
科目名 Excel 入門 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 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 未来創成情報学科 

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 ITP テクノロジー 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース 未来創成情報学科 

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 IT パスポート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」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 

 



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 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                                 

インプレス出版 簡単合格 IT パスポート教科書 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 

 

  



 

科目名 Word 入門 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 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 未来創成情報学科 

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 アルゴリズム① 
担当教員 清末 和生 

科目の種類 専門 単位区分 必須 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 未来創成情報学科 

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 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 未来創成情報学科 

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 

(2) 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 の基本操作 

(6) Windows10 のアプリケーション 

(7) Windows10 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 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                                 

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                                

 

 

備考                                  

特になし 

 

  



科目名：情報社会学 
担当教員 御塚 伸也 

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 1 

学科・コース 未来創成情報学科 

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                                

 

 

備考                                  

 

  



科目名 HTML・CSS ① 
担当教員 清末 和生 

科目の種類 専門 単位区分 必須 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 未来創成情報学科 

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) Chapter1 PC と Web ブラウザーを用意 

(2) Chapter1 エディタを用意 

(3) Chapter2 簡単な HTML を作る 

(4) Chapter2 簡単な HTML を作る 

(5) Chapter2 HTML タグを、もっと使う 

(6) Chapter2 HTML タグを、もっと使う 

(7) Chapter2 HTML タグを、もっと使う 

(8) Chapter2 HTML タグを、もっと使う 

(9) Chapter2 CSS で見た目を整える 

(10) Chapter2 CSS で見た目を整える 

(11) Chapter2 CSS で見た目を整える 

(12) Chapter2 CSS で見た目を整える 

(13) Chapter2 基本的なスタイル調整をする 

(14) Chapter2 基本的なスタイル調整をする 

(15) Chapter2 基本的なスタイル調整をする 

(16) Chapter2 基本的なスタイル調整をする 

 



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 

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）                 

HTML&CSS 及び JavaScript 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、講義資料を配布し，その資料に沿って授業を進める。 

 

参考書                                 

マイナビ HTML&CSS，JavaScript のきほんのきほん 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 

  



科目名 ITP ストラテジ 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース 未来創成情報学科 

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 IT パスポート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「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 

 

 

 

授業項目                                 

(1) 企業活動と IT の活用：企業 

(2) 企業活動と IT の活用：経営戦略 

(3) 企業活動と IT の活用：業績の評価 

(4) 企業活動と IT の活用：マーケティング 

(5) 企業活動と IT の活用：分析ツール 

(6) 企業活動と IT の活用：組織 

(7) 企業活動と IT の活用：業務 

(8) 企業活動と IT の活用：情報システムの活用 

(9) 企業活動と IT の活用：効率的な IT 投資 

(10) 企業活動と IT の活用：インターネットの活用 

(11) 企業活動と IT の活用：標準化 

(12) 企業活動と IT の活用：まとめ 

(13) 法務と財務 ：法務 

(14) 法務と財務 ：知的財産権 

(15) 法務と財務 ：財務 

(16) 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 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                                 

インプレス出版 簡単合格 IT パスポート教科書 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 

  



科目名 アルゴリズム② 
担当教員 清末 和生 

科目の種類 専門 単位区分 必須 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 未来創成情報学科 

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：データ分析入門① 
担当教員 御塚 伸也 

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 1 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

これから AI などの勉強を行う学生に対して、結果を求めるまでのアルゴリズム（計算手法）を理解

するための、数学的な知識の習得を行う。 

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                  

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、確率論を学びながら、統計学へ進むための足掛かりとする。統計学を社会利

用について例を挙げながら説明を行い、その中で使用される確率論からの講義を行う。確立を習得

することで多様性のあるデータの中からの抽出数や、その確からしさなどを学ぶ。 

 

授業項目                                 

(1) 統計学について 

現代社会における統計学 

(2) 統計学について 

データ分析の流れ 

(3) 統計学について 

データセットの例 

(4) 場合の数 

集合 

(5) 場合の数 

集合の要素の個数・場合の数 

(6) 場合の数 

順列・組合せ 

(7) 確率 

① 事象と確率 

② 確率の基本性質 

(8) 確率 



① 独立な試行の確率 

② 条件付き確率 

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）                 

統計で使用する、確率計算ができるようになること。 

 

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                        

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 プログラミング基礎① 
担当教員 清末 和生 

科目の種類 専門 単位区分 必須 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 未来創成情報学科 

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 

 



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、講義資料を配布し，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                                

清末和生：IT 企業において、プログラマとして勤務。 

 

 

備考                                  

 

  



科目名 HTML・CSS ② 
担当教員 清末 和生 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義・演習 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

スマートフォン対応の基本～CSS フレームワークの基本～JavaScript 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) Chapter3 基本のレイアウトを作る(1) 

(2) Chapter3 基本のレイアウトを作る(1) 

(3) Chapter3 基本のレイアウトを作る(2) 

(4) Chapter3 基本のレイアウトを作る(2) 

(5) Chapter3 スマートフォンに対応させる 

(6) Chapter3 スマートフォンに対応させる 

(7) Chapter3 CSS アニメーションを使う 

(8) Chapter3 CSS アニメーションを使う 

(9) Chapter4 ページの大枠を作る 

(10) Chapter4 ページの大枠を作る 

(11) Chapter4 フォームを仕上げる 

(12) Chapter4 フォームを仕上げる 

(13) Chapter5 画面に文字は数字を表示させる 

(14) Chapter5 画面に文字は数字を表示させる 

(15) Chapter5 今日の日付を取得し表示させる 

(16) Chapter5 今日の日付を取得し表示させる 



 

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 

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）                 

HTML&CSS 及び JavaScript 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、講義資料を配布し，その資料に沿って授業を進める。 

 

参考書                                 

マイナビ HTML&CSS，JavaScript のきほんのきほん 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 

  



科目名 ITP マネジメント 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 未来創成情報学科 

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 IT パスポート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 

 

 

 

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 

 



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 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                                 

インプレス出版 簡単合格 IT パスポート教科書 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 

  



科目名：データ分析入門② 
担当教員 御塚 伸也 

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 未来創成情報学科 

授業概要                                 

これから AI などの勉強を行う学生に対して、結果を求めるまでのアルゴリズム（計算手法）を理解

するための、数学的な知識の習得を行う。 

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                  

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。 

標準偏差や分散について理解を行い、統計学を学ぶ上での足掛かりとする。 

 

授業項目                                 

(1)記述統計 統計とは 

(2)記述統計 データの整理 

(3)記述統計 データの代表値 

(4)記述統計 データの散らばりと四分位数 

(5)記述統計 分散と標準偏差 

(6)記述統計 分散と標準偏差 

(7)記述統計 データの相関 

(8)記述統計 データの相関 

 

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）                 

データの代表値としての分散、標準偏差、偏差値などの意味の理解と、計算方法の取得を行う。 



 

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 プログラミング基礎② 
担当教員 清末 和生 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義・演習 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 未来創成情報学科 

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) 文字列を活用する 

(2) 文字列を活用する 

(3) リストやタプルを活用する 

(4) リストやタプルを活用する 

(5) 辞書と集合の操作 

(6) 辞書と集合の操作 

(7) 関数を作成してみよう 

(8) 可変長引数と無名関数の取り扱い 

(9) 可変長引数と無名関数の取り扱い 

(10) 関数を活用する 

(11) 関数を活用する 

(12) 関数の訓練問題 

(13) テキストファイルを読み込む 

(14) ファイル読み込みの訓練 

(15) テキストファイルに文字列を書き込む 

(16) ファイル書き込みの訓練 

 



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、講義資料を配布し，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                                

清末和生：IT 企業において、プログラマとして勤務。 

 

 

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 必須 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 未来創成情報学科 

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、後に続く「BC 基盤構築演習」と「BC 制作ゼミ」の基礎とな

る。 

 

 

 

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 HTML・CSS③ 
担当教員 清末 和生 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義・演習 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

イベントドリブンの基本～Ajax 通信の基本～ 

 

 

 

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) Chapter6 JavaScript で要素を取得して、内容を書き換える 

(2) Chapter6 JavaScript で要素を取得して、内容を書き換える 

(3) Chapter6 JavaScript で要素を取得して、内容を書き換える 

(4) Chapter6 if 構文やファンクションを使いこなす 

(5) Chapter6 if 構文やファンクションを使いこなす 

(6) Chapter6 if 構文やファンクションを使いこなす 

(7) Chapter6 「イベント」に反応するプログラムにする 

(8) Chapter6 「イベント」に反応するプログラムにする 

(9) Chapter6 繰り返し実行されるプログラムにする 

(10) Chapter6 繰り返し実行されるプログラムにする 

(11) Chapter7 ページの大枠を用意し、JSON データを用意する 

(12) Chapter7 ページの大枠を用意し、JSON データを用意する 

(13) Chapter7 for 構文を使って、データを要素として追加する 

(14) Chapter7 for 構文を使って、データを要素として追加する 

(15) Chapter7 Ajax 通信を利用する 

(16) Chapter7 Ajax 通信を利用する 

 



