
科目名 情報社会学 

担当教員 小野 浩一 

科目の種類 一般 単位区分 必須 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース スポーツテクノロジー 

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 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

なし 

 

 

実務経験                                

 

 

 

備考                                  

 

  



科目名 ビジネスマナー① 

担当教員 宮本 賀世子 

科目の種類 一般 単位区分 必須 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

ビジネス能力検定 3 級の出題区分の『キャリアと仕事へのアプローチ』、『仕事の基本となる 8 つの

意識』、『コミュニケーションとビジネスマナーの基本』の内容について学習する 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

ビジネス能力検定 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(1) キャリアと仕事へのアプローチ 

・キャリアとは仕事へのアプローチ 

・将来の自分、数年先の自分 

・仕事への取り組み方 

・仕事には責任がともなう 

・仕事とストレス 

(2) 仕事の基本となる 8 つの意識 

・組織人としての重要な心構え 

・「お客さま第一」を貫く（顧客意識） 

・仕事の要求条件を確認する（品質意識） 

・仕事の納期管理は信頼の源（納期意識） 

・最小のコストで最大の成果をねらう（コスト意識） 

(3) 仕事の基本となる 8 つの意識 

・全体の利益のために協力する（協調意識） 

・ゴールを設定して仕事に取り組む（目標意識） 

・迅速な仕事と合理的なタイムマネジメント（時間意識） 

・ムダ、ムラ、ムリを取り除く（改善意識） 

・効率的、合理的な仕事の進め方 

・変化への機敏な対応 

(4) コミュニケーションとビジネスマナーの基本 

・身だしなみの基本はオーソドックスなもの 



・ビジネスウェアの基本はスーツ（男性編） 

・ビジネスウェアの基本はスーツ（女性編） 

(5) コミュニケーションとビジネスマナーの基本 

・良好な人間関係と円滑なコミュニケーション 

・チームワークの重要性 

・職場内のコミュニケーションを深める 

・上司と先輩には敬意をはらって接する 

・同僚とはよい意味でのライバル 

(6) コミュニケーションとビジネスマナーの基本 

・つねに肯定的なものの考え方を 

・出社から退社までの基本ルール 

・執務中の態度や行動 

(7) コミュニケーションとビジネスマナーの基本 

・あいさつは笑顔を忘れず、ことばははっきりと 

・あいさつにともなうことばは、ふさわしいものを 

・おじぎは心を込めて美しい動作を行う 

・おじぎは会釈、敬礼、最敬礼がある 

(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）                                 

ビジネス能力検定 3 級の出題区分の『キャリアと仕事へのアプローチ』、『仕事の基本となる 8 つの

意識』、『コミュニケーションとビジネスマナーの基本』の内容に関して約 8 割の内容が理解出来て

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%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

 



参考書                                 

要点と演習 ビジネス能力検定 ジョブパス３級 実教出版 

 

実務経験                                

 

備考                                  

 

 

  



科目名 ビジネスマナー② 

担当教員 宮本 賀世子 

科目の種類 一般 単位区分 必須 単位数 1 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

ビジネス能力検定 3 級の出題区分の『指示の受け方と報告・連絡・相談』、『ビジネスにふさわしい

話し方と聞き方』、『来客応対と訪問の基本マナー』の内容について学習する 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

ビジネス能力検定 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(8) 指示の受け方と報告・連絡・相談 

・話を聞くためのポイント 

・指示の受け方 

・上司からの指示は内容をよく把握して 

・報告は迅速、正確に 

・中間報告と連絡 

(9) 指示の受け方と報告・連絡・相談 

・上司や先輩の知識を引き出す相談 

・指示が重なったときなどの対応 

・連絡と相談 

・忠告の受け方 

・肯定的表現をする 

(10) ビジネスにふさわしい話し方と聞き方 

・印象のよい話し方 

・上手な話と下手な話 

・話し方の基本姿勢 

・わかりやすい話し方のポイント 

(11) ビジネスにふさわしい話し方と聞き方 

・感じのよいことばづかい 

・きれいな声の出し方と発音 

・新入社員はまず自己紹介のしかたから 



・スピーチをするときは準備を 

(12) ビジネスにふさわしい話し方と聞き方 

・ビジネスの場にふさわしいことば 

・気をつけたいことば 

・尊敬語、謙譲語、丁寧語を正しく使い分ける 

・尊敬語と謙譲語の使い方がポイント 

(13) 来客応対と訪問の基本マナー 

・受付、接客時のことばづかい 

・来客には誠意をもって接する 

・来客の出迎えから見送りまで礼儀正しく 

・名刺交換のしかた 

・面談の基本マナー 

・紹介するときは下位者、身内の者を先に 

(14) 来客応対と訪問の基本マナー 

・訪問の基本マナー 

・出張による取引先訪問にはスケジュールづくりを 

・取引先を招待するときの心得は 

・招待に応じるときは、会社の一員としての自覚を 

・外国人の招待は相手の国の習慣を尊重する 

・会食マナー 

(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）                                 

ビジネス能力検定 3 級の出題区分の『指示の受け方と報告・連絡・相談』、『ビジネスにふさわしい

話し方と聞き方』、『来客応対と訪問の基本マナー』の内容に関して約 8 割の内容が理解出来ている

事。 

 

 

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

定期考査の点数（80%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 



なし 

 

参考書                                 

要点と演習 ビジネス能力検定 ジョブパス３級 実教出版 

 

実務経験                                

 

備考                                  

 

  



科目名 ビジネスマナー③ 

担当教員 宮本 賀世子 

科目の種類 一般 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 スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

ビジネス能力検定 3 級の出題区分の『仕事への取り組み方・進め方』、『ビジネス文書の基本』、『電

話応対』の内容について学習する 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

ビジネス能力検定 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(15) 仕事への取り組み方・進め方 

・仕事は正確かつ計画的に 

・1 日の仕事は計画表に従って進める 

・仕事のマニュアル化とマニュアル化の意味 

・手帳はスケジュール管理に不可欠なツール 

・仕事は効率を考えて処理する 

・仕事の効率をあげるための身辺整理法 

(16) ビジネス文書の基本 

・ビジネス活動に欠かすことのできないビジネス文書 

・ビジネス文書を作成する際のポイント 

・社内文書の特色と役割とは 

・日常勤務に関する届や身上の届は書式に従う 

(17) ビジネス文書の基本 

・伝達文書は社内文書のなかでも重要な役割が 

・職種や状況に応じて各種の報告書を作成 

・伺いや願いを伝える文書もある 

・文書の種類によって書き方のポイントがちがう 

(18) ビジネス文書の基本 

・会社を代表して書いているという自覚を 

・社外文書として社交、礼儀の文書がある 

・業務、取引関係の文書は正確に 



・社外文書の形式 

(19) ビジネス文書の基本 

・頭語と結語は対応する 

・時候のあいさつで季節感を添える 

・前文、末文のあいさつは内容にふさわしいものを 

・封筒や便箋の書き方、使い方と郵便以外の配送、通信サービス 

(20) ビジネス文書の基本 

・パソコンは日常業務に不可欠なツール 

・ネットワークと電子メールの活用 

・パソコン使用上のルール 

・電子メールの書き方 

(21) 冠婚葬祭のマナー 

・慶事と弔事 

・祝儀袋や不祝儀袋の書き方 

・贈り物をするときは目的をはっきりさせて 

 (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）                                 

ビジネス能力検定 3 級の出題区分の『仕事への取り組み方・進め方』、『ビジネス文書の基本』、『電

話応対』の内容に関して約 8 割の内容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%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

要点と演習 ビジネス能力検定 ジョブパス３級 実教出版 



 

実務経験                                

 

備考                                  

 

 

 

  



科目名 ビジネスマナー④ 

担当教員 宮本 賀世子 

科目の種類 一般 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 スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

ビジネス能力検定 3 級の出題区分の『統計・データの読み方、まとめ方』、『情報の収取とメディア

の活用』、『会社を取り巻く環境と経済の基本』の内容について学習する 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

ビジネス能力検定 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(22) 統計・データの読み方、まとめ方 

・数値の把握の大切さ 

・表とグラフの役割と重要性 

・表の特徴と形式 

(23) 統計・データの読み方、まとめ方 

・表の作成の手順 

・表を読むための基礎知識 

・表と計数処理 

(24) 統計・データの読み方、まとめ方 

・棒グラフの特色と見方、書き方を学ぶ 

・折れ線グラフの特色と見方、書き方を学ぶ 

・円グラフの特色と見方、書き方を学ぶ 

(25) 統計・データの読み方、まとめ方 

・帯グラフの特色と見方、書き方を学ぶ 

・グラフを読むための基礎知識 

(26) 情報の収取とメディアの活用 

・新聞には必ず目を通し、効果的な活用を 

・紙面構成を知って効率のよい読み方を 

・マス、メディアを利用した情報の収集 

(27) 情報の収取とメディアの活用 

・インターネットの利用も 



・メディアを使い分ける 

・新聞記事の読み方 

(28) 会社を取り巻く環境と経済の基本 

・会社には３つの大きな特徴がある 

・売上と利益 

・経理に関する基礎知識 

 (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）                                 

ビジネス能力検定 3 級の出題区分の『統計・データの読み方、まとめ方』、『情報の収取とメディア

の活用』、『会社を取り巻く環境と経済の基本』の内容に関して約 8 割の内容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%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

要点と演習 ビジネス能力検定 ジョブパス３級 実教出版 

 

実務経験                                

 

備考                                  

 

  



科目名 モチベーションマネージメント 

担当教員 宮本 賀世子 

科目の種類 一般 単位区分 必須 単位数 4 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

本授業では、モチベーションを自らコントロール出来る方法を理解し、学校生活やプライベートで

実践出来る力を身に付ける。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

ビジネス能力検定 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

        

(1)  セルフマネジメントの方法とその手法Ⅰ 

(2)  セルフマネジメントの方法とその手法Ⅱ 

(3)  アンガーマネジメントの意味とコントロールⅠ 

(4)  アンガーマネジメントの意味とコントロールⅡ 

(5)  アンガーマネジメントの意味とコントロールⅢ 

(6)  モチベーションの必要性Ⅰ 

(7)  モチベーションの必要性Ⅱ 

(8)  モチベーションの必要性Ⅲ 

(9)  モチベーションの必要性Ⅳ 

(10) モチベーションの必要性Ⅴ 

(11) 個人と団体Ⅰ 

(12) 個人と団体Ⅱ 

(13) 個人と団体Ⅲ 

(14) 個人と団体Ⅳ 

(15) 個人と団体Ⅴ 

(16)  思考力のコントロールⅠ 

(17)  思考力のコントロールⅡ 

(18)  思考力のコントロールⅢ 

(19)  思考力のコントロールⅣ 

(20)  思考力のコントロールⅤ 



 

