評価方法                                 

発表内容の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

 

教科書                                 

特になし 

 

参考書                                 

特になし 

 

実務経験                                

浜本 征志：IT企業において、プログラマとして勤務。 

 

備考                                  

 



科目名：システム開発基礎演習 

担当教員 金 峰 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 6 

授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 2 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

この講義では、システム開発を行えるようになることを目標とする。 

前期では、システム開発に関わる知識やソフトウェアの使用方法を理解し、必要な知識を身に着け

ることを目標とする。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

システム開発の流れ、およびシステム開発で使用するソフトウェアの使用方法を学び、システム開

発に関連する知識を習得する。 

 

授業項目                                 

・1Q 

(1) バージョン管理について 

(2) バージョン管理について 

(3) バージョン管理について 

(4) Githubでのソフトウェアの管理 

(5) Githubでのソフトウェアの管理 

(6) Githubでのソフトウェアの管理 

(7) 仮想環境について 

(8) 仮想環境について 

(9) 仮想環境について 

(10) dockerのインストール 

(11) dockerのインストール 

(12) dockerのインストール 

(13) Visual Studio Codeのインストール 

(14) Visual Studio Codeのインストール 

(15) Visual Studio Codeのインストール 

(16) dockerによる仮想環境の構築 

(17) dockerによる仮想環境の構築 

(18) dockerによる仮想環境の構築 

(19) dockerによる仮想環境の構築 

(20) dockerによる仮想環境の構築 

(21) dockerによる仮想環境の構築 

(22) Githubの操作 

(23) Githubの操作 

(24) Githubの操作 

・2Q 

(25) システム開発について（設計） 

(26) システム開発について（設計） 

(27) システム開発について（設計） 

(28) DBについて 

(29) DBについて 

(30) DBについて 

(31) DBの構築 

(32) DBの構築 

(33) DBの構築  

(34) 開発するシステムについて 

(35) 開発するシステムについて 

(36) 開発するシステムについて 



(37) サンプルプログラムの作成 

(38) サンプルプログラムの作成 

(39) サンプルプログラムの作成 

(40) サンプルプログラムの作成 

(41) サンプルプログラムの作成 

(42) サンプルプログラムの作成 

(43) サンプルプログラムの作成 

(44) サンプルプログラムの作成 

(45) サンプルプログラムの作成 

(46) 課題提出・評価 

(47) 課題提出・評価 

(48) 課題提出・評価 

授業の進め方                                 

システム開発の流れを理解し、作業計画に従って開発環境の構築を完了した後にサンプルプログラ

ムの完成を目指す。 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

特になし 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

成果物（80%）、出席率及び授業態度など（20%）として評価を行う。 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

なし 

 

実務経験                                

金峰：IT 企業において、プログラマー/システムエンジニアとして勤務。 

備考                                 



科目名：システム開発応用演習 

担当教員 金 峰 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 6 

授業方法 講義・演習 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

この講義では、システム開発を行えるようになることを目標とする。 

後期では、システム開発の全体の流れを理解し、システム開発に必要な知識を身に着けることを目

標とする。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

システム開発の流れ、およびシステム開発で使用するソフトウェアの使用方法を学び、システム開

発に関連する知識を習得する。 

 