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 

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）                 

HTML&CSS 及び JavaScript 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、講義資料を配布し，その資料に沿って授業を進める。 

 

参考書                                 

マイナビ HTML&CSS，JavaScript のきほんのきほん 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 

  



科目名 ITP 総合 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 未来創成情報学科 

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 IT パスポート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                  

検定試験の全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) ソフトウェア 

(3) コンピュータで扱うデータ 

(4) データベース 

(5) ネットワーク 

(6) セキュリティ 

(7) システムの導入 

(8) システム開発とプロジェクトマネジメント 

(9) 企業活動と IT の活用 

(10) 法務と財務 

(11) 弱点克服 

(12) 弱点克服 

(13) 弱点克服 

(14) 模擬試験 

(15) 模擬試験 

(16) 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 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                                 

インプレス出版 簡単合格 IT パスポート教科書 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 

 

  



科目名：データ分析入門③ 
担当教員 御塚 伸也 

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 未来創成情報学科 

授業概要                                 

これから AI などの勉強を行う学生に対して、結果を求めるまでのアルゴリズム（計算手法）を理解

するための、数学的な知識の習得を行う。 

この授業では推測統計について学び、集合の特徴を推測する手法などを理解する。 

統計的に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                  

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。 

 

授業項目                                 

(1) 推測統計 確率変数と確率分布 

(2) 推測統計 確率変数と確率分布 

(3) 推測統計 確率変数の和と積 

(4) 推測統計 確率変数の和と積 

(5) 推測統計 二項分布と正規分布 

(6) 推測統計 二項分布と正規分布 

(7) 推測統計 推測統計 

(8) 統計の活用 学術的な統計の活用 

 

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）                 

限られた標本から調査したい母集団全体の特徴を推測する手法を理解する。 

 



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 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 必須 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 未来創成情報学科 

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                                

 

 

備考                                  

特になし 

 

 

  



科目名 プログラミング基礎③ 
担当教員 清末 和生 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義・演習 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 未来創成情報学科 

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) クラス作成の基礎知識 

(2) Customer クラスの作成 

(3) インスタンス変数とクラス変数 

(4) クラスでメソッドを定義する 

(5) クラスに変数やメソッドを動的に追加する 

(6) メソッドを動的に追加する 

(7) 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 

(8) アクセサメソッドをプロパティとして扱う 

(9) 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 

(10) モジュールにテスト用のステートメントを加える 

(11) Customer クラスを継承する 

(12) サブクラスでメソッドを追加する 

(13) 組込み型を継承する 

(14) クラスの訓練問題 

(15) 国家試験の Python の模擬問題 

(16) 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、講義資料を配布し，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                                

清末和生：IT 企業において、プログラマとして勤務。 

 

 

備考                                  

 

  



科目名 ロボット工学基礎 
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 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 未来創成情報学科 

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 必須 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 未来創成情報学科 

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 ネットワーク概論 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 2 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

基本情報技術者試験のネットワーク分野について理解する。 

 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

基本的なネットワーク知識を習得する。 

 

 

 

授業項目                                 

(1) ネットワークの基礎知識：ネットワークとは？、ネットワークの利点、データ通信の基礎 

(2) ネットワークの基礎知識：回線交換とパケット交換、ネットワークの構造、LAN と WAN 

(3) ネットワークの基礎知識：OSI 参照モデル、プロトコル、TCP/IP モデル 

(4) 信号の伝送と衝突：レイヤー1 の役割と概要、信号と衝突 

(5) 信号の伝送と衝突：ハブ、レイヤー2 の役割と概要、レイヤー2 アドレスとイーサネット 

(6) 信号の伝送と衝突：イーサネット、スイッチ、全二重イーサネット 

(7) IP アドレッシング：レイヤー3 の役割と概要、インターネットプロトコル 

(8) IP アドレッシング：IP アドレス、サブネッティング、クラスレスアドレッシング 

(9) IP アドレッシング：DHCP、ARP、DNS 

(10) ルーティング：アドレスと経路、ルータ 

(11) ルーティング：デフォルトゲートウェイ、ルーティング 

(12) ルーティング：ルーティングプロトコル 

(13) コネクションとポート番号：レイヤー4 の役割と概要 

(14) コネクションとポート番号：コネクションとセグメント、ポート番号 

(15) コネクションとポート番号：UDP、ネットワークアドレス変換 

(16) コネクションとポート番号：NAPT 

 

 



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）                 

基本的なネットワーク知識を習得する。 

 

 

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                                 

3 分間ネットワーク基礎講座 

http://www5e.biglobe.ne.jp/aji/3min/index.html 

 

参考書                                 

特になし 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 

  



科目名 BC 基盤構築演習① 
担当教員 金 峰 

科目の種類 専門 単位区分 選必 単位数 3 

授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 2 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

ブロックチェーンの基盤機能を構築することにより、ブロックチェーンの仕組み理解度を深めるこ

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を基にブロックチェーンの基盤作成は、「BC 制作ゼミ」の基礎になる。 

 

 

 

授業項目                                 

(1) HTTP 通信機能構築 

(2) HTTP 通信機能構築 

(3) HTTP 通信機能構築 

(4) ノード関連機能構築 

(5) ノード関連機能構築 
(6) ノード関連機能構築 

(7) ノード関連機能構築 

(8) 暗号関連機能構築 
(9) 暗号関連機能構築 

(10) 暗号関連機能構築 

(11) 暗号関連機能構築 

(12) 暗号関連機能構築 

(13) マイニング（承認）機能構築 
(14) マイニング（承認）機能構築 

(15) マイニング（承認）機能構築 

(16) マイニング（承認）機能構築 
(17) マイニング（承認）機能構築 



(18) マイニング（承認）機能構築 

(19) 理解度確認プレゼンテーション 

(20) 理解度確認プレゼンテーション 

(21) 理解度確認プレゼンテーション 
(22) 理解度確認プレゼンテーション 

(23) 理解度確認プレゼンテーション 

(24) 理解度確認プレゼンテーション 
 

授業の進め方                                 

授業時間内には講義と演習を行い、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

プレゼンテーションを行う。 

 

 

 

 

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

ブロックチェーンの基盤機能を構築、および仕組みの説明ができること。 

 

 

 

 

 

 

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

プレゼンテーション実施（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                                 



https://qiita.com/hidehiro98/items/841ece65d896aeaa8a2a 

 

 

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 テクノロジー 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース 未来創成情報学科 

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」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 

 



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 LINUX 演習 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 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 未来創成情報学科 

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                                

 

 

備考                                  

 

  



科目名：データサイエンス入門① 
担当教員 御塚 伸也 

科目の種類 専門 単位区分 選択必須 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 2 

学科・コース 未来創成情報学科 

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、データサイエンスに関する初歩的な統計学と機械学習の学習を行う。 

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                  

データサイエンスの基礎技術を習得する。 

その際に必要となる、統計学と機械学習に必要となる基礎を学ぶことで、正しい数理処理の習得を

目指す。 

 

授業項目                                 

(1) 統計学・機械学習の基礎 

1 回目：機械学習 

2 回目：汎化学習と過学習 

3 回目：一時分析 

4 回目：線形回避と会期木 

5 回目：K-平均法、階層的クラスタリング 

6 回目：クラスタリングの最適化 

7 回目：試験 

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）                

K-平均法、階層化クラスタリングなどの主な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 ロボット回路① 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 選必 単位数 3 

授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 2 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

ハードとソフトを自分で１から準備して、仕組みを理解した上でロボット作成を行う。スマートフ

ォンでの遠隔操作、音声認識、合成音声を実施予定。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

1Q ではロボット制御で使用する Python プログラミングの理解を深めるために、ゲーム作成を実施

する。 

 