・組織人としての重要な心構え 

・「お客さま第一」を貫く（顧客意識） 

・仕事の要求条件を確認する（品質意識） 

・仕事の納期管理は信頼の源（納期意識） 

・最小のコストで最大の成果をねらう（コスト意識） 

(29) 仕事の基本となる 8 つの意識 

・全体の利益のために協力する（協調意識） 

・ゴールを設定して仕事に取り組む（目標意識） 

・迅速な仕事と合理的なタイムマネジメント（時間意識） 

・ムダ、ムラ、ムリを取り除く（改善意識） 

・効率的、合理的な仕事の進め方 

・変化への機敏な対応 

(30) コミュニケーションとビジネスマナーの基本 

・身だしなみの基本はオーソドックスなもの 

・ビジネスウェアの基本はスーツ（男性編） 

・ビジネスウェアの基本はスーツ（女性編） 

(31) コミュニケーションとビジネスマナーの基本 

・良好な人間関係と円滑なコミュニケーション 

・チームワークの重要性 

・職場内のコミュニケーションを深める 

・上司と先輩には敬意をはらって接する 

・同僚とはよい意味でのライバル 

(32) コミュニケーションとビジネスマナーの基本 

・つねに肯定的なものの考え方を 

・出社から退社までの基本ルール 

・執務中の態度や行動 

(33) コミュニケーションとビジネスマナーの基本 

・あいさつは笑顔を忘れず、ことばははっきりと 

・あいさつにともなうことばは、ふさわしいものを 

・おじぎは心を込めて美しい動作を行う 

・おじぎは会釈、敬礼、最敬礼がある 

(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）                                 

ビジネス能力検定 3 級の出題区分の『キャリアと仕事へのアプローチ』、『仕事の基本となる 8 つの

意識』、『コミュニケーションとビジネスマナーの基本』の内容に関して約 8 割の内容が理解出来て

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%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

 

参考書                                 

要点と演習 ビジネス能力検定 ジョブパス３級 実教出版 

 

実務経験                                

 

備考                                  

 

  



科目名 アスリート養成 

担当教員 フレミング 勇太 

科目の種類 一般 単位区分 必須 単位数 8 

授業方法 講義・演習 開講学期 通年 学年 1 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

運動中と整体システムの知識を身につけることを寝たいとし、健康科学全般に関する知識やアス

リートとしての運動の技術を身に着ける為の知的基盤を構築する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

身体の働きや役割を理解し、アスリートの協議に対するトレーニングの質と効率を向上させる授

業である。 

 

授業項目                              

 解剖学の基本的な知識 

 機能解剖 

 トレーニングの種類 

 運動の目的と効果 

 プログラムの作成 

 

授業の進め方                                 

授業の中で講義を行い、練習課題として演習を行う。 

 

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

 トレーニングの知識・技能の習得 

 解剖学の基礎知識の習得 

 アスリートとしての習慣や義務の理解 

 練習法や正しいトレーニング法の理解 

 

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

 小テストの点数で 60%の評価 



 課題の点数で 20%の評価 

 授業の参加態度で 20%の評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

年間 6 回のテスト（前期 3 回、後期 3 回）を実施するが、前回テスト前に授業内容の復習の指示を

する。 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

 身体運動の機能解剖・改訂版 

 JATI トレーニング指導者テキスト 

 JATI トレーニング指導者テキスト 

 

実務経験                                

 

 

 

備考                                  

 

  



科目名 JavaScript 

担当教員 植田 吉祥 

科目の種類 ビジネス 単位区分 選択 単位数 8 

授業方法 講義・実習 開講学期 通年 学年 1 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

ゲームでも使用されるプログラミング言語について習得する。WEB デザイン技術として、HTML

や CSS と合わせて用いられる JavaScript 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                  

E スポーツについて学習するうえで、ゲームの仕組みの理解は必須であるといえる。ゲームの理解

だけでなく、WEB 技術の構成要素の一つとなっている JavaScript について理解する。 

 

授業項目  8 単位（64 コマ＝128 時間）   各回テーマ                            

 JavaScript について 

JavaScript の適用分野や位置づけについて学習する。 

 JavaScript の概要 

JavaScript が用いられるシーンについて学習し、どのような点がマッチするのという適正につ

いて考える。 

 JavaScript の記述のルール 

JavaScript の記述を行う上でのルールについて学習する。また、読みやすいプログラムの書き

方についても学習する。 

 イベントハンドラの種類 

イベントハンドラについて学習する。似たようなイベントハンドラがどのような動作上の違い

となるかを考える。 

 イベントハンドラの利用について 

ゲームや、アプリケーションの動作についてどのようなイベントをハンドリングするべきかに

ついて学習する。 

 関数の基本的な文法 

JavaScirpt の関数の記述方法について学習する。関数がどのような形式で利用できるのかにつ

いて学ぶ。関数の作成のポイントを行使の経験則から学ぶとともに、自分で関数をさくせいし

て、その出来栄えについて評価を行う。 

 関数の呼び出し 

関数の呼び出し方法について学習する。 



 変数の概要 

変数についてどのような性質を持つかフローチャートの関係から楽手する。 

 変数の宣言と初期化 

実際の変数には宣言と初期化が必要になる。宣言の重要性と初期化の重要性について学習する。 

 変数と代入 

変数の代入について学習する。代入する式はそれ自体が変数の値を持つことを学習する。 

 変数の演算 

変数に対する符号など、変数に適用できる演算子について学習する。 

 演算子 

計算に必要となる演算子について学習する 

 配列の概要 

配列をどのようなときに領するかについて解説を行う 

 配列の初期化と宣言 

配列の初期化について解説を行い、初期化を行わないことに対するデメリットを説明する 

 関数の引数 

関数の引数について、作業を共通化でき、モジュール化を進めることができることを開設する。 

 中間試験① 

 関数の引数の演習 

演習を通じて関数を理解する 

 繰り返し処理 while 文 

繰り返しの基礎となる while 文について理解する 

 繰り返し処理 for 文 

繰り返しの基礎となる for 文について理解する 

 繰り返し処理と文字の表示 

繰り返しを通じて文字の表示・結合について学習する 

 繰り返し処理と文字の表示（２） 

前回の継続 

 条件分岐 

if 文について学習する 

 条件分岐（２） 

switch 文で処理を分岐させる 

 break と continue 

 while における繰り返しの中断 

 戻り値とは 

関数の戻り値について学習する 

 関数から戻りつを受け取るには 

 JavaScript を使ったプロンプト表示 

値の入力ダイアログの表示方法について理解する。 



 文字入力とエラー処理 

データ入力に対するエラー処理について学習する 

 オブジェクト 

オブジェクトについての概要について理解する。メソッドとフィールドからなることを理解し、

オブジェクトの設計を考える基礎を学習する。 

 オブジェクトの作成 

オブジェクトの設計図をもとに、関数の知識を生かしてオブジェクトの製造を行うことができ

る。 

 中間試験② 

 オブジェクトと配列 

オブジェクトを配列として並べれることを理解する。 

 ウィンドウ操作 

ブラウザのウィンドウ操作を JavaScript から行う方法について学習する。 

 スクロール操作 

画面のスクロール動作について学習する 

 文字色と、背景色の操作 

JavaScript から、CSS のプロパティ操作についての方法を学習する 

 文字色と、背景色の操作（２） 

 画像の操作 

JavaScript から画像を操作する方法について学習する 

 画像の操作（２） 

JavaScript から画像を操作する方法について学習する（継続） 

 日付と時刻の操作 

日付と時刻の操作について学習する 

 日付と時刻の操作（２） 

日付と時刻の操作について学習する。 

 フォームの操作 

フォームの操作について概要を学習する 

 フォームの操作（２） 

フォーム操作の演習を行う（継続） 

 URL と履歴の操作 

 String オブジェクト 

String オブジェクトの概要と、実装されているメソッドについて学習する 

 String オブジェクトの操作 

String オブジェクトの演習を、演習課題を通して行う。 

 タイマー処理 

一定の時間間隔で処理を継続するタイマーについて学習する。 

演習を通して、タイマー関数の利用方法、コールバックについて学習する。 



 中間試験③ 

 タイマー処理（２） 

非同期処理の基礎として、コールバック関数の作成方法について学習する。 

 クッキーの操作 

ブラウザからクッキーを操作する方法について学習する 

 クッキーの操作（２） 

ブラウザからクッキーを利用する方法について演習を行う。 

 Math オブジェクト 

数式処理、グラフィックの基礎となる数学関数を利用する基礎について学習する 

 Math オブジェクト（２） 

数学処理関数の応用について学習する。 

 オブジェクト選択関数 getElementById() 

HTML ファイルから操作対象となる要素を取得する関数について解説する。 

 オブジェクト選択関数を使用した画面操作 

HTML ファイルから要素を選択後、特定のビジュアル操作（CSS 処理）を行う方法について学

習する 

 オブジェクト選択関数を使用した画面操作（２） 

オブジェクトの操作と表示・非表示のコントロールを学習し、シングルページで構成される

HTML に対して、画面操作を実装する。 

 オブジェクト選択関数を使用した画面操作（３） 

オブジェクトの操作と表示・非表示のコントロールを学習し、複数ページで構成される HTML

に対して、画面操作を実装する。 

 ゲームプログラム作成（１） 

ゲームのルールを設定し、実装の可否について発表する 

 ゲームプログラム作成（２） 

ゲームのルールに合わせて画面要素をデザインするとともに、イベントを決める 

 ゲームプログラム作成（３） 

ゲームのルールに合わせて必要なロジックを作成する。 

 ゲームプログラム作成（４） 

ゲームのルールに合わせてロジックに対してプログラミングを作成する。 

 ゲームプログラム作成（５） 

ゲームのルールに合わせてロジックに対してプログラミングを作成する。 

 ゲームプログラム作成（６） 

作成したゲームについて発表し評価を行う。 

 単位認定試験 

授業の進め方                                 

講義を行い基本的な文法を学習したのちに演習問題を使用して実機で確認を取りながら学習を進め



る。 

 

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

HTML5 の中で重要な位置づけとなる JavaScript を学習し、WEB ページの操作方法について学習

する。また、プログラムの作成を通じて、プログラムの仕組みを理解する。 

 

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

定期考査の点数（40%）、課題演習の提出物(50%)、授業態度（10%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

情報演習 13 ステップ 30 新 JavaScript ワークブック；（株）カットシステム 

 

実務経験                                

 

 

 

備考                                  

 

  



科目名 コンピュータリテラシー 

担当教員 小野 浩一 

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 前期 学年 1 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

コンピュータを利用するうえで必要となる作業を行う上で、コンピュータにかかわる用語・知識に

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                  

講義の中でパソコンの操作、コンピュータの用語について話すことになるが、これらについての用

語や動作の仕組みについて学習し、以後に続く教科の基盤となる。 

 

授業項目                                 

(1) 導入 

ハードウェア 

 5 大装置 

 コンピュータ本体について 

 CPU 

 メモリ 

 周辺機器について 

 インターフェイスについて 

(2) ソフトウェア 

 ソフトウェアについて 

 OS 

 ミドルウェア 

 アプリケーション 

(3) ファイルとディレクトリについて 

 ファイル名 

 フォルダ 

 ファイルシステム 

 絶対パスと相対パス 

(4) データ表現 

 コンピュータで使用されるデータ表現について 



 2 進、10 進、16 進 

 コンピュータで使用される単位 

 bit、byte、bps、 

 補助単位 

 文字コードについて 

(5) 論理値について 

 論理値について（True/False） 

 論理演算 

(6) ネットワーク 

 ネットワークトポロジーについて 

 ネットワークを構築するソフトウェア 

 TCP/IP 

 ネットの接続について 

(7) アルゴリズムとフローチャート・プログラミング言語 

 フローチャートについて 

 アルゴリズムとは 

 プログラミング言語とは 

 コンパイラ型のファイルの呼び方 

(8) 小テスト 

授業の進め方                                 

講義を主として進め、理解度のチェックに Moodle を利用した小テストで確認を行う。 

 