授業項目                                 

・3Q 

(1) 作成するシステムについて 

(2) 作成するシステムについて 

(3) 作成するシステムについて 

(4) 作成するシステムについて 

(5) 作成するシステムについて 

(6) 作成するシステムについて 

(7) クライアント・サーバについて 

(8) クライアント・サーバについて 

(9) クライアント・サーバについて 

(10) ネットワークについて 

(11) ネットワークについて 

(12) ネットワークについて 

(13) システムの構築・作成 

(14) システムの構築・作成 

(15) システムの構築・作成 

(16) システムの構築・作成 

(17) システムの構築・作成 

(18) システムの構築・作成 

(19) システムの構築・作成 

(20) システムの構築・作成 

(21) システムの構築・作成 

(22) システムの構築・作成 

(23) システムの構築・作成 

(24) システムの構築・作成 

・4Q 

(25) 単体テスト・結合テストについて 

(26) 単体テスト・結合テストについて 

(27) 単体テスト・結合テストについて 

(28) 単体テスト・結合テストについて 

(29) 単体テスト・結合テストについて 

(30) 単体テスト・結合テストについて 

(31) 課題の作成・テスト 

(32) 課題の作成・テスト 

(33) 課題の作成・テスト 

(34) 課題の作成・テスト 

(35) 課題の作成・テスト 

(36) 課題の作成・テスト 



(37) 課題の作成・テスト 

(38) 課題の作成・テスト 

(39) 課題の作成・テスト 

(40) 課題の作成・テスト 

(41) 課題の作成・テスト 

(42) 課題の作成・テスト 

(43) 課題提出・評価 

(44) 課題提出・評価 

(45) 課題提出・評価 

(46) 課題提出・評価 

(47) 課題提出・評価 

(48) 課題提出・評価 

授業の進め方                                 

システム開発の流れを理解し、作業計画に従ってシステムの完成を目指す。 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

特になし 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

成果物（80%）、出席率及び授業態度など（20%）として評価を行う。 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

なし 

 

実務経験                                

金峰：IT 企業において、プログラマー/システムエンジニアとして勤務。 

備考                                 



科目名：システムデザイン演習 

担当教員 田畑 俊彦 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

「情報システム」の設計方法を学び、必要な知識を身に着ける。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

ゼミなどで制作するシステムの理解を深め、その設計に関わる知識を身に着ける。 

 

授業項目                                 

(25) システムデザイン演習 

1回目： 詳細設計 

2回目： 課題の実習により、詳細設計図を作成実施 

3回目： 演習による作成物を提出＆評価実施 

4回目： 基本設計（クラス図・シーケンス図）の説明を実施 

5回目： 課題の実習により、基本設計図を作成実施 

6回目： 基本設計（ユースケース図）の説明を実施 

7回目： 課題の実習により、基本設計図を作成実施 

8回目：最終確認試験実施 

 

授業の進め方                                 

プリントやプロジェクターによる講義形式でおこない、小テストなども活用する。 

最終授業の際に確認の試験を行う。 

 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

ゼミなどで制作するシステムの設計に関われるようになること。 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率及び授業態度など（20%）として評価を行う。 



 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

なし 

 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 

 



科目名 FE午後対策Ⅰ 

担当教員 伴 昭彦 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 4 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 2 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

経済産業省後援 独立行政法人情報処理推進機構の基本情報技術者試験を取得するための知識を習得

する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

検定試験の「テクノロジー」「ストラテジ」の出題範囲に準拠した知識をしっかりと身に付ける。 

午後問題対策も実施する。 

 

授業項目                                 

(1) ハードウェア 

(2) ハードウェア 

(3) ソフトウェア 

(4) ソフトウェア 

(5) ソフトウェア 

(6) コンピュータで扱うデータ 

(7) コンピュータで扱うデータ 

(8) コンピュータで扱うデータ 

(9) データベース 

(10) データベース 

(11) データベース 

(12) ネットワーク 

(13) ネットワーク 

(14) ネットワーク 

(15) セキュリティ 

(16) セキュリティ 

(17) 企業活動と ITの活用：企業 

(18) 企業活動と ITの活用：経営戦略 

(19) 企業活動と ITの活用：業績の評価 

(20) 企業活動と ITの活用：マーケティング 

(21) 企業活動と ITの活用：分析ツール 



(22) 企業活動と ITの活用：組織 

(23) 企業活動と ITの活用：業務 

(24) 企業活動と ITの活用：情報システムの活用 

(25) 企業活動と ITの活用：効率的な IT投資 

(26) 企業活動と ITの活用：インターネットの活用 

(27) 企業活動と ITの活用：標準化 

(28) 企業活動と ITの活用：まとめ 

(29) 法務と財務 ：法務 

(30) 法務と財務 ：知的財産権 

(31) 法務と財務 ：財務 

(32) 法務と財務 ：財務諸表 

 

授業の進め方                                 

１） 講義を聴講し、ノートにまとめ 

２） 授業担当者からのアドバイス など 

３） moodleによる確認テスト 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

情報処理技術者の基本的な知識を身につける 

基本情報技術者試験 合格 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

 