授業項目                                 

(1) Python の書式確認（Web での一般的な Python 入門を参照） 

(2) Python の書式確認（Web での一般的な Python 入門を参照） 

(3) ゲーム作成①：三目並べ（手動対戦） 

(4) ゲーム作成①：三目並べ（手動対戦） 

(5) ゲーム作成①：三目並べ（手動対戦） 

(6) ゲーム作成①：三目並べ（CPU 対戦 順次置く） 

(7) ゲーム作成①：三目並べ（CPU 対戦 順次置く） 

(8) ゲーム作成①：三目並べ（CPU 対戦 ランダムで置く） 
(9) ゲーム作成①：三目並べ（CPU 対戦 ランダムで置く） 

(10) ゲーム作成①：三目並べ（CPU 対戦 3 個並ぶように置く） 

(11) ゲーム作成①：三目並べ（CPU 対戦 3 個並ぶように置く） 

(12) ゲーム作成②：五目並べ（９×９の盤面へ拡張） 

(13) ゲーム作成②：五目並べ（９×９の盤面へ拡張） 
(14) ゲーム作成②：五目並べ（五目判定にする） 

(15) ゲーム作成②：五目並べ（五目判定にする） 

(16) ゲーム作成②：五目並べ（さらに四目判定を追加する） 
(17) ゲーム作成②：五目並べ（さらに四目判定を追加する） 

(18) ゲーム作成②：五目並べ（さらに三目判定を追加する） 

(19) ゲーム作成②：五目並べ（さらに三目判定を追加する） 

(20) ゲーム作成②：五目並べ（動作確認） 



(21) ゲーム作成③：五目並べゲームの仕上げ（見た目） 
(22) ゲーム作成③：五目並べゲームの仕上げ（音） 
(23) ゲーム作成③：五目並べゲームの仕上げ（タイトル） 

(24) ゲーム作成③：五目並べゲームの仕上げ（仕上げ） 
 

授業の進め方                                 

ロボットプログラムに関する講義と演習を行い、それに応じた課題提出を実施する。ロボットのベ

ースとなるハードとソフトが準備できた後は、各自のアイデアで機能を拡張して、卒業作品として

仕上げる。 

 

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

ハード、ソフトの基本的知識を身に着け、環境によらないプログラミング能力の向上を目指す。 

 

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

課題提出（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（資料を配布する） 

 

参考書                                 

ブルーバックス RaspberryPi で学ぶ電子工作 作って動かしてしくみがわかる 

 

実務経験                                

浜本 征志：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 機械学習基礎 
担当教員 伴 昭彦 

科目の種類 専門 単位区分 選択必須 単位数 3 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 2 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

人工知能の中でも基本となる技術である、機械学習の基礎を学ぶ。 

 

 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

本科目は「データ分析入門」「データサイエンス入門」「統計学」などの科目との関連があるため、当

該科目を履修する場合にはこのカリキュラムを選択することを勧める。 

また、「機械学習アルゴリズム」「機械学習プログラミング」「機械学習演習」の前提となる科目であ

るため、それらを履修する場合は前提科目となる。 

 

 

 

授業項目                                 

(1) 機械学習の基本ワークフロー 

(2) 機械学習の基本ワークフロー 

(3) 機械学習の基本ワークフロー 

(4) データ収集の方法 データの整形方法 

(5) データ収集の方法 データの整形方法 

(6) データ収集の方法 データの整形方法 

(7) モデルの作成と学習 

(8) モデルの作成と学習 

(9) モデルの作成と学習 

(10) テストデータによる予測の検証 学習結果に対する評価基準 

(11) テストデータによる予測の検証 学習結果に対する評価基準 

(12) テストデータによる予測の検証 学習結果に対する評価基準 

(13) ハイパーパラメータとモデルのチューニング 

(14) ハイパーパラメータとモデルのチューニング 



(15) ハイパーパラメータとモデルのチューニング 

(16) 能動学習 

(17) 能動学習 

(18) 能動学習 

(19) 相関と因果 

(20) 相関と因果 

(21) 相関と因果 

(22) フィードバックループ 

(23) フィードバックループ 

(24) フィードバックループ 

 

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）                 

 

 

 

 

 

 

 

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                                 

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                                 

機械学習＆ディープラーニングのしくみと技術がこれ１冊でしっかりわかる教科書 

ISBN-13: 978-4297106409 

 

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 BC 基盤構築演習② 
担当教員 金 峰 

科目の種類 専門 単位区分 選必 単位数 3 

授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 2 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

ブロックチェーンの基盤機能を構築することにより、ブロックチェーンの仕組み理解度を深めるこ

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を基にブロックチェーンの基盤作成は、「BC 制作ゼミ」の基礎になる。 

 

 

 

授業項目                                 

(1) マイニング（承認）機能構築 

(2) マイニング（承認）機能構築  

(3) マイニング（承認）機能構築 

(4) マイニング（承認）機能構築 

(5) コンセンサス（合意）機能構築 
(6) コンセンサス（合意）機能構築 

(7) コンセンサス（合意）機能構築 

(8) コンセンサス（合意）機能構築 
(9) コンセンサス（合意）機能構築 

(10) P2P 通信機能構築 

(11) P2P 通信機能構築 

(12) P2P 通信機能構築 

(13) P2P 通信機能構築 

(14) P2P 通信機能構築 

(15) P2P 通信機能構築 

(16) P2P 通信機能構築 
(17) 理解度確認プレゼンテーション 



(18) 理解度確認プレゼンテーション 

(19) 理解度確認プレゼンテーション 

(20) 理解度確認プレゼンテーション 

(21) 理解度確認プレゼンテーション 
(22) 理解度確認プレゼンテーション 

(23) 理解度確認プレゼンテーション 

(24) 理解度確認プレゼンテーション 
 

授業の進め方                                 

授業時間内には講義と演習を行い、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

プレゼンテーションを行う。 

 

 

 

 

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

ブロックチェーンの基盤機能を構築、および仕組みの説明ができること。 

 

 

 

 

 

 

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

プレゼンテーション実施（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                                 



https://qiita.com/hidehiro98/items/841ece65d896aeaa8a2a 

 

 

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 ストラテジ 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース 未来創成情報学科 

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「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 

 

 

 

授業項目                                 

(1) 企業活動と IT の活用：企業 

(2) 企業活動と IT の活用：経営戦略 

(3) 企業活動と IT の活用：業績の評価 

(4) 企業活動と IT の活用：マーケティング 

(5) 企業活動と IT の活用：分析ツール 

(6) 企業活動と IT の活用：組織 

(7) 企業活動と IT の活用：業務 

(8) 企業活動と IT の活用：情報システムの活用 

(9) 企業活動と IT の活用：効率的な IT 投資 

(10) 企業活動と IT の活用：インターネットの活用 

(11) 企業活動と IT の活用：標準化 

(12) 企業活動と IT の活用：まとめ 

(13) 法務と財務 ：法務 

(14) 法務と財務 ：知的財産権 

(15) 法務と財務 ：財務 

(16) 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                                

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：データサイエンス入門② 
担当教員 御塚 伸也 

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 未来創成情報学科 

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、データサイエンスに関する初歩的な学習を行う。 

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                  

データサイエンスの基礎技術とその考え方を習得する。 

その際に必要となる、統計学と機械学習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                                 

(2) ディープラーニング 

1 回目：単純パーセプトロン 

2 回目：多層パーセプトロン 

3 回目：ディープラーニング 

4~5 回目ディープラーニングと関数 

6 回目：系列予測、画像データと数値 

7 回目：試験 

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）                 



K-平均法、階層化クラスタリングなどの主な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 データベース演習 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 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 未来創成情報学科 

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                                

 

 

備考                                  

 

  



科目名 ロボット回路② 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 選必 単位数 3 

授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 2 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

ハードとソフトを自分で１から準備して、仕組みを理解した上でロボット作成を行う。スマートフ

ォンでの遠隔操作、音声認識、合成音声を実施予定。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

2Q では RaspberryPi を使用したロボットのベース作成と準備を行う。 

 

授業項目                                 

(1) RaspberryPi の組み立てと設定 

(2) RaspberryPi の組み立てと設定 

(3) RaspberryPi の組み立てと設定 

(4) RaspberryPi への VNC 接続 

(5) 制御練習：ツールを使用して（scratch で）LED を光らせる 

(6) 制御練習：ツールを使用して（scratch で）LED を光らせる 

(7) 制御練習：Python プログラムで LED を光らせる 

(8) 制御練習：Python プログラムで LED を光らせる 
(9) 制御練習：ブレッドボード利用 

(10) 制御練習：ブレッドボード利用 

(11) 独立行動できるロボット環境の準備：WiFi 設定、バッテリー接続 

(12) 独立行動できるロボット環境の準備：WiFi 設定、バッテリー接続 

(13) 独立行動できるロボット環境の準備：WiFi 設定、バッテリー接続 
(14) ブラウザを使って GPIO をコントロール（WebOPi） 

(15) ブラウザを使って GPIO をコントロール（WebOPi） 

(16) ブラウザを使って GPIO をコントロール（WebOPi） 
(17) ブラウザでロボット駆動（モーター制御） 

(18) ブラウザでロボット駆動（モーター制御） 

(19) ブラウザでロボット駆動（独立行動できる本体作成） 

(20) ブラウザでロボット駆動（独立行動できる本体作成） 

(21) ブラウザでロボット駆動（独立行動できる本体作成） 



(22) ブラウザでロボット駆動（動作確認） 
(23) ブラウザでロボット駆動（動作確認） 

(24) ブラウザでロボット駆動（動作確認） 
 

授業の進め方                                 

ロボットプログラムに関する講義と演習を行い、それに応じた課題提出を実施する。ロボットのベ

ースとなるハードとソフトが準備できた後は、各自のアイデアで機能を拡張して、卒業作品として

仕上げる。 

 