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

講義・期末試験において行われるテストの 60%以上の理解を目標とする。知識として覚えきれない

ものについては、WEB を検索することで知識を引き出せる力の習得を目標とする。 

 

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

定期考査の点数（80%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 



コンピュータはなぜ動くのか,日経 BP 社 

徹底図解 パソコンが動く仕組み,新生出版社 

コンピュータのしくみを理解するための 10 章,技術評論社 

WEB 資料（http://sevendays-study.com/computer-literacy/index.html） 

 

実務経験                                

小野 浩一：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 パソコン入門 

担当教員 小野 浩一 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 1 

授業方法 演習 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

WindowOS のパソコンを使用し、基本的な操作が習得できるようにする。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

新入生の導入教育の一環で今後、授業で活用する際に困惑せず、パソコンが活用できるようにする。 

 

授業項目                                 

(9) パソコンの起動と終了 

・パソコン起動 

・マウス操作 

・ディスクトップの構成 

・パソコン終了 

(10) アプリの基本操作 

・アプリの起動 

・アプリの画面構成 

・ウィンドウの操作方法 

(11) インターネットの利用 

・インターネット利用のモラル 

・Web ページからのダウンロード 

(12) 複数アプリの起動 

・マルチタスク 

・Windows アクセサリ 

(13) タスクバーの利用 

・アプリの切り替え 

・サムネイルツールバー（縮小表示バー） 

(14) エクスプローラー 

・エクスプローラーの起動 

・エクスプローラーの画面構成 

(15) フォルダの作成と削除 



・フォルダの作成 

・フォルダの削除 

(8) 単位認定 

 

授業の進め方                                 

授業時間内にパソコンで実習を行う。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）                                 

授業項目に記した操作が全て出来るようになる事。 

 

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

定期考査の点数（80%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

30 時間でマスター Word&Excel2016 実教出版「１章 Windows10 の基礎」 

 

 

実務経験                                

小野 浩一：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 Ｗｏｒｄ入門 

担当教員 植田 吉祥 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 1 

授業方法 演習 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

Microsoft Office  Word の基礎的な操作が習得できるようにする。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

Microsoft Office Specialist Word に合格するための基礎的な操作を身に付けさせる。 

 

授業項目                                 

(16) Word の起動と終了、Word の画面構成 

(17) 日本語の入力 

・入力方式の設定 

・入力モードの種類と切り替え方法 

(18) 文字の入力 

・キーボードの文字 

・ひらがなの入力 

・カタカナの入力 

・アルファベットの入力 

・漢字変換 

・記号の入力 

(19) 文章の入力 

・文節変換 

・日本語の中の英字の入力 

(20) 入力の訂正 

・変換前の訂正 

・変換後の訂正（未確定の場合） 

・変換後の訂正（確定後の場合） 

・文字の挿入と削除 

(21) 特殊な入力方法 

・記号の入力 

・数式 



・手書きの入力 

・住所の入力 

・顔文字 

(22) 文書の保存と読込み、文章の複写・削除・移動 

・文書の保存 

・文書の読み込み 

・複写 

・削除 

・移動 

(8) 単位認定 

 

授業の進め方                                 

授業時間内にパソコンで実習を行う。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）                                 

授業項目に記した操作が全て出来るようになる事。 

 

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

定期考査の点数（80%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

30 時間でマスター Word&Excel2016 実教出版「２章 Word 入門」「３章 文書の作成」 

 

実務経験                                

 

備考                                  

 

  



科目名 Ｅｘｃｅｌ入門 

担当教員 植田 吉祥 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 1 

授業方法 演習 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

Microsoft Office  Excel の基礎的な操作が習得できるようにする。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

Microsoft Office Specialist Excel を合格するための基礎的な操作を身に付けさせる。 

 

授業項目                                 

(23) Excel の起動と終了、Excel の画面構成 

(24) データ入力の基礎 

・データの入力の手順 

・数値のデータの入力 

・文字列の入力 

・データの消去 

・ファイルの保存と読み込み 

(25) 基本的なワークシートの編集 

・セルの挿入・削除 

・移動・コピー 

・データの修正 

・連続データの入力 

・数式の入力 

(26) ワークシートの書式設定 

・列幅と行の高さの変更 

・表示形式 

・文字の配置とフォント 

・罫線・塗りつぶし 

(27) グラフの作成① 

・グラフの用途と基本構成 

(28) グラフの作成② 

・棒グラフの作成 



(29) グラフの作成③ 

・円グラフの作成 

 (8) 単位認定 

 

授業の進め方                                 

授業時間内にパソコンで実習を行う。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）                                 

授業項目に記した操作が全て出来るようになる事。 

 

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

定期考査の点数（80%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

30 時間でマスター Word&Excel2016 実教出版「５章 Excel 入門」 

 

実務経験                                

 

備考                                  

 

  



科目名 Ｗｏｒｄ ＭＯＳ 

担当教員 植田 吉祥 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 演習 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

Microsoft Office Specialist Word の合格に向け、試験形式で演習を中心に実施する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                 

Word 入門で学んだ基礎をベースに Microsoft Office Specialist Word を合格させる。 

 

授業項目                                 

(30) 文字、段落、セクションの書式設定：文字列や段落を挿入する 

・文字列を切り取る、コピーする、貼り付ける 

・文字列を検索する、置換する 

・オートコレクトを使用して文字列を修正する 

・特殊文字を挿入する 

(31) 文字、段落、セクションの書式設定：文字列や段落の書式を設定する 

・フォントを変更する 

・行の間隔、段落の間隔を設定する 

・配置、インデントを設定する 

・書式をクリアする 

・書式のコピー／貼り付けを使用して、書式を適用する 

・選択した文字列を強調表示する 

・文字列をワードアートに変更する 

・文字列や段落に組み込みスタイルを適用する 

(32) 文字、段落、セクションの書式設定：文字列や段落を並べ替える、グループ化する 

・ページ区切りを挿入する 

・段組みを設定する 

・セクション区切りを挿入する 

(33) 表やリストの作成：表を作成する 

・行や列を指定して表を作成する 

・文字列を表に変換する 

・表を文字列に変換する 



・テーブルスタイルを適用する 

(34) 表やリストの作成：表を変更する 

・表のデータを並べ替える 

・セルの余白と間隔を設定する 

・セルを結合する、分割する 

・表、行、列のサイズを調整する 

・表を分割する 

・タイトル行の繰り返しを設定する 

(35) 表やリストの作成：リストを作成する、変更する 

・箇条書きや段落番号を設定する 

・新しい行頭文字や番号書式を定義する 

・リストのレベルを変更する 

・リストのレベルごとに行頭文字や番号書式を変更する 

・開始する番号の値を設定する 

・リストの番号を振り直す、自動的に振る 

(36) 参考資料の作成と管理：参照のための情報や記号を作成する、管理する 

・脚注や文末脚注を挿入する 

・脚注や文末脚注のプロパティを変更する 

・資料文献を作成する 

・資料文献を変更する 

・引用文献を挿入する 

・図表番号を挿入する 

・図表番号のプロパティを変更する 

(37) 参考資料の作成と管理：標準の参考資料を作成する、管理する 

・標準の目次を挿入する 

・目次を更新する 

・表紙を追加する 

(38) グラフィック要素の挿入と書式設定：グラフィック要素を挿入する 

・図形を挿入する 

・図を挿入する 

・スクリーンショットや画面の領域を挿入する 

・テキストボックスを挿入する 

(39) グラフィック要素の挿入と書式設定：グラフィック要素を書式設定する 

・アート効果を適用する 

・図の背景を削除する 

・図の効果を適用する 

・図のスタイルを適用する 

・オブジェクトを書式設定する 



・オブジェクトの周囲の文字列を折り返す 

・オブジェクトを配置する 

・オブジェクトに代替テキストを追加する 

(40) グラフィック要素の挿入と書式設定：SmartArt を挿入する、書式設定する 

・SmartArt グラフィックを作成する 

・SmartArt グラフィックを書式設定する 

・SmartArt グラフィックの内容を変更する 

(12) 第一回模擬試験 ⇒ 解説 

(13) 第二回模擬試験 ⇒ 解説 

(14) 第三回模擬試験 ⇒ 解説 

(15) 第四回模擬試験 ⇒ 解説 

(16) 第五回模擬試験 ⇒ 解説 

授業の進め方                                 

授業時間内にパソコンで実習を行う。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）                                 

Microsoft Office Specialist Excel を合格する事。 

 

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 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

よくわかるマスター MOS Excel 2016 FOM 出版 

 

実務経験                                

 

備考                                  

  



科目名 Ｅｘｃｅｌ ＭＯＳ 

担当教員 植田 吉祥 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 演習 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

Microsoft Office Specialist Excel の合格に向け、試験形式で演習を中心に実施する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

Excel 入門で学んだ基礎をベースに Microsoft Office Specialist Excel を合格させる。 

 

授業項目                                 

(41) セルやセル範囲のデータの管理：セルやセル範囲にデータを挿入及び書式を設定 

・オートフィル機能を使ってセルにデータを入力する 

・データを切り取る、コピーする、貼り付ける 

・形式を選択してデータを貼り付ける 

・セルを挿入する、削除する 

・データを置換する 

・セルの書式を適用する 

・セルの配置やインデントを変更する 

・セル内の文字列を折り返して表示する 

・セルを結合する 

・数値の書式を適用する 

・セルのスタイルを適用する 

・書式のコピー／貼り付け機能を使用してセルに書式を設定する 

(42) セルやセル範囲のデータの管理：データをまとめる、整理する 

・スパークラインを挿入する 

・データのアウトラインを作成する 

・小計を挿入する 

・条件付き書式を適用する 

(43) テーブルを作成する：テーブルを作成、管理する 

・セル範囲からテーブルを作成する 

・テーブルに行や列を追加する、削除する 

・テーブルをセル範囲に変換する 



(44) テーブルを作成する：テーブルのスタイルと設定オプションを管理する 

・テーブルにスタイルを適用する 

・テーブルスタイルのオプションを設定する 

・テーブルに集計行を挿入する 

(45) テーブルを作成する：テーブルのレコードを抽出、並べ替える 

・データを並べ替える 

・複数の列でデータを並べ替える 

・レコードを抽出する 

・重複レコードを削除する 

(46) 数式や関数を使用した演算の実行：関数を使用してデータを集計する 

・セル参照を追加する 

・SUM 関数を使用して計算を行う 

・AVERAGE 関数を使用して計算を行う 

・MIN､MAX 関数を使用して計算を行う 

・COUNT 関数を使用して計算を行う 

(47) 数式や関数を使用した演算の実行：関数を使用して条件付きの計算を実行する 

・IF 関数を使用して論理演算を実行する 

・SUMIF 関数を使用して論理演算を実行する 

・AVERAGEIF 関数を使用して論理演算を実行する 

・COUNTIF 関数を使用して統計的演算を実行する 

(48) 数式や関数を使用した演算の実行：関数を使用して書式を設定、文字列を変更する 

・RIGHT、LEFT、MID 関数を使用して文字の書式を設定する 

・UPPER、LOWER、PROPER 関数を使用して文字の書式を設定する 

・CONCATENATE 関数を使用して文字の書式を設定する 

(49) グラフやオブジェクトの作成：グラフを作成する 

・新しいグラフを作成する 

・データ範囲の行と列を切り替える 

・データ範囲（系列）を追加する 

・クイック分析を使用してデータを分析する 

(50) グラフやオブジェクトの作成：グラフを書式設定する 

・グラフのサイズを変更する 

・グラフのレイアウトやスタイルを適用する 

・グラフの要素を追加する、変更する 

・グラフをグラフシートに移動する 

(51) グラフやオブジェクトの作成：オブジェクトを挿入、書式設定する 

・テキストボックスや図形を挿入する 

・画像を挿入する 

・オブジェクトのプロパティを変更する 



・アクセシビリティ向上のため、オブジェクトに代替テキストを追加する 

(12) 第一回模擬試験 ⇒ 解説 

(13) 第二回模擬試験 ⇒ 解説 

(14) 第三回模擬試験 ⇒ 解説 

(15) 第四回模擬試験 ⇒ 解説 

(16) 第五回模擬試験 ⇒ 解説 

授業の進め方                                 

授業時間内にパソコンで実習を行う。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）                                 

Microsoft Office Specialist Excel を合格する事。 

 