教科書                                 

特になし、講義資料を配布し，その資料に沿って授業を進める。 

 

参考書                                 

FOM出版 よくわかるマスター 基本情報技術者試験対策テキスト 



 

実務経験                                

 

備考                                  



科目名 FE午後対策Ⅱ 

担当教員 伴 昭彦 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 4 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

経済産業省後援 独立行政法人情報処理推進機構の基本情報技術者試験を取得するための知識を習得

する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

検定試験の「マネジメント」の出題範囲に準拠した知識をしっかりと身に付ける。 

全出題範囲に関する試験対策を行う。 

午後問題対策も実施する。 

 

授業項目                                 

(3) システムの導入：システムの構成 

(2) システムの導入：システム導入の流れ 

(3) システム開発とプロジェクトマネジメント：システム監査 

(4) システム開発とプロジェクトマネジメント：システムの性能評価 

(5) システム開発とプロジェクトマネジメント：システム開発 

(6) システム開発とプロジェクトマネジメント：開発順序 

(7) システム開発とプロジェクトマネジメント：システム設計 

(8) システム開発とプロジェクトマネジメント：プログラミング 

(9) システム開発とプロジェクトマネジメント：アルゴリズムとデータ構造 

(10) システム開発とプロジェクトマネジメント：システムのテスト 

(11) システム開発とプロジェクトマネジメント：プロジェクトマネジメント 

(12) システム開発とプロジェクトマネジメント：アローダイアグラム 

(13) システム開発とプロジェクトマネジメント ：順列と組合せ 

(14) システム開発とプロジェクトマネジメント ：サービスマネジメント 

(15) システム開発とプロジェクトマネジメント ：まとめ１ 

(16) システム開発とプロジェクトマネジメント ：まとめ２ 

(17) ハードウェア 

(18) ソフトウェア 

(19) コンピュータで扱うデータ 

(20) データベース 



(21) ネットワーク 

(22) セキュリティ 

(23) システムの導入 

(24) システム開発とプロジェクトマネジメント 

(25) 企業活動と ITの活用 

(26) 法務と財務 

(27) 弱点克服 

(28) 弱点克服 

(29) 弱点克服 

(30) 模擬試験 

(31) 模擬試験 

(32) 模擬試験 

 

授業の進め方                                 

１） 講義を聴講し、ノートにまとめ 

２） 授業担当者からのアドバイス など 

３） moodleによる確認テスト 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 

情報処理技術者の基本的な知識を身につける 

基本情報技術者試験 合格 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特になし 

 

教科書                                 

特になし、講義資料を配布し，その資料に沿って授業を進める。 

 

参考書                                 



FOM出版 よくわかるマスター 基本情報技術者試験対策テキスト 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 



科目名：AI数学基礎 

担当教員 田畑 俊彦 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 2 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

IT社会の進歩とともに、データ分析が必要とされる場面が増えてきており、IT業界におけるニー

ズも高まってきている。様々なソフトの技術も向上しており、それらの開発を支える人材がますま

す必要になってきている。 

本講義では、AI技術に関係する基礎数学の学習を行う。 

数学的な知識を得ることで、ブラックボックスになりがちなプログラムの処理の根本を理解できる

ようになる。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

AIの基礎技術を習得する。 

その際に必要となる、基礎数学を学ぶことで、正しい数理処理の習得を目指す。 

 

授業項目                                 

(26) 数学基礎 

1回目：関数 

2回目：1次関数 

3回目：2次関数 

4回目：平方根・累乗根 

5回目：指数関数 

6回目：対数関数 

7回目：自然対数、数列 

8回目：試験解説 

授業の進め方                                 

プリントやプロジェクターによる講義形式でおこない、小テストなども活用する。 

最終授業の際に確認の試験を行う。 

 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 



AI技術に用いられる数学的手法の理解ができること 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率及び授業態度など（20%）として評価を行う。 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

本授業の土台となる、高校数学を予め復讐しておくことが望ましい。 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

なし 

 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 

 



科目名：AI数学演習Ⅰ（行列） 

担当教員 田畑 俊彦 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 2 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