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

ハード、ソフトの基本的知識を身に着け、環境によらないプログラミング能力の向上を目指す。 

 

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

課題提出（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（資料を配布する） 

 

参考書                                 

ブルーバックス RaspberryPi で学ぶ電子工作 作って動かしてしくみがわかる 

 

実務経験                                

浜本 征志：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 機械学習アルゴリズム 
担当教員 伴 昭彦 

科目の種類 専門 単位区分 選択必須 単位数 3 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 2 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

機械学習におけるアルゴリズムにはどのようなものがあり、どのような場合にどのアルゴリズム

を選択すべきかを学ぶ。 

 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 前提科目として「機械学習基礎」がある。 

本科目は「データ分析入門」「データサイエンス入門」「統計学」などの科目との関連があるため、当

該科目を履修する場合にはこのカリキュラムを選択することを勧める。 

また、「機械学習プログラミング」「機械学習演習」の前提となる科目であるため、それらを履修する

場合は前提科目となる。 

 

授業項目                                 

(1) 機械学習のアルゴリズムとは何か 

(2) 機械学習のアルゴリズムとは何か 

(3) 機械学習のアルゴリズムとは何か 

(4)回帰分析 単回帰 最小二乗法 重回帰 多項式回帰 ロバスト回帰 サポートベクタ－マシン 

(5)回帰分析 単回帰 最小二乗法 重回帰 多項式回帰 ロバスト回帰 サポートベクタ－マシン 

(6)回帰分析 単回帰 最小二乗法 重回帰 多項式回帰 ロバスト回帰 サポートベクタ－マシン 

(7) 決定木 枝の剪定 アンサンブル学習 ランダムフォレスト 勾配ブースティング 

(8) 決定木 枝の剪定 アンサンブル学習 ランダムフォレスト 勾配ブースティング 

(9) 決定木 枝の剪定 アンサンブル学習 ランダムフォレスト 勾配ブースティング 

(10) ロジスティク回帰 ベイジアンモデル 

(11) ロジスティク回帰 ベイジアンモデル 

(12) ロジスティク回帰 ベイジアンモデル 

(13) 時系列分析 状態空間モデル 

(14) 時系列分析 状態空間モデル 

(15) 時系列分析 状態空間モデル 



(16) K-NN 法 K-means 法 

(17) K-NN 法 K-means 法 

(18) K-NN 法 K-means 法 

(19) 次元削減と主成分分析 

(20) 次元削減と主成分分析 

(21) 次元削減と主成分分析 

(22) 最適化と遺伝的アルゴリズム 

(23) 最適化と遺伝的アルゴリズム 

(24) 最適化と遺伝的アルゴリズム 

 

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）                 

機械学習でモデルを作成するにあたり、データに対してどのようなアルゴリズムを適用するべきか

の判断を選択できるようになる。 

 

 

 

 

 

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                                 



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                                 

機械学習＆ディープラーニングのしくみと技術がこれ１冊でしっかりわかる教科書 

ISBN-13: 978-4297106409 

 

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 必須 単位数 1 

授業方法 講義・実習 開講学期 前期 学年 2 

学科・コース 未来創成情報学科 

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                                 

(1) 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                                

 

 

備考                                  

 

 

  



科目名 Java 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 選択必須 単位数 4 

授業方法 講義・実習 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース 未来創成情報学科 

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                                

 

 

備考                                  

特になし 

 

 

  



科目名 プログラミング応用 
担当教員 伴 昭彦 

科目の種類 専門 単位区分 選択必須 単位数 4 

授業方法 講義・実習 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

Python 言語において、統計やデータマイニングなどの学習に必要となるライブラリについての知識

と使い方を学ぶ。 

 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

「プログラミング基礎」を修めておくことが前提となる。 

「Java」との選択となる 

また、本科目は「データ分析入門」「データサイエンス入門」「統計学」「機械学習基礎」「機械学習ア

ルゴリズム」「機械学習プログラミング」「機械学習演習」などの科目との関連があるため、当該科目

を履修する場合にはこのカリキュラムを選択することを勧める。 

 

授業項目                                 

(1) Numpy の活用方法 

(2) Numpy の活用方法 

(3) Numpy の活用方法 

(4) Numpy の活用方法 

(5 Pandas の活用方法 

(6) Pandas の活用方法 

(7) Pandas の活用方法 

(8) Pandas の活用方法 

(9) Matplotlib の活用方法 

(10) Matplotlib の活用方法 

(11) Matplotlib の活用方法 

(12) Matplotlib の活用方法 

(13) Basemap/Seaborn の活用方法 

(14) Basemap/Seaborn の活用方法 

(15) Basemap/Seaborn の活用方法 



(16) Basemap/Seaborn の活用方法 

(17) Scrapy の活用方法 

(18) Scrapy の活用方法 

(19) Scrapy の活用方法 

(20) Scrapy の活用方法 

(21) Scikit-learn の活用方法 

(22) Scikit-learn の活用方法 

(23) Scikit-learn の活用方法 

(24) Scikit-learn の活用方法 

(25) OpenCV(画像処理関連)の活用方法 

(26) OpenCV(画像処理関連)の活用方法 

(27) OpenCV(画像処理関連)の活用方法 

(28) OpenCV(画像処理関連)の活用方法 

(29) まとめ 

(30) まとめ 

(31) まとめ 

(32) まとめ 

 

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）                 

各回において学ぶライブラリの使用方法を学び、具体的に活用するシチュエーションを想定して活

用することができるようになること。 

 

 

 

 

 

 

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

各回の課題提出の内容にて評価 



 

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                                 

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                                 

O'Reilly Japan： 

Python データサイエンスハンドブック (ISBN-13: 978-4873118413)  (1)~(4)(6) 

URL： 

https://doc-ja-scrapy.readthedocs.io/ja/latest/index.html（5） 

 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

特になし 

 

  



科目名 BC 基盤構築演習③ 
担当教員 金 峰 

科目の種類 専門 単位区分 選必 単位数 3 

授業方法 講義・演習 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

ブロックチェーンの基盤機能を構築することにより、ブロックチェーンの仕組み理解度を深めるこ

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を基にブロックチェーンの基盤作成は、「BC 制作ゼミ」の基礎になる。 

 

 

 

授業項目                                 

(1) P2P 通信機能構築 

(2) P2P 通信機能構築 

(3) P2P 通信機能構築 

(4) P2P 通信機能構築 

(5) P2P 通信機能構築 

(6) P2P 通信機能構築 

(7) ノード関連機能構築（P2P） 

(8) ノード関連機能構築（P2P） 

(9) ノード関連機能構築（P2P） 

(10) ノード関連機能構築（P2P） 

(11) ノード関連機能構築（P2P） 

(12) ノード関連機能構築（P2P） 

(13) 暗号関連機能構築（P2P） 

(14) 暗号関連機能構築（P2P） 

(15) 暗号関連機能構築（P2P） 

(16) 暗号関連機能構築（P2P） 

(17) 暗号関連機能構築（P2P） 



(18) 暗号関連機能構築（P2P） 

(19) 理解度確認プレゼンテーション 

(20) 理解度確認プレゼンテーション 

(21) 理解度確認プレゼンテーション 

(22) 理解度確認プレゼンテーション 

(23) 理解度確認プレゼンテーション 

(24) 理解度確認プレゼンテーション 

 

授業の進め方                                 

授業時間内には講義と演習を行い、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

プレゼンテーションを行う。 

 

 

 

 

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

ブロックチェーンの基盤機能を構築、および仕組みの説明ができること。 

 

 

 

 

 

 

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

プレゼンテーション実施（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                                 



https://qiita.com/hidehiro98/items/841ece65d896aeaa8a2a 

 

 

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 マネジメント 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 未来創成情報学科 

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 

 

 

 

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 

 



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 ロボット演習① 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 選必 単位数 3 

授業方法 講義・演習 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

ハードとソフトを自分で１から準備して、仕組みを理解した上でロボット作成を行う。スマートフ

ォンでの遠隔操作、音声認識、合成音声を実施予定。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

3Q では RaspberryPi を使用したロボット作成を行う。 

 