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 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

よくわかるマスター MOS Excel 2016 FOM 出版 

 

実務経験                                

 

備考                                  

 

  



科目名 情報概論① 

担当教員 小野 浩一 

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 前期 学年 1 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

情報活用試験 3 級の出題区分の『情報表現と処理手順』、『パソコンの基礎』の内容について学習す

る 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

情報活用試験 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(1) 情報表現と処理手順：情報の理解 

(2) 情報表現と処理手順：情報や手段の適切な選択 

(3) 情報表現と処理手順：情報の収集、伝達の在り方とパソコンの利用 

(4) 情報表現と処理手順：問題解決の方法 

(5) パソコンの基礎：パソコンの代表的な装置と媒体 

(6) パソコンの基礎：OS の主な役割 

(7) パソコンの基礎：データの保存の形式とファイルの管理の仕組み 

(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）                                 

情報活用試験 3 級の出題区分の『情報表現と処理手順』、『パソコンの基礎』の内容に関して約 8 割

の内容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%）、授業態度（20%）として評価 



 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

情報検定過去問 

 

実務経験                                

小野 浩一：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 情報概論② 

担当教員 小野 浩一 

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 スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

情報活用試験 3 級の出題区分の『インターネットの基礎』、『インターネットの利用』、『情報機器の

基本操作』の内容について学習する 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

情報活用試験 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(1) インターネットの基礎：インターネットの特徴とプロバイダの役割 

(2) インターネットの基礎：プロトコルを理解する  

(3) インターネットの利用：ブラウザの利用 

(4) インターネットの利用：電子メールの利用 

(5) インターネットの利用：利用するために必要な設定 

(6) 情報機器の基本操作：パソコンや情報機器の取り扱い、基本操作 

(7) 情報機器の基本操作：アプリケーションソフトごとの基本的な利用 

(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）                                 

情報活用試験 3 級の出題区分の『インターネットの基礎』、『インターネットの利用』、『情報機器の

基本操作』の内容に関して約 8 割の内容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%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

情報検定過去問 

 

実務経験                                

小野 浩一：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 情報概論③ 

担当教員 小野 浩一 

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 スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

情報活用試験 3 級の出題区分の『情報社会とコンピュータ』、『情報モラル』の内容について学習す

る 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

情報活用試験 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(1) 情報社会とコンピュータ：身近なコンピュータシステムの役割（e ラーニング、e コマース、

SOHO、POS システム、マイコン制御など） 

(2) 情報社会とコンピュータ：セキュリティ  

(3) 情報社会とコンピュータ：高度情報化の進展における問題点 

(4) 情報モラル：情報モラル 

(5) 情報モラル：ネチケットに関する基礎的な知識 

(6) 模擬試験① ⇒ 解説 

(7) 模擬試験② ⇒ 解説 

(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）                                 

情報活用試験 3 級の出題区分の『情報社会とコンピュータ』、『情報モラル』の内容に関して約 8 割

の内容が理解出来ている事。 

また、模擬試験で 8 割の点数が取れている事。 

 



 

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 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

情報検定過去問 

 

実務経験                                

小野 浩一：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 Ｗｅｂデザイン① 

担当教員 岡本 明久 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 2 

授業方法 演習 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

Web サイトのデザインができる基礎的な知識及び技術を習得する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

Web デザインを仕事にする上で知っておきたい基本の知識を学ぶ。 

 

授業項目                                 

(52) Web サイトを作る時に考えること 

・Web サイトとは何か 

・どのような Web サイトを作るのか 

(53) Web サイトを作る時に考えること 

・Web サイト制作の流れ 

(54) Web デザインとは情報を整理すること 

・情報を設計（デザイン）する 

・正しく伝わる文字情報が重要 

(55) Web サイトを設計していく方法 

・サイトマップ／ワイヤーフレーム 

・デザインカンプ 

(56) Web サイトのプロトタイピング 

・プロトタイピングとは 

・Web サイト制作時のプロトタイピング 

(57) HTML で意味を与え、CSS で見た目を決める 

・HTML で文章の役割を決める 

・CSS で文章の見せ方を決める 

(58) 画像や映像、地図を入れる 

・画像を入れる 

(59) 画像や映像、地図を入れる 

・地図を入れる 

 



(60) 画像や映像、地図を入れる 

・映像を入れる 

(61) Web サイトを見つけてもらう 

・検索サイトとは 

・実は単純な SEO の基本 

(62) ソーシャルメディアと連携する 

・ソーシャルメディアとは 

・SNS と Web サイトの連携 

(63) ソーシャルメディアと連携する 

・SNS を活用する 

(64) Web サイトを運用する 

・Web サイトの運用 

(65)  Web サイトを運用する 

・Google のツールを活用する 

(66) Web サイトは見る側に依存したメディア 

・見る環境によって見え方がちがう 

・見る環境による体験のちがい 

(67) 課題提出 

 

授業の進め方                                 

授業時間内にパソコンで実習を行う。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）                                 

授業項目に記した Web サイトのデザインができるようになる事。 

 

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

定期考査の点数（80%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

デザインの学校 これからはじめるＷｅｂデザインの本 技術評論社 



実務経験                                

 

 

備考                                  

 

  



科目名 Ｗｅｂデザイン② 

担当教員 岡本 明久 

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 スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

インターネットのしくみ及び設定方法を習得する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

Web デザインを仕事にする上で知っておきたい基本の知識を学ぶ。 

 

授業項目                                 

(68) インターネットにつながるデバイス 

・さまざまな形態のデバイス 

・スマートフォン 

・タブレット 

・パソコン 

・テレビ 

・ゲーム機 

・スマートスピーカー 

・ウェアラブルデバイス 

・インターネット端末はさまざまな場所に普及している 

(69) コンピュータのしくみ 

・基本的なコンピュータのしくみ 

・１と０ 

・CPU と GPU 

・SSD と HDD 

・タッチパネル 

(70) インターネットのしくみ 

・インターネットとは 

・プロトコル 

(71) IP アドレスと URL 

・IP アドレス 

・URL 



(72) ワールド ワイド ウェブ 

・ワールド ワイド ウェブとは 

・Web ブラウザ 

・Web サーバ 

・http と https 

(73) インターネットの歴史 

・実はまだ四半世紀 

・インターネットの歴史年表 

・インターネットの現状 

・インターネットのこれから 

(74) インターネットに接続する方法 

(75) さまざまな種類のサーバ 

・サーバとは 

・さまざまな種類のサーバ 

(76) クラウドコンピューティング 

・クラウドとは 

・代表的なクラウドサービス 

(77) サーバの OS 

・Linux 

・Windows Server 

(78) Web サーバ 

・Web サーバとは 

・Apache 

(79) データベースサーバ 

・データベースサーバとは 

・SQL 

(80) Web アプリケーション 

・Web アプリケーションとは 

・Web サーバで動くプログラミング言語 

(81) Web アプリケーションフレームワーク 

・Web アプリケーションフレームワークとは 

・MVC 

・REST 

(82) コンテンツマネージメントシステム 

・コンテンツマネージメントシステムとは 

・WordPress 

(83) 単位認定 

 



 

授業の進め方                                 

授業時間内にパソコンで実習を行う。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）                                 

インターネットの設定ができるようになる事。 

 

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

定期考査の点数（80%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

デザインの学校 これからはじめるＷｅｂデザインの本 技術評論社 

 

 

実務経験                                

 

 

 

備考                                  

 

 

 

  



科目名 Ｗｅｂデザイン③ 

担当教員 岡本 明久 

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 スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

HTML や CSS などの Web ブラウザ側の技術を習得する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

Web デザインを仕事にする上で知っておきたい基本の知識を学ぶ。 

 

授業項目                                 

(84) Web サイトを構成する要素 

・文字情報が基本 

・写真や映像の情報量は膨大 

・Web サイトのページ構成 

(85) HTML は文章の構造定義 

・HTML とは 

(86) HTML は文章の構造定義 

・HTML の構造 

(87) HTML の見えている部分 body 要素 

・HTML を正しく使う 

(88) HTML の見えている部分 body 要素 

・よく使う body 内のタグ 

・リンクタグ 

(89) HTML の見えない部分 head 要素 

・よく使う head 内のタグ 

・SNS に Web ページの内容を伝える 

(90) CSS で Web ページを見やすくする 

・CSS の役割 

(91) CSS で Web ページを見やすくする 

・ボックスモデル 

(92) CSS で Web ページを見やすくする 

・CSS による指定の方法 



(93) CSS で Web ページを見やすくする 

・グリッドレイアウトと CSS フレームワーク 

(94) Web サイトのデザインの考え方 

・デザインの基本的な考え方 

・レイアウト 

(95) Web サイトのデザインの考え方 

・モバイルファースト 

・レスポンシブウェブデザイン 

・ディスプレイは縦長にも横長にもなる 

(96) ユーザインターフェース 

・見るから使うへ 

・タッチパネルを前提に 

(97) ユーザインターフェース 

・アクセシビリティ 

・オリジナリティは必要ない 

(98) スマートフォンでの表示を確認する 

・動作モックアップの確認 

・エミュレータ 

・Chrome 

・実機で確認 

(99) 課題提出 

 

 

授業の進め方                                 

授業時間内にパソコンで実習を行う。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）                                 

インターネットの設定ができるようになる事。 

 

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

定期考査の点数（80%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 



なし 

 

参考書                                 

デザインの学校 これからはじめるＷｅｂデザインの本 技術評論社 

 

 

実務経験                                

 

 

 

備考                                  

 

 

 

  



科目名 Ｗｅｂデザイン④ 

担当教員 岡本 明久 

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 スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

Web サイトの構成要素（画像・文字・映像）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                  

Web デザインを仕事にする上で知っておきたい基本の知識を学ぶ。 

 