IT社会の進歩とともに、データ分析が必要とされる場面が増えてきており、IT業界におけるニー

ズも高まってきている。様々なソフトの技術も向上しており、それらの開発を支える人材がますま

す必要になってきている。 

本講義では、AI技術に関係する行列の学習を行う。 

数学的な知識を得ることで、ブラックボックスになりがちなプログラムの処理の根本を理解できる

ようになる。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

AIの基礎技術を習得する。 

その際に必要となる、行列の基礎を学ぶことで、正しい数理処理の習得を目指す。 

 

授業項目                                 

(27) 行列 

1回目：行列 

2回目： 行列の加法・減法・実数倍 

3回目： 行列の乗法 

4回目： 零因子・累乗 

5回目： 逆行列 

6回目： 転置行列 

7回目： 連立 1次方程式と行列 

8回目：試験 / 解説 

授業の進め方                                 

プリントやプロジェクターによる講義形式でおこない、小テストなども活用する。 

最終授業の際に確認の試験を行う。 

 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 



AI技術に用いられる数学的手法の理解ができること 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率及び授業態度など（20%）として評価を行う。 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

本授業の土台となる、高校数学を予め復讐しておくことが望ましい。 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

なし 

 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 

 



科目名：AI数学演習Ⅱ（確率） 

担当教員 田畑 俊彦 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

IT社会の進歩とともに、データ分析が必要とされる場面が増えてきており、IT業界におけるニー

ズも高まってきている。様々なソフトの技術も向上しており、それらの開発を支える人材がますま

す必要になってきている。 

本講義では、AI技術に関係する確率の学習を行う。 

数学的な知識を得ることで、ブラックボックスになりがちなプログラムの処理の根本を理解できる

ようになる。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

AIの基礎技術を習得する。 

その際に必要となる、確率の基礎を学ぶことで、正しい数理処理の習得を目指す。 

 

授業項目                                 

(28) 確率 

1回目： 確率の定義 

2回目： サイコロの問題 

3回目： 順列と組み合わせ 

4回目： 順列の公式 

5回目： 組み合わせの公式 

6回目： 順列・組み合わせの計算１ 

7回目： 順列・組み合わせの計算２ 

8回目：試験 / 解説 

授業の進め方                                 

プリントやプロジェクターによる講義形式でおこない、小テストなども活用する。 

最終授業の際に確認の試験を行う。 

 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 



AI技術に用いられる数学的手法の理解ができること 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率及び授業態度など（20%）として評価を行う。 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

本授業の土台となる、高校数学を予め復讐しておくことが望ましい。 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

なし 

 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 

 



科目名：AI数学演習Ⅲ（ベクトル） 

担当教員 田畑 俊彦 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース 情報処理技術学科 

授業概要                                 

IT社会の進歩とともに、データ分析が必要とされる場面が増えてきており、IT業界におけるニー

ズも高まってきている。様々なソフトの技術も向上しており、それらの開発を支える人材がますま

す必要になってきている。 

本講義では、AI技術に関係するベクトルの学習を行う。 

数学的な知識を得ることで、ブラックボックスになりがちなプログラムの処理の根本を理解できる

ようになる。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

AIの基礎技術を習得する。 

その際に必要となる、ベクトルの基礎を学ぶことで、正しい数理処理の習得を目指す。 

 

授業項目                                 

(29) ベクトル 

1回目： 平面ベクトル 

2回目： ベクトルの意味とその演算 

3回目： ベクトルの成分 

4回目： ベクトルの内積 

5回目： 位置ベクトル 

6回目： 空間ベクトル 

7回目： 空間ベクトルの応用 

8回目：試験 / 解説 

授業の進め方                                 

プリントやプロジェクターによる講義形式でおこない、小テストなども活用する。 

最終授業の際に確認の試験を行う。 

 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                 



AI技術に用いられる数学的手法の理解ができること 

 

成績評価の基準および評価方法                                 

定期考査の点数（80%）、出席率及び授業態度など（20%）として評価を行う。 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

本授業の土台となる、高校数学を予め復讐しておくことが望ましい。 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

なし 

 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 

 

 