授業項目                                 

(1) ロボットの目を Web カメラで実現：本体へ Web カメラ装着 

(2) ロボットの目を Web カメラで実現：本体へ Web カメラ装着 

(3) ロボットの目を Web カメラで実現：ブラウザへの表示 

(4) ロボットの目を Web カメラで実現：ブラウザへの表示 

(5) ロボットの口をスピーカーで実現：本体へスピーカー装着 

(6) ロボットの口をスピーカーで実現：本体へスピーカー装着 

(7) ロボットの口をスピーカーで実現：OpenJTalk でしゃべらせる 

(8) ロボットの口をスピーカーで実現：OpenJTalk でしゃべらせる 
(9) ロボットの口をスピーカーで実現：ブラウザからの遠隔指示でしゃべらせる 

(10) ロボットの口をスピーカーで実現：ブラウザからの遠隔指示でしゃべらせる 

(11) ロボットの口をスピーカーで実現：ブラウザからの遠隔指示でしゃべらせる 

(12) ロボットの耳をマイクで実現：マイクの認識 

(13) ロボットの耳をマイクで実現：マイクの認識 

(14) ロボットの耳をマイクで実現：Julius を使用した音声認識 

(15) ロボットの耳をマイクで実現：Julius を使用した音声認識 

(16) ロボットの耳をマイクで実現：Julius を使用した音声認識 
(17) ロボットの耳をマイクで実現：Julius を使用した音声認識 

(18) 音声でロボットをコントロール：ここまでの機能を自動起動させる 

(19) 音声でロボットをコントロール：ここまでの機能を自動起動させる 

(20) 音声でロボットをコントロール：既定動作の登録 

(21) 音声でロボットをコントロール：既定動作の登録 



(22) ロボット動作確認 
(23) ロボット動作確認 

(24) ロボット動作確認 
 

授業の進め方                                 

ロボットプログラムに関する講義と演習を行い、それに応じた課題提出を実施する。ロボットのベ

ースとなるハードとソフトが準備できた後は、各自のアイデアで機能を拡張して、卒業作品として

仕上げる。 

 

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

ハード、ソフトの基本的知識を身に着け、環境によらないプログラミング能力の向上を目指す。 

 

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

課題提出（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（資料を配布する） 

 

参考書                                 

ブルーバックス RaspberryPi で学ぶ電子工作 作って動かしてしくみがわかる 

 

実務経験                                

浜本 征志：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 機械学習プログラミング 
担当教員 伴 昭彦 

科目の種類 専門 単位区分 選択必須 単位数 3 

授業方法 講義・実習 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

機械学習におけるアルゴリズムをどのようにプログラムで実装するかを学ぶ。 

使用言語は Python とする 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 前提科目として「機械学習アルゴリズム」がある。 

本科目は「データ分析入門」「データサイエンス入門」「統計学」などの科目との関連があるため、当

該科目を履修する場合にはこのカリキュラムを選択することを勧める。 

また、「機械学習演習」の前提となる科目であるため、それらを履修する場合は前提科目となる。 

 

授業項目                                 

(1)回帰分析 単回帰 最小二乗法 重回帰 多項式回帰 ロバスト回帰 サポートベクタ－マシン 

(2)回帰分析 単回帰 最小二乗法 重回帰 多項式回帰 ロバスト回帰 サポートベクタ－マシン 

(3)回帰分析 単回帰 最小二乗法 重回帰 多項式回帰 ロバスト回帰 サポートベクタ－マシン 

(4) 決定木 枝の剪定 アンサンブル学習 ランダムフォレスト 勾配ブースティング 

(5) 決定木 枝の剪定 アンサンブル学習 ランダムフォレスト 勾配ブースティング 

(6) 決定木 枝の剪定 アンサンブル学習 ランダムフォレスト 勾配ブースティング 

(7) ロジスティク回帰 ベイジアンモデル 

(8) ロジスティク回帰 ベイジアンモデル 

(9) ロジスティク回帰 ベイジアンモデル 

(10) 時系列分析 状態空間モデル 

(11) 時系列分析 状態空間モデル 

(12) 時系列分析 状態空間モデル 

(13) K-NN 法 K-means 法 

(14) K-NN 法 K-means 法 

(15) K-NN 法 K-means 法 

(16) 次元削減と主成分分析 

(17) 次元削減と主成分分析 



(18) 次元削減と主成分分析 

(19) 最適化と遺伝的アルゴリズム 

(20) 最適化と遺伝的アルゴリズム 

(21) 最適化と遺伝的アルゴリズム 

(22) まとめ 

(23) まとめ 

(24) まとめ 

 

授業の進め方                                 

授業時間内には講義と実習を交互に行い、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）                 

機械学習でモデルを作成するにあたり、各種アルゴリズムをどのようにプログラム化すべきかを学

ぶ 

 

 

 

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

各回の課題提出の内容にて評価 

 

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                                 

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                                 

Python による AI プログラミング入門 

ISBN-13: 978-87311-872-7 

 

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：統計学① 
担当教員 御塚 伸也 

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 未来創成情報学科 

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、データサイエンスに関する初歩的な学習を行う。 

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                  

統計学の知識として求められる統計活用力を評価し、認証するための知識を習得します。 

①用語の基礎的な解釈や用語や概念の理解 

②統計の活用（統計的思考） 

③確立と分布に関する理解 

 

授業項目                                 

確率分布 

1 回目：確率変数 

2 回目：離散型確率分布 

3 回目：連続型確率分布 

4 回目：累積分布関数 

5 回目：正規分布 

6 回目：正規分布の値 

7 回目：試験 

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）                 

K-平均法、階層化クラスタリングなどの主な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 BC 基盤構築演習④ 
担当教員 金 峰 

科目の種類 専門 単位区分 選必 単位数 3 

授業方法 講義・演習 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

ブロックチェーンの基盤機能を構築することにより、ブロックチェーンの仕組み理解度を深めるこ

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を基にブロックチェーンの基盤作成は、「BC 制作ゼミ」の基礎になる。 

 

 

 

授業項目                                 

(1) マイニング（承認）機能構築（P2P） 

(2) マイニング（承認）機能構築（P2P） 

(3) マイニング（承認）機能構築（P2P） 

(4) マイニング（承認）機能構築（P2P） 

(5) マイニング（承認）機能構築（P2P） 
(6) マイニング（承認）機能構築（P2P） 

(7) マイニング（承認）機能構築（P2P） 

(8) マイニング（承認）機能構築（P2P） 

(9) コンセンサス（合意）機能構築（P2P） 

(10) コンセンサス（合意）機能構築（P2P） 

(11) コンセンサス（合意）機能構築（P2P） 

(12) コンセンサス（合意）機能構築（P2P） 

(13) コンセンサス（合意）機能構築（P2P） 
(14) コンセンサス（合意）機能構築（P2P） 

(15) コンセンサス（合意）機能構築（P2P） 

(16) コンセンサス（合意）機能構築（P2P） 
(17) 理解度確認プレゼンテーション 



(18) 理解度確認プレゼンテーション 

(19) 理解度確認プレゼンテーション 

(20) 理解度確認プレゼンテーション 

(21) 理解度確認プレゼンテーション 
(22) 理解度確認プレゼンテーション 

(23) 理解度確認プレゼンテーション 

(24) 理解度確認プレゼンテーション 
 

授業の進め方                                 

授業時間内には講義と演習を行い、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

プレゼンテーションを行う。 

 

 

 

 

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

ブロックチェーンの基盤機能を構築、および仕組みの説明ができること。 

 

 

 

 

 

 

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

プレゼンテーション実施（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                                 



https://qiita.com/hidehiro98/items/841ece65d896aeaa8a2a 

 

 

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 総合 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 未来創成情報学科 

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                  

検定試験の全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) ソフトウェア 

(3) コンピュータで扱うデータ 

(4) データベース 

(5) ネットワーク 

(6) セキュリティ 

(7) システムの導入 

(8) システム開発とプロジェクトマネジメント 

(9) 企業活動と IT の活用 

(10) 法務と財務 

(11) 弱点克服 

(12) 弱点克服 

(13) 弱点克服 

(14) 模擬試験 

(15) 模擬試験 

(16) 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 ロボット演習② 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 選必 単位数 3 

授業方法 講義・演習 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

ハードとソフトを自分で１から準備して、仕組みを理解した上でロボット作成を行う。スマートフ

ォンでの遠隔操作、音声認識、合成音声を実施予定。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

4Q ではこれまでの基本構成にオリジナル要素を追加した制作を行う。 

 