授業項目                                 

(100) ディスプレイの大きさと解像度 

・さまざまな大きさのディスプレイ 

・色 

・解像度 

・論理解像度 

(101) 画像ファイルの種類と特徴 

・さまざまな画像ファイル 

・ビットマップ画像とベクター画像 

(102) 画像ファイルの基本はビットマップ 

・ビットマップ画像の主なファイル形式 

・JPEG 

・PNG 

・GIF 

(103) ビットマップ画像を表示する 

・画像を表示する HTML 

・レスポンシブイメージ 

・CSS スプライト 

(104) イラストや図が得意なベクター画像 

・ベクター画像の特徴 

・SVG 

(105) canvas 要素と Web3D 

・canvas 要素とは 

・Web3D 



(106) 画面に文字を表示するフォント 

・フォントとは 

・Web フォント 

(107) アイコンフォント 

・アイコン 

・アイコンフォント 

(108) 映像（動画）の活用 

・Web サイトで映像を扱う 

・映像を撮る 

・映像の編集 

・映像ファイルの圧縮 

・映像ファイルの表示 

(109) HTML のフォーム要素 

・Web サーバへ情報を送る 

・フォーム要素の type 指定 

・GET と POST 

(110) JavaScript 

・JavaScript とは 

・DOM とは 

(111) JavaScript ライブラリ 

・JavaScript ライブラリとは 

・jQuery 

(112) HTML5 API 

・HTML5 API とは 

・位置情報 

・デバイスの制御 

(113) 外部の Web サービスを活用する 

・外部サービスで提供されている API を使う 

・API キー 

・2 段階認証や reCapcha の設置 

(114) シングルページアプリケーション 

・シングルページアプリケーションとは 

・JavaScript フレームワーク 

・Chrome 

・実機で確認 

(115) 課題提出 

 

 



授業の進め方                                 

授業時間内にパソコンで実習を行う。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）                                 

Web サイトの構成要素（画像・文字・映像）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%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

デザインの学校 これからはじめるＷｅｂデザインの本 技術評論社 

 

 

実務経験                                

 

 

 

備考                                  

 

 

 

  



科目名：スポーツ教育基礎演習Ⅰ 

担当教員 北村 紘己 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 10 

授業方法 演習 開講学期 通年 学年 1 年 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

 本授業では、社会人野球を通じて技能を向上とともに、チームプレイやフォーメーション、ルー

ルや戦術に関する知識と理解を深め、社会人として必要な、「挨拶」、「マナー」をグランドでの人活

動を通じて人間教育を行う。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 入学後の社会人野球を通じて技術を向上させる起訴段階に当たる。 

 

授業項目 （10 単位＝160 回分・320 時間）                                

 オリエンテーション  第 1 回～第 6 回：12 時間 

「挨拶」・「マナー」 

 運動の基本動作の理解  第 7 回～第 40 回：68 時間 

 野球の技術構造の理解  第 41 回～第 80 回：80 時間 

 練習法の理解と実装  第 81 回～第 120 回：80 時間 

 野球の試合運営に関するサポート力など  第 121 回～第 160 回：80 時間 

授業の進め方                                 

 実習を主として進める。 

 

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

 野球の知識・技能を習得する。（知識・理解）  

 野球の試合を通じてチームプレイやフォーメーションを理解する。（判断・思考）  

 野球の楽しさや奥深さを理解する。（関心・意欲）  

 野球の練習や試合を通じてチーム競技の協調性を養う。（態度・倫理）  

 練習法や指導法を身につけ、グループ学習におけるリーダーとしての資質を養う。（発信・表現） 

 

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



 日々のレポート提出（40％）、実技テストの結果（40%）と、授業の参加態度（20%）を持って、

評価する。 

 

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                                  

なし。 

 

  



科目名：e スポーツ教育基礎演習Ⅰ 

担当教員 植田 吉祥 

科目の種類 一般 単位区分 必須 単位数 10 

授業方法 演習 開講学期 通年 学年 1 年 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

 大会参加や運営など、e スポーツに関する活動や研究を行うことで、e スポーツを通じ、コンピュ

ータの仕組みや構造などを知る。またスポーツにかかわったことがない人でも参加でき、年齢、性

別を問わず大会に参加できることから「コミュニケーション能力」や「協調性」などの人間力の向

上をはかる。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 1，2 年生で学習したゲームで勝つ力、コミュニケーション力に加えて、ゲームに対する運営側の

面について学習する。 

授業項目 （10 単位＝160 回分・320 時間）                                

 e スポーツ実習 第 1 回～50 回 

e スポーツ大会に出場する協議のトレーニング 

 e スポーツ研究 第 51 回～第 75 回 

e スポーツに関する研究会を実施する 

スポーツとしての協議制について学ぶ 

 e スポーツ競技大会の開催運営 第 76 回～第 100 回 

学園祭などを通じて、e スポーツの大会の運営方法について学ぶ 

e スポーツを通じた人間力育成について検討する 

 e スポーツの普及活動 第 101 回～第 150 回 

学校における e スポーツの活動を広める 

（正しい理解と運営方法について） 

 学生間でのサポート体制 第 151 回～第 160 回 

学生相互の人間関係を豊かにするためのサポートを受ける側とサポーターの両面をロールプレイを

通じて学ぶ 

授業の進め方                                 

 実習を主として進める。 

 

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



 e ポーツの体外に出場できる技術を向上させる。 

 e スポーツ競技大会の開催運営による企画・立案力の強化 

 e スポーツの普及活動を通じて、コミュニケーション力の向上 

 e スポーツを通じて、ゲーム環境の構築や設置ができる技術を身に着ける 

 

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

 日々のレポート提出（40％）、実技テストの結果（40%）と、授業の参加態度（20%）を持って、

評価する。 

 

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                                  

なし。 

 

 



科目名 プレゼンテーション 

担当教員 植田 吉祥 

科目の種類 一般 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 2 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

プレゼンテーション技法について講義を行う 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

提示案件を相手に伝えるための効果的な話術、資料の作成、プレゼンテーション資料の作成などに

ついて技術について講義を行う。 

 

授業項目                                 

(1) 導入 

 プレゼンテーションの重要性について 

 プレゼンテーションの種類と概要 

(2) プレゼンテーションの基本（良いプレゼンと、悪いプレゼン） 

 プレゼンテーションについてのディスカッション 

 ディスカッションの整理 

 レポートの作成 

(3) 60秒プレゼンテーションの演習 

 プレゼンの準備 

 60秒プレゼンの実施 

(4) プレゼンの研究 

 「プレゼン初心者が困ること」についてフリーディスカッションを行う 

(5) 60秒プレゼンのレビュー 

 前回のプレゼンの相互評価 

(6) プレゼンテーションで必要な知識 

 環境・参加者のレベルなどの配慮 

(7) 情報をまとめる技術（演習） 

 ブレーンストーミング 

 KJ法 

(8) 情報をまとめる技術（演習） 

 MindMap 



(9) PowerPointによる電子スライドの作成（スライドデザインについて） 

 前回のプレゼンのまとめ 

 プレゼンで困る事、悩みのある部分について 

 PowerPointプレゼンの課題説明 

(10) PowerPintによる電子スライドの作成（続き） 

 スライドつくりに留意する点 

 発表であがる人、緊張する人が留意することについて 

 適切なスライド数について 

(11) PowerPointによる電子スライドの作成（続き） 

 プレゼンのタブーについて 

 電子スライドを使ったプレゼンの事例について 

 PowerPointの効果について 

(12) PowerPointによる電子スライドの作成（続き） 

 話し手の悩みについて 

 聞き手の観察 

(13) PowerPointによるプレゼンテーションの演習 

 テーマの設定と準備 

(14) PowerPointによるプレゼンテーションの評価 

 内容について 相手に伝えられるべきことが絞られているか 

 話し方について 相手に伝わる話し方をしているか 

 PowerPointスライドについて 相手に伝わるように作ってあるか 

(15) PowerPointによるプレゼンテーションの演習 

 2回目の演習をおこないます。 

(16) PowerPointによるプレゼンテーションの評価 

(17) 授業まとめ 

(18) 期末テスト 

 

授業の進め方                                 

授業において、プレゼンテーションの技法について講義を行う。 

演習については、準備・演習・評価のサイクルを行う。 

講義の時間については、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）                                 

設定されたテーマに対して効果的なプレゼンを行えるようになること。 

1 回目の演習後に、効果的なプレゼンを行う上での注意ポイントをまとめる。このまとめに従い実



施できているか否かにより評価を行う。 

 

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

プレゼンの評価（60%）、出席率および試験（40%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

 

 

実務経験                                

 

 

 

備考                                  

 

  



科目名:スポーツ心理 

担当教員 林 亮介 

科目の種類 一般 単位区分 必須 単位数 4 

授業方法 講義・演習 開講学期 通年 学年 2 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

 競技中における心理状態の変化について学習し、状況下における心理状態をコントロールする技

術を身に付けることを狙いとし、講師の経験と、選手コントロールの事例を通じて学習する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 競技中の心理状態が、結果に与える影響について理解する。これらの心理状態を安定させるため

に必要な知識について学習し、実際のスポーツ教育演習の中で実践し、協議の中で生かすための授

業である。 

 

授業項目  4単位 32コマ（＝64時間）                               

 スポーツと心の関係 第 1回~第 2回 

ポーツ指導における心理学的なポイント理解し、効果的な指導を行えるようになる。 

 スポーツにおける動機付け 第 3回~第 5回 

スポーツ指導における心理学的なポイント理解し、効果的な指導を行えるようになる。 

 コーチングの心理 第 6回~第 10回 

スポーツ指導における心理学的なポイント理解し、効果的な指導を行えるようになる。 

メンタルマネジメント 第 11回~第 25回 

年間を通した練習の中での事例をとらえて、解説を行う 

 メンタルマネジメントの技法を活用して、選手としてメンタルトレーニングを実践するこ

とができるようになる。 

 指導者のメンタル 第 26回~第 32回 

メンタルマネジメントの技法を活用して、指導を実践することができるようになる。 

 

授業の進め方                                 

  授業においては、講師の経験・参考書をもとにした事例をもとに競技者の心理状態について講

義を行う。 

 

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



 練習におけるモチベーションをはじめとした心理状態を構築する方法 

 競技における心理状態のコントロール 

 

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

 課題レポートの点数で 80%の評価 

 授業の参加態度で 20%の評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

特に予習・復習は支持をしないが、不定期的に課題レポートを課し、締め切りまでに提出を行うこ

と。 

 

教科書                                 

特になし 

 

参考書                                 

「なぜか結果を出す人の理由」（集英社） 

 

実務経験                                

 

備考                                  

 

  



科目名:トレーナー養成  

担当教員 フレミング 勇太 

科目の種類 一般 単位区分 必須 単位数 8 

授業方法 講義・演習 開講学期 通年 学年 2 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

 運動中と生体システムの知識を身に着けることを狙いとし、健康科学全般に関する知識やトレー

ナーとしての指導の技術を身に付ける為の知的基盤を構築する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 身体の動きや役割を理解し、目的に合ったトレーニングプログラムの構成、トレーニング時の基

礎知識や指導者としての役割と義務を学ぶための授業である。 

 

授業項目                                 

 解剖学の基本的な知識 

 機能解剖 

 バイオメカニクス・てこの現ンり 

 トレーニング指導者の役割と注意点 

 ストレングス＆コンディショニング 

 プログラム作成 

 トレーニングの効果 

 

授業の進め方                                 

  授業の中で講義を行い、練習課題として演習を行う。 

 