授業項目                                 

(1) オリジナル要素の組み込み検討 

(2) オリジナル要素の組み込み検討 

(3) オリジナル要素の組み込み検討 

(4) オリジナル要素の組み込み検討 

(5) オリジナル要素の組み込み検討 

(6) オリジナル要素の組み込み検討 

(7) オリジナル要素の組み込み実施 

(8) オリジナル要素の組み込み実施 
(9) オリジナル要素の組み込み実施 

(10) オリジナル要素の組み込み実施 

(11) オリジナル要素の組み込み実施 

(12) オリジナル要素の組み込み実施 

(13) オリジナル要素の組み込み実施 

(14) オリジナル要素の組み込み実施 

(15) オリジナル要素の組み込み実施 

(16) オリジナル要素の組み込み実施 
(17) オリジナル要素の組み込み実施 

(18) オリジナル要素の組み込み実施 

(19) オリジナル要素の組み込み評価 

(20) オリジナル要素の組み込み評価 

(21) オリジナル要素の組み込み評価 



(22) オリジナル要素の組み込み評価 
(23) オリジナル要素の組み込み評価 

(24) オリジナル要素の組み込み評価 
 

授業の進め方                                 

ロボットプログラムに関する講義と演習を行い、それに応じた課題提出を実施する。ロボットのベ

ースとなるハードとソフトが準備できた後は、各自のアイデアで機能を拡張して、卒業作品として

仕上げる。 

 

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

ハード、ソフトの基本的知識を身に着け、環境によらないプログラミング能力の向上を目指す。 

 

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

課題提出（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（資料を配布する） 

 

参考書                                 

ブルーバックス RaspberryPi で学ぶ電子工作 作って動かしてしくみがわかる 

 

実務経験                                

浜本 征志：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 機械学習演習 
担当教員 伴 昭彦 

科目の種類 専門 単位区分 選択必須 単位数 3 

授業方法 講義・実習 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

機械学習を最初のデータの作成から、最後のモデル構築とチューニングまで一通り演習を通じて

学ぶ。 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 前提科目として「機械学習プログラミング」がある。 

本科目は「データ分析入門」「データサイエンス入門」「統計学」などの科目との関連があるため、当

該科目を履修する場合にはこのカリキュラムを選択することを勧める。 

 

授業項目                                 

(1) 機械学習演習の内容説明及びグループ分け 

(2) 機械学習演習の内容説明及びグループ分け 

(3) 機械学習演習の内容説明及びグループ分け 

(4) 課題決定及び、アルゴリズム選定 

(5) 課題決定及び、アルゴリズム選定 

(6) 課題決定及び、アルゴリズム選定 

(7) データ作成、整形作業 

(8) データ作成、整形作業 

(9) データ作成、整形作業 

(10) モデルの学習 

(11) モデルの学習 

(12) モデルの学習 

(13) 検証及び評価 

(14) 検証及び評価 

(15) 検証及び評価 

(16) チューニング 

(17) チューニング 

(18) チューニング 



(19) 資料作成 

(20) 資料作成 

(21) 資料作成 

(22) 発表 

(23) 発表 

(24) 発表 

 

授業の進め方                                 

作業計画に従って作業を実施、提出締切に合うように成果物を作成し提出すること 

 

 

 

 

 

 

 

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

課題に沿って適切なアルゴリズムの選定及び、分析、データの作成が出来るようになる。 

また、簡易なチューニングの仕方を学ぶ 

 

 

 

 

 

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

成果物（50％）、取り組む姿勢（50%） 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                        

必要に応じて、データの収集、作成、分析などは授業時間外においても作業を行う必要がある。 

 

教科書                                 

特になし 

 



参考書                                 

特になし 

 

 

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：統計学② 
担当教員 御塚 伸也 

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 未来創成情報学科 

授業概要                                 

IT 社会の進歩とともに、データ分析のために統計的手法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、手法だけではなくその理論的背景を説明することで、理論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                  

統計学の知識として求められる統計活用力を評価し、認証するための知識を習得します。 

①用語の基礎的な解釈や用語や概念の理解 

②統計の活用（統計的思考） 

 

授業項目                                 

1 回目：チェビシェフの不等式と大数の法則 

2 回目：2 変数の離散型確率分布 

3 回目：X，Y の 1 次式の期待値・分散 

4～5 回目：2 変数の連続型確率分布 

・確率変数の独立 

・確率変数の変換 

6 回目：積率母関数 

7 回目：試験 

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）                 

 

 

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 制作ゼミ 
担当教員 伴 昭彦 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 16 

授業方法 演習 開講学期 通年 学年 3 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

この講義では、卒業研究制作のため AI 制作を行うことを目標にします。 

序盤は、研究の位置付け・先行研究と自分の研究の比較などを通して、研究の方向性を定めていき

ます。 

中盤では制作計画（スケジュール）を立て、それに伴ってデータの作成、分析及び設計、制作を行い

ます。終盤には制作物に関する最終レビューを行い、それを研究発表資料にまとめる作業を行いま

す。 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

本科目は「AI ゼミ」を選択している学生の卒業ゼミとなる。 

 

 

 

授業項目                                 

(1) １Q：研究の位置付け(1) 

(2) １Q：研究の位置付け(2) 

(3) １Q：研究の位置付け(3) 

(4) １Q：研究の位置付け(4) 

(5) １Q：研究の位置付け(5) 

(6) １Q：研究の位置付け(6) 

(7) １Q：研究の位置付け(7) 

(8) １Q：研究の方向性決定 

(9) ２Q：制作計画策定(1) 

(10) ２Q：制作計画策定(2) 

(11) ２Q：制作計画策定(3) 

(12) ２Q：制作計画策定(4) 

(13) ２Q：データ作成・分析・設計(1) 

(14) ２Q：データ作成・分析・設計(2) 

(15) ２Q：データ作成・分析・設計(3) 

(16) ２Q：設計レビュー 

(17) ３Q：方向性の再確認・再設計(1) 

(18) ３Q：方向性の再確認・再設計(2) 

(19) ３Q：研究制作(1) 

(20) ３Q：研究制作(2) 

(21) ３Q：研究制作(3) 

(22) ３Q：研究制作(4) 

(23) ３Q：研究制作(5) 

(24) ３Q：研究制作物中間レビュー 

(25) ４Q：研究制作ブラッシュアップ(1) 

(26) ４Q：研究制作ブラッシュアップ(2) 

(27) ４Q：研究制作ブラッシュアップ(3) 

(28) ４Q：研究制作ブラッシュアップ(4) 

(29) ４Q：研究制作最終レビュー 

(30) ４Q：研究制作発表資料作成(1) 

(31) ４Q：研究制作発表資料作成(2) 

(32) ４Q：研究発表 



授業の進め方                                

作業計画に従って、データ収集・データ作成、分析などを各自行い、提出締切に合うように成果物を

作成すること。 

通年で数回、途中提出を求める。この際には、定められたスケジュールに従い成果物を作成して提

出し、レビューの内容に従って次の工程、もしくは修正を行うこと。  

 

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

３年時迄に培った技術の全てを活用し、AI モデルの制作を行い、その精度を高める。 

 

 

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

成果物（50％）、取り組む姿勢（50%） 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                        

必要に応じて、データの収集、作成、分析などは授業時間外においても作業を行う必要がある。 

 

教科書                                 

特になし 

 

参考書                                 

特になし 

 

 

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 BC 制作ゼミ 
担当教員 金 峰 

科目の種類 専門 単位区分 選必 単位数 16 

授業方法 講義・演習 開講学期 通年 学年 3 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

ブロックチェーンの基盤機能を活用し、ブロックチェーンアプリケーションを作成すること。 

 

 

 

 

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基盤環境を基に、ブロックチェーンアプリケーションを開発する。 

 

 

 

 

授業項目                                 

(1) １Q:ゼミテーマ決定 

(2) １Q:ゼミテーマ決定 

(3) １Q:仕様書作成 

(4) １Q:仕様書作成（レビュー） 

(5) １Q:設計書作成 
(6) １Q:設計書作成 

(7) １Q:設計書作成（レビュー） 

(8) １Q:設計書作成（レビュー） 

(9) 2Q:プラットフォーム実装 
(10) 2Q:プラットフォーム実装 
(11) 2Q:プラットフォーム実装 
(12) 2Q:プラットフォーム実装 
(13) 2Q:プラットフォーム実装（レビュー） 
(14) 2Q:プラットフォーム実装（レビュー） 
(15) 2Q:アプリケーション実装 
(16) 2Q:アプリケーション実装 