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

 トレーニングの知識・技能を習得 

 解剖学の基礎知識の習得 

 トレーナーとしての習慣や義務の理解 

 指導者としての役割と必要能力の理解 

 練習法や正しいトレーニング法の理解 

 



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

 小テストの点数で 60%の評価 

 課題の点数で 20%の評価 

 授業の参加態度で 20%の評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

年間 6 回のテスト（前期 3 回、後期 3 回）を実施するが、毎回テスト前に授業内容の復習の指示を

する。 

 

教科書                                 

特になし 

 

参考書                                 

 JATIトレーニング指導者テキスト（理論編） 

 JATIトレーニング指導者テキスト（実践編） 

 

実務経験                                

 

 

 

備考                                  

 

 

  



科目名:Unity演習 

担当教員 植田 吉祥 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 8 

授業方法 講義・演習 開講学期 通年 学年 2 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

 ゲームの基盤として用いられている Unity について理解し、簡単なゲームをプログラミングレス

で構築できることを目指す。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 eスポーツ学科の中でゲームの習熟だけを目指すのではなく、ゲームの作りの仕組みや、現在のゲ

ームがどのように作られているかを考え、自分で作成することで、ゲームがどのような構築をされ

ているのかを身に付け、実際の挙動の予測などに生かす。 

 

授業項目  8単位 64コマ（＝128時間）                               

１） Unityの概要について [ 第 1回~第 4回： 8時間 ]  

２） Unityの環境の構築 [ 第 5回~第 16回： 24時間 ] 

３） Unityの基礎 [ 第 17回~第 28回： 24時間 ] 

４） Unityの基礎 [ 第 29回~第 40回： 24時間 ] 

５） Unityの基礎 [ 第 41回~52回： 24時間 ] 

６） Unityの応用（チュートリアルサイトの利用） [ 第 53回~第 64回： 24時間 ] 

チュートリアルサイトを使って、Unityのより高度な利用方法を学習する 

 

授業の進め方                                 

  授業の中で講義を行い、PC上の実機で演習を行う。 

 

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

 Unityを使用して、簡単なゲームの作成ができるようになる。 

 Unityのチュートリアルサイトの利用や、情報の検索について学習する。 

 

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



 実習課題の提出状況で評価を行う。 

 

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://unity.com/ja 

https://docs.unity3d.com/Manual/index.html?_ga=2.86967966.748092039.1561632937-12175932

38.1561632937 

 

実務経験                                

 

 

 

備考                                  

 

 

  

https://docs.unity3d.com/Manual/index.html?_ga=2.86967966.748092039.1561632937-1217593238.1561632937
https://docs.unity3d.com/Manual/index.html?_ga=2.86967966.748092039.1561632937-1217593238.1561632937


科目名:アルゴリズム 

担当教員 小野 浩一 

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 2 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

 プログラムを作成するとき数の数え方、処理対象へのアクセス方法など、物と実際のアクセスの

方法について学習する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 以後のプログラミングの中で、学生がプログラミングを習得する上で、どのように作業を分解し

て流れを構築するかを学ぶための授業である。したがって、前提科目はない。プログラミングは、

アルゴリズムをベースとして、言語という装飾を施したものであるため、プログラミングの基礎と

なる科目である。 

 

授業項目                                 

(1) 変数の代入。処理の順次処理について 

演習：順次処理の流れを演習課題を通じて理解する 

(2) 比較について（比較演算子、論理演算子、true、false） 

(3) 分岐処理について 

(4) 分岐処理の演習（トレース、アルゴリズム解析） 

(5) 繰り返しについて 

 前判定型の繰り返し 

 後判定型の繰り返し 

(6) 繰り返し演習（トレース、アルゴリズム解析） 

(7) 分岐と繰り返しを組み合わせた処理（演習） 

(8) 配列について 

(9) 配列の演習問題期化 

(10) 線形探索 

(11) 二分探索 

(12) 番兵法 

(13) 並べ替え 

(14) 計算量 

(15) 復習 



(16) 単位認定試験 

 

授業の進め方                                 

 授業時間の中で、講義を行い、練習課題として演習を行う。 

 アルゴリズムを論じる上で、そのインデックスの取り方などで組み立てられるロジックが異なる

ため、インデックスの設定法を解説しながら、アルゴリズムを組手立てる。 

 

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

 基本的なアルゴリズムについて理解をする。 

 アルゴリズムを解析する過程で、インデックスなどの値の設定などについて理解する。 

 この授業を達成することで、プログラムを実装するときのアルゴリズムを他の技術書からの引

用を行う基本知識を習得できる。 

 

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

 定期考査の点数で 80%の評価を行う。 

 出席率及び授業態度として 20%の評価を行う。 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

 予習の指定はない。 

 復習は、各課の演習問題を解くこと。 

 

教科書                                 

特になし 

 

参考書                                 

 アルゴリズムとデータ構造 (第 2 版 ) (情報工学レクチャーシリーズ )  ； ISBN-13: 

978-4627810228 

 アルゴリズムとデータ構造(第 3版) ； ISBN-13: 978-4627726536 

 

 

 

 



実務経験                                

小野 浩一：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:フローチャート 

担当教員 小野 浩一 

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 2 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

 プログラムを作成するときに利用されるフローチャートの作図をマスターし、フローチャートを

ロジックを整理するツールとして利用できるようにする。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 以後のプログラミングの中で、アルゴリズムを図示化したフローチャートを作成し、フローチャ

ートをもとにしてプログラミングを行う。このため、フローチャートの共通の書き方を学ぶ。 

フローチャートは、アルゴリズムを反映したものであるため、アルゴリズムについての理解があ

るほうが良い。ただし、アルゴリズムについての必要なものについては、授業の中で説明を行う。 

 

授業項目                                 

(17) 概要について 

 フローチャートの種類について 

 フローチャートのメリットについて 

 読みにくいフローチャートについて 

 フローチャートツールについて 

(18) 使用する基本図形とルール 

 フローチャートで使用する図形記号について 

 フローチャートの記述ルールについて 

(19) ツールを利用したフローチャートの作成 

(20) 比較の書き方 

 If文とフローチャート 

(21) if文とフローチャート 

(22) 反復の書き方 

 while文とフローチャート 

(23) do～while文とフローチャート 

(24) 中間テスト 

(25) フローチャート①の復習 

(26) for文とフローチャート 



(27) 比較の書き方 

(28) switch文とフローチャート 

(29) 定義済み処理 

(30) その他の図記号 

 端子など、アルゴリズムを反映する以外に部分についての図記号・表記方法について解説

を行う。 

(31) その他のチャートについて 

(32) PAD、Scratch 

(33) UMLについて 

(34) 単位認定試験 

 

授業の進め方                                 

 授業における講義でフローチャートの表現方法について解説を行う。 

演習では、フローチャートを提示してトレースを行うことによりその流れを理解させる。 

その後、フローチャートのトレース問題に沿った演習課題のフローチャートを作成する。 

 

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

 基本的なアルゴリズムについて、フローチャートの記述方法について理解する。 

 設定された問題をプログラミングするうえで必要となるアルゴリズムをアルゴリズム記号を使

用して記述できるようになる。 

 

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

 定期考査の点数で 80%の評価を行う。 

 出席率及び授業態度として 20%の評価を行う。 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

 予習の指定はない。 

 復習は、各課の演習問題を解くこと。 

 

教科書                                 

特になし 

 

 



参考書                                 

特になし 

 

実務経験                                

小野 浩一：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                                  

繰り返しについては、ループ端記号を使用する。 

 

 

  



科目名:RPA 入門 

担当教員 植田 吉祥 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 4 

授業方法 講義・演習 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

 RPA（Robotic Process Automation）についての説明及びアプリケーションソフトとの連携につ

いて演習により技術習得をする。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 二年次に受講する PRA演習に向け、RPAの知識及び基礎的な技術を身に付ける。 

 

授業項目                                 

(35) 始める RPA入門（１） ～概要 

・RPAソフトウェアの種類 

・ロボットの種類の概要 

・環境構築プロセス 

 

(36) 始める RPA入門（２） ～こんにちは、世界 

・インタフェース 

・インタフェース ~全体像 

・インタフェース ~リボン 

・インタフェース ~アクティビティパネルほか 

・新規プロジェクトの作成 

 

(37) 始める RPA入門（２） ～こんにちは、世界 ロボット作成Ⅰ 

・手順の解説 

① フローチャートの追加 

② メッセージボックスの追加 

③ メッセージボックスを設定 

④ 実行エラーを確認 

(38) 始める RPA入門（２） ～こんにちは、世界 ロボット作成Ⅱ 

・手順の解説 

① StartNoを設定 



② 接続先のフローチャート 

③ 「こんにちは、世界」ロボットを実行する 

 

(39) 始める RPA入門（２） ～こんにちは、世界 ロボット作成Ⅲ 

・アクティビティ、フローワーク、プロパティ 

① アクティビティ 

② フローワーク 

③ プロパティ 

 

(40) 始める RPA入門（２） ～こんにちは、世界 ロボット作成Ⅳ 

・ロボット定義の流れ 

  ・変数の使い方 

 

(41) 始める RPA入門（２） ～こんにちは、世界 ロボット作成Ⅴ 

・ロボットに挨拶をさせる 

  ・作成手順 

① InputDialogを追加 

② InputDialogのプロパティ 

③ InputDialogのプロパティの設定 

④ 変数の設定 

⑤ アクティビティを接続 

 

(42) 始める RPA入門（２） ～こんにちは、世界 ロボット作成Ⅵ 

  ・作成手順 

① ロボット動作確認 

② MessageBoxでメッセージを受け取る 

  ・情報調査（アクティビティ、アクティビティのプロパティ、エラー表示） 

 

(43) 始める RPA入門（３） ～レコーディング編Ⅰ 

・レコーディングとは？ 

・Basicレコーディングをしてみよう 

・レコーディング待機画面 ~待機画面 

 

(44) 始める RPA入門（３） ～レコーディング編Ⅱ 

・レコーディング中の挙動 

① マウスを移動すると UI要素がハイライトされる 

② レコーディングの中 

③ レコーディングの中断の仕方 



④ レコーディングを保存する 

⑤ レコーディング結果 

 

(45) 始める RPA入門（３） ～レコーディング編Ⅲ 

・レコーディング結果 

 

(46) 始める RPA入門（３） ～レコーディング編Ⅳ 

・レコーディングのテクニック 

① レコーディングできるもの、できないもの 

② レコーディングテクニック ~アプリケーションの起動 

③ レコーディングテクニック ~テキストの取得 

 

(47) 始める RPA入門（３） ～レコーディング編Ⅴ 

・レコーディングのテクニック 

① 取得したテキストの確認 

② テキスト取得のアクティビティのプロパティ 

③ 取得した selector 

④ MessageBoxの追加 

 

(48) 始める RPA入門（３） ～レコーディング編Ⅵ 

・Basicレコーディング －Exercise 

・レコーディングの種類 

・Desktop vs Basic レコーディングの結果の比較 

 

(49) 始める RPA入門（３） ～レコーディング編Ⅶ 

・Citrix レコーディング 

① 画像の認識方法 

② Citrix レコーディングを実施 

③ Citrix レコーディング ~ 画像クリック 

④ Citrix レコーディング ~ テキストクリック 

⑤ クリックするテキストの選択 

 