(17) 3Q:アプリケーション実装 
(18) 3Q:アプリケーション実装 
(19) 3Q:アプリケーション実装 
(20) 3Q:アプリケーション実装 
(21) 3Q:アプリケーション実装 
(22) 3Q:アプリケーション実装 
(23) 3Q:アプリケーション実装（レビュー） 
(24) 3Q:アプリケーション実装（レビュー） 
(25) 4Q:テスト項目作成 
(26) 4Q:テスト項目作成 
(27) 4Q:テスト項目作成（レビュー） 
(28) 4Q:テスト項目実施 
(29) 4Q:テスト項目実施 
(30) 4Q:最終報告 
(31) 4Q:最終報告 
(32) 4Q:最終報告 
 

授業の進め方                                 

各フェーズでレビューを行い、適宜問題点等の指摘、修正を行い各フェーズの成果物を作成、品質

の管理を合わせて行う。 

 

 

 

 

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

一定の条件をクリアした成果物を納品できること。 

 

 

 

 

 

 

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

成果物の点数（80%）、出席率および課題提出状況等（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                                

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 ロボット制作ゼミ 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 選必 単位数 16 

授業方法 講義・演習 開講学期 通年 学年 3 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

2 年次ゼミで実施した内容を踏まえて、RaspberryPi を使用したオリジナルロボットの制作を行う。 

また ROS についての学習を行う。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

オリジナルロボット制作のアイデアや手段の幅を広げるために、ロボット用ミドルウエア「ROS」（ロ

ス）についての知識を身に着ける。 

 

授業項目                                 

(1) Ubuntu のインストール 

(2) Ubuntu のインストール 

(3) Git／GitHub でのソフトウェアの管理 

(4) Git／GitHub でのソフトウェアの管理 

(5) ROS 基礎：ROS の使い方 
(6) ROS 基礎：ノードの作成 

(7) ROS 基礎：モータの制御 

(8) ROS 基礎：サービス、アクションサーバの実装 

(9) ROS 基礎：ロボットを走らせる 
(10) ROS 応用編：USB カメラを使った顔認識 
(11) ROS 応用編：USB カメラを使った顔認識 
(12) ROS 応用編：音声認識ソフトを使った音声制御 
(13) ROS 応用編：音声認識ソフトを使った音声制御 
(14) オリジナル制作の検討 
(15) オリジナル制作の検討 
(16) オリジナル制作の検討 
(17) オリジナル制作の設計書作成とレビュー 
(18) オリジナル制作の設計書作成とレビュー 
(19) オリジナル制作の設計書作成とレビュー 

(20) 制作実施 



(21) 制作実施 
(22) 制作実施 
(23) 制作実施 
(24) 制作実施 
(25) 制作実施 
(26) 制作実施 
(27) 制作実施 
(28) 制作実施 
(29) 評価 
(30) 評価 
(31) 評価 

(32) 評価 

 

授業の進め方                                 

ROS の知識を学び、RaspberryPi を使用したロボット制作の幅を広げる。その上で各自オリジナル

の利用シーンを想定した作品の完成を目指す。 

 

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

一定の条件をクリアした成果物を納品できること。 

 

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

成果物の点数（80%）、出席率および課題提出状況等（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                                 

ROS に必要な知識の資料を配布する 

 

参考書                                 

Raspberry Pi で学ぶ ROS ロボット入門 

 



実務経験                                

浜本 征二：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 AP テクノロジー 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 3 

学科・コース 未来創成情報学科 

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応用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」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 

 



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）                 

情報処理技術者の応用的な知識を身につける 

応用情報技術者試験 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：データサイエンス理論① 
担当教員 御塚 伸也 

科目の種類 専門 単位区分 選択必須 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 3 

学科・コース 未来創成情報学科 

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、データサイエンスに関する初歩的な微分積分の学習を行う。 

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                  

データサイエンスの基礎技術を習得する。 

その際に必要となる、統計学と機械学習に使用する微分積分を学ぶことで、正しい数理処理の習得

を目指す。 

 

授業項目                                 

(1) １変換関数の微積分 

1 回目：和と積 

2 回目：順列・組み合わせと 2 項定理・多項定理 

3 回目：極限・微分 

4 回目：関数の極値・展開 

5 回目：不定積分/定積分 

6 回目：数値積分 

7 回目：広義積分 

8 回目：試験、試験開設 

 

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）                 

線形代数の行列・行列式・連立一次方程式に関して理解ができること。 

 

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：データサイエンス理論① 
担当教員 御塚 伸也 

科目の種類 専門 単位区分 選択必須 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 3 

学科・コース 未来創成情報学科 

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、データサイエンスに関する初歩的な微分積分の学習を行う。 

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                  

データサイエンスの基礎技術を習得する。 

その際に必要となる、統計学と機械学習に使用する微分積分を学ぶことで、正しい数理処理の習得

を目指す。 

 

授業項目                                 

(2) １変換関数の微積分 

1 回目：和と積 

2 回目：順列・組み合わせと 2 項定理・多項定理 

3 回目：極限・微分 

4 回目：関数の極値・展開 

5 回目：不定積分/定積分 

6 回目：数値積分 

7 回目：広義積分 

8 回目：試験、試験開設 

 

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）                 

線形代数の行列・行列式・連立一次方程式に関して理解ができること。 

 

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 AP ストラテジ 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 3 

学科・コース 未来創成情報学科 

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応用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「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 

 

 

 

授業項目                                 

(1) 企業活動と IT の活用：企業 

(2) 企業活動と IT の活用：経営戦略 

(3) 企業活動と IT の活用：業績の評価 

(4) 企業活動と IT の活用：マーケティング 

(5) 企業活動と IT の活用：分析ツール 

(6) 企業活動と IT の活用：組織 

(7) 企業活動と IT の活用：業務 

(8) 企業活動と IT の活用：情報システムの活用 

(9) 企業活動と IT の活用：効率的な IT 投資 

(10) 企業活動と IT の活用：インターネットの活用 

(11) 企業活動と IT の活用：標準化 

(12) 企業活動と IT の活用：まとめ 

(13) 法務と財務 ：法務 

(14) 法務と財務 ：知的財産権 

(15) 法務と財務 ：財務 

(16) 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）                 

情報処理技術者の応用的な知識を身につける 

応用情報技術者試験 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：データサイエンス理論② 
担当教員 御塚 伸也 

科目の種類 専門 単位区分 選択必須 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 3 

学科・コース 未来創成情報学科 

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、データサイエンスに関する微分積分とベクトル及び多変数関数などの学習を行う。 

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                  

データサイエンスの基礎技術を習得する。 

その際に必要となる、微分積分やベクトルなどを学ぶことで、正しい数理処理の習得を目指す。 

 

授業項目                                 

(1) 線形代数 

1 回目：ベクトルと行列の加減・積、行列の基本変形 

2 回目：部分ベクトル空間、行列式 

3 回目：射影と射影行列、固有値と固有ベクトル 

4 回目：対称行列の固有値と固有ベクトル 

(2) 多変数関数の微積分 

5 回目：偏微分と微分 

6 回目：ベクトル微分と条件付き極値問題、平均ベクトル 

7 回目：試験 

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）                 

微分と積分の理解と多変数関数の微積分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 AP マネジメント 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 3 

学科・コース 未来創成情報学科 

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応用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 

 

 

 

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 

 



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）                 

情報処理技術者の応用的な知識を身につける 

応用情報技術者試験 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：データマイニング① 
担当教員 御塚 伸也 

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 3 

学科・コース 未来創成情報学科 

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、データサイエンスに関する初歩的な学習を行う。 

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                  

データサイエンスの基礎技術を習得する。 

その際に必要となる、統計学と機械学習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                                 

(1) データマイニングとその周辺 

1 回目：テキストマイニング，グラフマイニング，Web マイニング 

2 回目：統計，機械学習とデータマイニング 

(2) データの形式，事前処理，俯瞰 

3 回目：データマイニングの事前処理 

4 回目：データの俯瞰 

(3) データマイニングの手法 

5 回目：確率指向マイニング、ルール指向マイニング、関数指向マイニング 

6 回目：クラスタリング 

7 回目：試験 

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）                 

線形代数の行列・行列式・連立一次方程式に関する理解ができること。 

 

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 AP 総合 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 3 

学科・コース 未来創成情報学科 

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応用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                  

検定試験の全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) ソフトウェア 

(3) コンピュータで扱うデータ 

(4) データベース 

(5) ネットワーク 

(6) セキュリティ 

(7) システムの導入 

(8) システム開発とプロジェクトマネジメント 

(9) 企業活動と IT の活用 

(10) 法務と財務 

(11) 弱点克服 

(12) 弱点克服 

(13) 弱点克服 

(14) 模擬試験 

(15) 模擬試験 

(16) 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）                 

情報処理技術者の応用的な知識を身につける 

応用情報技術者試験 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：データマイニング② 
担当教員 御塚 伸也 