(50) 始める RPA入門（３） ～レコーディング編Ⅷ 

・フロー制御 

・Flow Decision 

・if 

 

(51) 始める RPA入門（３） ～レコーディング編Ⅸ 



・変数への代入 

・繰り返しの制御 

 

(52) 始める RPA入門（３） ～レコーディング編Ⅹ 

・練習問題（正解するまで終わらない数当てゲームロボット） 

 

(53) 始める RPA入門（４） ～デバック編Ⅰ 

・デバック実行モード 

・Step into 

・Break points 

・Log Message 

 

(54) 始める RPA入門（４） ～デバック編Ⅱ 

・変数の表示 

・例外処理（Error Handlig） 

・例外処理 

 

(55) 始める RPA入門（４） ～デバック編Ⅲ 

・Try catch 

・例外処理エクササイズ 

 

(56) 始める RPA入門（５） ～アプリケーション自動化編Ⅰ 

・エクセルの自動化 

・エクセルの自動化 ～繰り返し 

 

(57) 始める RPA入門（５） ～アプリケーション自動化編Ⅱ 

・ブラウザの自動化 

・データスクレイピング 

 

(58) 始める RPA入門（５） ～アプリケーション自動化編Ⅲ 

・ワードの自動化 

 

(59) 始める RPA入門（５） ～アプリケーション自動化編Ⅳ 

・PDFからのデータの読み取り 

 

(60) 始める RPA入門（５） ～アプリケーション自動化編Ⅴ 

・Eメールの自動化 

 



(61) 始める RPA入門（５） ～アプリケーション自動化編Ⅵ 

・Eメールの受信 

・そのほかの細かいテクニック 

 

(28)(29)(30)(31)(32)課題作成 

  ・学習した内容を元に課題を作成し、提出する 

 

授業の進め方                                 

授業時間内に講義及びパソコンで演習を行う。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）                                 

授業項目に記した操作が全て出来るようになる事。 

 

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

定期考査の点数（80%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

特になし 

 

参考書                                 

UiPathではじめる RPA入門 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 

 

 

  



科目名 AIプログラミング入門 

担当教員 小野 浩一 

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 2 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

AI プログラミングにおいて代表的な言語である Pythonの基礎文法についての基礎を学ぶ。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

ビッグデータを活用するときに、Excelでの統計処理を基礎として学ぶ。この発展形として、クラウ

ドにあるビッグデータを活用する。このデータのアクセスの基本的なツールとして Pythonを学ぶ。 

 

授業項目                                 

(1) 基本的なプログラミング 

 Pythonを使ってできること。 

 Pythonの実習環境・概要などについて 

 Pythonインタープリタについて 

(2) 変数・名前について 

 整数と型 

 優先順位 

 型の変換 

 浮動小数 

(3) 文字列 

 クォートを使った作成 

 str()を使った文字列化 

 演算子による文字列の結合・加工 

 文字列の長さ、文字列の結合を行う関数、多彩な文字列操作、文字列の置換 

(4) リスト 

 リストの概要 

 リストの作成 

 リストのリスト 

 リストへの追加・削除 

 リスト内の存在有無のチェック 

(5) タプル 



 タプルについて 

 タプルとリストについて 

(6) 辞書 

 辞書について、辞書でできること、辞書の構造 

 辞書の作成 

 キーと値を使った操作について 

(7) 集合 

 集合でできること 

 集合の操作 

 集合の組み合わせと演算 

(8) コードの構造（１） 

 if文による分岐 

 if ~ else ~ 文による分岐 

(9) コードの構造（２） 

 while文による分岐 

 continue、breakによる制御の変更 

(10) コードの構造（３） 

 for文による反復処理 

 zip()、range()による数値シーケンスの反復処理、その他イテレータ 

(11) 内包表記 

 リスト内包表記 

 辞書内包表記 

 集合内包表記について 

(12) 関数 

 位置引数 

 キーワード引数 

(13) 名前空間とスコープ 

 名前空間の中の特殊な名前_と__ 

(14) エラー処理 

 エラーについて 

 例外について 

 try ~ except 

(15) オブジェクトとクラス 

 オブジェクトについて 

 クラス定義について 

 継承 

 メソッド 

(16) データの出力 



 ファイルの入出力 

 構造化されたテキストファイル 

 スプレッドシート 

 

授業の進め方                                 

講義と演習を組み合わせて授業を進め、理解度のチェックに Moodle を利用した小テストで確認を

行う。また、演習については、演習課題の提出を持って知識手の定着化を図る。 

 

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

講義・期末試験において行われるテストの 60%以上の理解を目標とする。知識として覚えきれない

ものについては、WEBを検索することで知識を引き出せる力の習得を目標とする。 

 

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

定期考査の点数（80%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

入門 Python 3, オライリー・ジャパン, ISBN978-4-87311-738-6 

Pythonの絵本, 翔泳社, ISBN：978-4798155135 

スッキリわかる Python入門,インプレス, ISBN-13: 978-4295006329 

WEB資料（https://tech-joho.info/python入門カリキュラム/） 

 

実務経験                                

小野 浩一：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 AIプログラミング演習 

担当教員 小野 浩一 

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 後期 学年 2 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

AI プログラミングでWEBクライアントを作成し、ビッグデータを操作する基礎を学ぶ。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

インターネット上にあるビッグデータを操作する方法をプログラミング言語 Python で行う。前提

となる授業は、HTML,AI プログラミング入門を踏まえたうえでの授業となる。 

 

授業項目                                 

(17) Pythonでデータ分析をする流れについて 

 取得したいデータ 

 課題の設定 

 データの収集法について  

(18) オープンデータの統計を利用する 

 オープンデータの収集について 

 社内 DBのデータの扱い方 

(19) Web APIでのスクレイピングでのデータの収集について 

 WebAPIとは 

 Webスクレイピング 

 データの前処理について 

 欠損データの扱い 

(20) カテゴリカルデータから連続データの変換 

 カテゴリカルデータから連続データへの変換 

 機械学習とモデル化 

(21) Pythonでデータ分析について 

 Pythonでデータ分析するメリットについて 

 Pythonでデータ分析するデメリットについて 

(22) 演習 

 課題：WEBスクレイピングとデータ登録 

(23) 演習 



 課題：WEB機械学習で仮想通貨を予測 

(24) 小テストと復習 

 

授業の進め方                                 

講義と演習を組み合わせて授業を進め、理解度のチェックに Moodle を利用した小テストで確認を

行う。また、演習については、演習課題の提出を持って知識手の定着化を図る。 

 

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

講義・期末試験において行われるテストの 60%以上の理解を目標とする。知識として覚えきれない

ものについては、WEBを検索することで知識を引き出せる力の習得を目標とする。 

 

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

定期考査の点数（80%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

入門 Python 3, オライリー・ジャパン, ISBN978-4-87311-738-6 

WEB資料（https://dividable.net/python/python-data-analysis/） 

WEB資料（https://blog.aidemy.net/entry/2018/08/23/195247） 

実務経験                                

小野 浩一：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 ＩＴパスポート（テクノロジ） 

担当教員 木村 利津男 

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 スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

ＩＴパスポートのテクノロジ分野について学習する 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

本学年末にＩＴパスポート試験の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(1) ハードウェア：ハードウェア、CPU 

(2) ハードウェア：主記憶装置、補助記憶装置 

(3) ハードウェア：入出力装置、入出力インターフェース 

(4) ソフトウェア：OS、ファイル管理 

(5) ソフトウェア：アプリケーションソフトウェア、表計算ソフト、関数 

(6) コンピュータで扱うデータ：2進数、文字コード、マルチメディア 

(7) データベース：データベース、データベースの作成 

(8) データベース：データベースの操作、抽出条件の指定 

(9)  ネットワーク：ネットワーク、プロトコル 

(10) ネットワーク：IPアドレス、インターネットへの接続 

(11) ネットワーク：インターネットに関する技術 

(12) セキュリティ：情報資産が抱える脅威 

(13) セキュリティ：脅威への対策 

(14) セキュリティ：暗号化技術 

(15) セキュリティ：情報セキュリティマネジメント 

(16) 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）                                 

ＩＴパスポートのテクノロジ分野の内容に関して約 7割の内容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 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

かんたん合格 ITパスポート教科書 インプレス 

 

 

実務経験                                

木村 利津男：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 ＩＴパスポート（ストラテジ） 

担当教員 木村 利津男 

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 2 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

ＩＴパスポートのストラテジ分野について学習する 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

本学年末にＩＴパスポート試験の合格を目指す 

 

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) 法務と財務：法務 

(13) 法務と財務：知的財産権 

(14) 法務と財務：財務 

(15) 法務と財務：財務諸表 

(16) 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）                                 

ＩＴパスポートのストラテジ分野の内容に関して約 7割の内容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 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

かんたん合格 ITパスポート教科書 インプレス 

 

 

実務経験                                

木村 利津男：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 ＩＴパスポート（マネジメント） 

担当教員 木村 利津男 

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 スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

ＩＴパスポートのマネジメント分野について学習する 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

本学年末にＩＴパスポート試験の合格を目指す 

 

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) システムの導入：システムの性能評価 

(4) システムの導入：システム監査 

(5) システムの導入：障害対策 

(6) 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 

(7) システム開発とプロジェクトマネジメント：開発順序 

(8) 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 

(9) 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 

(10) 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 

(11) 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 

(12) 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 

(13) 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 

(14) 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 

(15) 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 

(16) 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）                                 

ＩＴパスポートのマネジメント分野の内容に関して約 7割の内容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 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

かんたん合格 ITパスポート教科書 インプレス 

 

 

実務経験                                

木村 利津男：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 ＩＴパスポート（総合） 

担当教員 木村 利津男 

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 2 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

ＩＴパスポートの模擬試験及び解説を中心に行う 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

本学年末にＩＴパスポート試験の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(1) 模擬試験①（テクノロジ分野_1）⇒ 解説 

(2) 模擬試験②（テクノロジ分野_2）⇒ 解説 

(3) 模擬試験③（テクノロジ分野_3）⇒ 解説 

(4) 模擬試験④（テクノロジ分野_4）⇒ 解説 

(5) 模擬試験⑤（テクノロジ分野_5）⇒ 解説 

(6) 模擬試験⑥（テクノロジ分野_6）⇒ 解説 

(7) 模擬試験⑦（マネジメント分野_1）⇒ 解説 

(8) 模擬試験⑧（マネジメント分野_2）⇒ 解説 

(9) 模擬試験⑨（ストラテジ分野_1）⇒ 解説 

(10) 模擬試験⑩（ストラテジ分野_2）⇒ 解説 

(11) 模擬試験⑪（ストラテジ分野_3）⇒ 解説 

(12) 模擬試験⑫（ストラテジ分野_4）⇒ 解説 

(13) 模擬試験⑬（総合_1）⇒ 解説 

(14) 模擬試験⑭（総合_2）⇒ 解説 

(15) 模擬試験⑮（総合_3）⇒ 解説 

(16) 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）                                 

ＩＴパスポートの総合の内容に関して約 7割の内容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 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

かんたん合格 ITパスポート教科書 インプレス 

 

 

実務経験                                

木村 利津男：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 PowerPoint 

担当教員 植田 吉祥 

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 2 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