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 3 

学科・コース 未来創成情報学科 

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、データサイエンスに関する初歩的な学習を行う。 

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                  

データサイエンスの基礎技術を習得する。 

その際に必要となる、統計学と機械学習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                                 

(1) 決定木回帰木 

1 回目：決定木・回帰木の分割テストと構築手法 

2 回目：多変量分割テスト 

(2) データマイニング手法の評価 

3 回目：評価方法の概要 

4 回目：分類率 

(3) データマイニングの実践例 

5 回目：2 次元の領域分割 

6 回目：センサ情報からのデータマイニング 

7 回目：試験 

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）                 

線形代数の行列・行列式・連立一次方程式に関する理解ができること。 

 

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  未来創成研究ゼミ 
担当教員 西田 政幸 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 16 

授業方法 演習 開講学期 通期 学年 4 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

この講義では、卒業研究制作を仕上げることを目標にします。 

序盤は、研究の位置付け・先行研究と自分の研究の比較などを通して、研究の方向性を定めていき

ます。 

中盤では制作計画（スケジュール）を立て、それに伴ってデータの作成、分析及び設計を行います。 

終盤には制作物に関する最終レビューを行い、それを研究発表資料にまとめる作業を行います。 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 4 年における、今まで培ってきた技術、知識から、自分自身で研究テーマを策定し、制作を行う科

目となります。 

 

 

 

授業項目                                 

(1) １Q：研究の位置付け(1) 

(2) １Q：研究の位置付け(2) 

(3) １Q：研究の位置付け(3) 

(4) １Q：研究の位置付け(4) 

(5) １Q：研究の位置付け(5) 

(6) １Q：研究の位置付け(6) 

(7) １Q：研究の位置付け(7) 

(8) １Q：研究の方向性決定 

(9) ２Q：制作計画策定(1) 

(10) ２Q：制作計画策定(2) 

(11) ２Q：制作計画策定(3) 

(12) ２Q：制作計画策定(4) 

(13) ２Q：データ作成・分析・設計(1) 

(14) ２Q：データ作成・分析・設計(2) 

(15) ２Q：データ作成・分析・設計(3) 

(16) ２Q：設計レビュー 

(17) ３Q：方向性の再確認・再設計(1) 

(18) ３Q：方向性の再確認・再設計(2) 

(19) ３Q：研究制作(1) 

(20) ３Q：研究制作(2) 

(21) ３Q：研究制作(3) 

(22) ３Q：研究制作(4) 

(23) ３Q：研究制作(5) 

(24) ３Q：研究制作物中間レビュー 

(25) ４Q：研究制作ブラッシュアップ(1) 

(26) ４Q：研究制作ブラッシュアップ(2) 

(27) ４Q：研究制作ブラッシュアップ(3) 

(28) ４Q：研究制作ブラッシュアップ(4) 

(29) ４Q：研究制作最終レビュー 

(30) ４Q：研究制作発表資料作成(1) 

(31) ４Q：研究制作発表資料作成(2) 

(32) ４Q：研究発表 



授業の進め方                                 

作業計画に従って、データ収集・データ作成、分析などを各自行い、提出締切に合うように成果物を

作成すること。 

通年で数回、途中提出を求める。この際には、定められたスケジュールに従い成果物を作成して提

出し、レビューの内容に従って次の工程、もしくは修正を行うこと。  

 

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

4 年時迄に培った技術の全てを活用し、また今までに得た見地から考える新しいサービスやシステ

ムによって問題を解決、または新しいビジネスモデルの作成を行う。 

 

 

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

成果物（50％）、取り組む姿勢（50%） 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                        

必要に応じて、データの収集、作成、分析などは授業時間外においても作業を行う必要がある。 

 

教科書                                 

特になし 

 

参考書                                 

特になし 

 

 

実務経験                                

西田 政幸：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 高度テクノロジー 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 4 

学科・コース 未来創成情報学科 

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応用情報技術者試験の上位資格を取得するため

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」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 

 



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）                 

情報処理技術者の応用的な知識を身につける 

応用情報技術者試験の上位資格 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 高度ストラテジ 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 4 

学科・コース 未来創成情報学科 

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応用情報技術者試験の上位資格を取得するため

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「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 

 

 

 

授業項目                                 

(1) 企業活動と IT の活用：企業 

(2) 企業活動と IT の活用：経営戦略 

(3) 企業活動と IT の活用：業績の評価 

(4) 企業活動と IT の活用：マーケティング 

(5) 企業活動と IT の活用：分析ツール 

(6) 企業活動と IT の活用：組織 

(7) 企業活動と IT の活用：業務 

(8) 企業活動と IT の活用：情報システムの活用 

(9) 企業活動と IT の活用：効率的な IT 投資 

(10) 企業活動と IT の活用：インターネットの活用 

(11) 企業活動と IT の活用：標準化 

(12) 企業活動と IT の活用：まとめ 

(13) 法務と財務 ：法務 

(14) 法務と財務 ：知的財産権 

(15) 法務と財務 ：財務 

(16) 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）                 

情報処理技術者の応用的な知識を身につける 

応用情報技術者試験の上位資格 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：デザイン思考 
担当教員 御塚 伸也 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 4 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

近年「デザイン思考」による商品・サービス開発が注目されている。なかでも過去数十年来開発手法

が変わらなかったシステム開発現場においても、その適用が始まりつつある。開発プロセス、工期、

コストにおいて従来とは全く異なる効果を生み出している。 

本講義ではデザイン思考が IT 産業における構造変化をもたらす可能性を考察する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

様々なシステムデザインを参考にして、設計者がどのような意図で設計したのか、ブレンストーミ

ング形式で講義を行う 

 

授業項目                                 

1 回目～5 回目：実システムの構成などを、自分なりに設計思想を推測し意見を出し合う。 

6 回目～7 回目：システムの要件を提示し、自分なりにどのような設計にするのか考察を行う。 

8 回目：設計したシステムについて発表を行い意見の交換を行う。 

授業の進め方                                 

プリントによる講義形式でおこない、最終的にはプレゼン資料の作成を行う。 

最終授業の際には発表を行う。 

 

授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）               

講師が提示するシステムの要件について、自分なりに設計思想を考えることができるようになるこ

と 
 

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

プレゼン資料の点数（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 高度マネジメント 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 4 

学科・コース 未来創成情報学科 

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応用情報技術者試験の上位資格を取得するため

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 

 

 

 

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 

 



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）                 

情報処理技術者の応用的な知識を身につける 

応用情報技術者試験の上位資格 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：ビジネスモデル 
担当教員 御塚 伸也 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 4 

学科・コース 未来創成情報学科 

授業概要                                 

ビジネスモデルは、IT（情報通信技術）の発展によって、コンピューターやインターネットを組み

合わせることで、より差別化（特許化）を推進することから注目されている。 

本講義では、「利益を生み出すビジネスのやり方の雛型」を事例の講義と各自の意見をブレーンスト

ーミング形式で考察を行う。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

様々なシビジネスモデルを参考にして、ごのような意図で考えたのか、どうやって利益を出すのか

など、ブレンストーミング形式で講義を行う 

 

授業項目                                 

1 回目～4 回目：実際のビジネスモデルを参考に、自分なりに意図を推測し意見を出し合う。 

5 回目～7 回目：要件（条件）を提示し、自分なりにどのような設計にするのか考察を行う。 

8 回目：設計したシステムについて発表を行い意見の交換を行う。 

 

授業の進め方                                 

プリントによる講義形式でおこない、最終的にはプレゼン資料の作成を行う。 

最終授業の際には発表を行う。 

 

 

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

講師が提示するシ条件について、自分なりに経済などの条件を考察しビジネスモデルを考えること

ができるようになること 

 

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

プレゼン資料の点数（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                                 

特になし。 

 

参考書                                 

なし 

 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 

 

  



科目名 高度総合 
担当教員 浜本 征志 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 4 

学科・コース 未来創成情報学科 

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応用情報技術者試験の上位資格を取得するため

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                  

検定試験の全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) ソフトウェア 

(3) コンピュータで扱うデータ 

(4) データベース 

(5) ネットワーク 

(6) セキュリティ 

(7) システムの導入 

(8) システム開発とプロジェクトマネジメント 

(9) 企業活動と IT の活用 

(10) 法務と財務 

(11) 弱点克服 

(12) 弱点克服 

(13) 弱点克服 

(14) 模擬試験 

(15) 模擬試験 

(16) 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）                 

情報処理技術者の応用的な知識を身につける 

応用情報技術者試験の上位資格 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                                  

 

 