PowerPointの操作方法について学習する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

提示案件を相手に伝えるための効果的な話術、資料の作成、プレゼンテーション資料の作成などに

ついて技術について講義を行う。 

 

授業項目                                 

(19) PowerPointの基本 

(20) スライドの作成の基本 

 スライド作成のワークフローについて 

 スライドの複製と削除 

 行頭文字の変更 

(21) 図形の作成 

 図形を編集する 

 複数の図形を操作する 

(22) 図形の作成（続き） 

 SmartArtで図を作成する 

(23) 表の作成 

(24) グラフの作成 

(25) グラフの作成（２） 

(26) 画像の作成 

(27) 動画の作成・音楽の設定 

(28) アニメーションの設定 

(29) プレゼンテーションの実行 

(30) 配布資料の印刷 

(31) 授業まとめ 

 技法のまとめ 

 効果が薄いもしくは、マイナスとなる技法についての注意 



(32) プレゼン資料の作成（評価課題１） 

(33) プレゼン資料作成（評価課題１） 

 評価課題１の評価 

(34) プレゼン資料作成（評価課題２） 

(35) プレゼン資料作成（評価課題２） 

 評価課題２の評価 

 PowerPointの授業まとめ 

(36) 期末テスト 

授業の進め方                                 

PowerPointを使用した資料の作成法について、プロジェクタで投影しながら操作方法を学習する。 

全体的な PowerPointを学習したうえで、テーマを設定し、そのテーマに沿って資料作成を行う。 

提出された資料に従って、全体的な評価と提案を行うか阿智で授業をすすめる。 

 

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

設定されたテーマに対して効果的なプレゼンを行えるようになること。 

1 回目の演習後に、効果的なプレゼンを行う上での注意ポイントをまとめる。このまとめに従い実

施できているか否かにより評価を行う。 

 

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

プレゼンの評価（60%）、出席率および試験（40%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

今すぐ使えるかんたんmini PowerPoint 2019 基本技,技術評論社 

 

実務経験                                

 

備考                                  

  



科目名：スポーツ教育基礎演習Ⅱ 

担当教員 有田 博紀 

科目の種類 一般 単位区分 必須 単位数 10 

授業方法 講義・演習 開講学期 通年 学年 2年 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

 本授業では、社会人野球を通じて技能を向上とともに、チームプレイやフォーメーション、ルー

ルや戦術に関する知識と理解を深め、社会人として必要な、「挨拶」、「マナー」をグランドでの人活

動を通じて人間教育を行う。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 入学後の社会人野球を通じて技術を向上させる起訴段階に当たる。 

 

授業項目 （10単位＝160回分・320時間）                                

 オリエンテーション  第 1回～第 6回：12時間 

「挨拶」・「マナー」 

 運動の基本動作の理解  第 7回～第 40回：68時間 

 野球の技術構造の理解  第 41回～第 80回：80時間 

 練習法の理解と実装  第 81回～第 120回：80時間 

 野球の試合運営に関するサポート力など  第 121回～第 160回：80時間 

授業の進め方                                 

 実習を主として進める。 

 

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

 野球の知識・技能を習得する。（知識・理解）  

 野球の試合を通じてチームプレイやフォーメーションを理解する。（判断・思考）  

 野球の楽しさや奥深さを理解する。（関心・意欲）  

 野球の練習や試合を通じてチーム競技の協調性を養う。（態度・倫理）  

 練習法や指導法を身につけ、グループ学習におけるリーダーとしての資質を養う。（発信・表現） 

 

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



 日々のレポート提出（40％）、実技テストの結果（40%）と、授業の参加態度（20%）を持って、

評価する。 

 

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                                  

なし。 

 

  



科目名：e スポーツ教育基礎演習Ⅱ 

担当教員 植田 吉祥 

科目の種類 一般 単位区分 必須 単位数 10 

授業方法 講義・演習 開講学期 通年 学年 2年 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

 大会参加や運営など、eスポーツに関する活動や研究を行うことで、eスポーツを通じ、コンピュ

ータの仕組みや構造などを知る。またスポーツにかかわったことがない人でも参加でき、年齢、性

別を問わず大会に参加できることから「コミュニケーション能力」や「協調性」などの人間力の向

上をはかる。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 1，2年生で学習したゲームで勝つ力、コミュニケーション力に加えて、ゲームに対する運営側の

面について学習する。 

授業項目 （10単位＝160回分・320時間）                                

 eスポーツ実習 第 1回～50回 

eスポーツ大会に出場する協議のトレーニング 

 eスポーツ研究 第 51回～第 75回 

eスポーツに関する研究会を実施する 

スポーツとしての協議制について学ぶ 

 eスポーツ競技大会の開催運営 第 76回～第 100回 

学園祭などを通じて、eスポーツの大会の運営方法について学ぶ 

eスポーツを通じた人間力育成について検討する 

 eスポーツの普及活動 第 101回～第 150回 

学校における eスポーツの活動を広める 

（正しい理解と運営方法について） 

 学生間でのサポート体制 第 151回～第 160回 

学生相互の人間関係を豊かにするためのサポートを受ける側とサポーターの両面をロールプレイを

通じて学ぶ 

授業の進め方                                 

 実習を主として進める。 

 

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



 eポーツの体外に出場できる技術を向上させる。 

 eスポーツ競技大会の開催運営による企画・立案力の強化 

 eスポーツの普及活動を通じて、コミュニケーション力の向上 

 eスポーツを通じて、ゲーム環境の構築や設置ができる技術を身に着ける 

 

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

 日々のレポート提出（40％）、実技テストの結果（40%）と、授業の参加態度（20%）を持って、

評価する。 

 

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                                  

なし。 

 



科目名：Excel（VBA） 

担当教員 木村 利津男 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 8 

授業方法 講義・演習 開講学期 通年 学年 3 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

 Excelの自動化で使用されるマクロをさらに細かなコントロールをするために、VisualBasicを使

用したマクロの改造、自作、チューニングについて学習する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 1年次で学習する Eccelなどの Officeアプリケーション、2年次で学習するフローチャートやアル

ゴリズムに関する技術を習得したうえで、実務で使用される Excel を VisualBasic 言語を使用して

コントロールを行う技術スキルについて学習する。 

 

授業項目                                 

(1) Excelの画面操作とセルの操作方法について 

(2) VBA基礎知識（１） Visual Basic Editor の起動 

   プロパティウィンドウ、コードウィンドウ、プログラムの記述方法 

(3) VBA基礎知識（２）画面の動作と整理 

(4) 基本文法（１） Subプロシージャについて 

(5) 基本文法（２） コードの記述方法について 

(6) 基本文法（３） セル範囲の指定について Rangeオブジェクトと、valueプロパティ 

(7) 基本文法（４） 変数について、変数の宣言、変数の値の格納方法 

(8) オブジェクト（１） オブジェクトとは 

(9) オブジェクト（２） プロパティとメソッド 

(10) 条件分岐（１） 条件分岐 if文 

(11) 条件分岐（２） 条件が満たされない時の処理 

(12) 条件分岐（３） 複数条件の判定 

(13) 条件分岐（４） 条件文の中の条件文 

(14) 条件分岐（５） 条件分岐（select） 

(15) 条件分岐の演習（１） 

(16) 条件分岐の演習（２） 

(17) 繰り返し処理 条件分岐が Trueの間くりかえす。 

(18) 繰り返し処理（２） 条件分岐が Falseの間くりかえす。 



(19) 繰り返し処理（３） 必ず一度は実行するループについて 

(20) 配列  配列の概要と利用ポイント、宣言 

(21) 配列（２）  配列のインデックスの変更 

(22) プロシージャ Sub プロシージャについて 

(23) プロシージャ（２） Callによるプロシージャ呼び出しとパラメータについて 

   値渡しと参照渡しについて 

(24) プロシージャ（３） Functionプロシージャ 

(25) ダイアログ  メッセージの表示 

(26) ダイアログ（２） ボタンの種類とアイコンの表示 

(27) Rangeオブジェクトの取得 セルを参照する方法、連続したセルの参照 

(28) Rangeオブジェクトの取得 離れたセルの参照と操作 

    指定したオフセットだけ移動したセルの取得 

(29) 値と式の取得 値の設定と取得、式の設定と取得 

(30) 値敏樹の取得（２） R1C1形式の指定方法 

(31) セルの表示形式の設定 NumberFormatLocaleプロパティについて 

    数値の書式、通貨記号、正と負で書式を分ける 

(32) セルの表示形式の設定（２）日付の書式、時間の書式、文字の書式 

(33) セルの文字配置の設定 水平位置と垂直位置、インデント 

    均等割り付けで両端に空白文字を入れる 

(34) セルの文字配置の設定（３） セルも収まらない場合の処理、セルの結合と解除 

    縦書きと文字の角度 

(35) フォントやサイズの設定 Fontオブジェクト、フォント名とフォントサイズの設定 

    書体の設定、下線の設定 

(36) フォントやサイズの設定（２）文字の色の設定、文字飾りの設定、演習 

(37) セル罫線の設定  Borderオブジェクト、罫線の種類、罫線の色について 

(38) セル罫線の設定（２） 演習 

(39) セル罫線の設定（３） Borderコレクションを使用した罫線の作成 

(40) セル背景色の設定  Interiorオブジェクトと背景色、演習 

(41) セル背景色の設定（２） 網掛けの設定、演習 

(42) セルの選択  セルを選択する、選択されたセルを参照する 

(43) セルの設定（２） セルをアクティブにする、アクティブセルを選択・参照する。 

(44) セルの編集  セルの削除、セルの挿入、セルの切り抜き 

(45) セルの編集（２） セルのコピー、セルの様々な貼付、数式と値のクリア 

(46) セルにコメントを付ける コメントを設定する、Commentオブジェクトとコメントの変更 

    コメントをの状態の変更、コメントの削除 

(47) セルを結合する セルの結合、セルの結合の解除、結合されたセルの参照 

(48) その他の操作 ロックの解除 

(49) ワークシートの参照 Worksheetオブジェクトの取得、アクティブ化、シートの選択 



   シートの一括選択 

(50) ワークシートの追加 ワークシートの追加、ワークシートのコピー・移動 

(51) ワークシートの操作 表示/非表示の切り替え、シートの保護、シートの保護と解除、名前変更 

(52) ブックの参照 Workbookオブジェクトの取得、ブックをアクティブにする 

   アクティブブックのオブジェクトを取得 

(53) ブックの作成と保存  新規のブックの作成、ブックを開く、ファイルの選択ダイアログ 

    様々な上書き保存、フォーマットの指定 

(54) グラフの参照 Chart オブジェクトの取得、グラフシートをアクティブにする 

(55) グラフの作成 グラフシートの作成、埋め込みグラフの作成、グラフのデータ範囲の設定 

(56) グラフィック関数 RGB関数 

(57) 演習 講座技術を使って Excelによるデータ入力と表整形とグラフを作成に関する演習 

  問題設定 

(58) 演習（２）演習続き、全体フローの作成 

(59) 演習（３）演習続き、表作成の為の設定項目の整理、VBAによる表現方法の復習 

(60) 演習（４）演習続き 

(61) 演習（５）演習続き、グラフ作成の項目をマクロで作り、項目の洗い出し 

(62) 演習（６）演習続き、VBAによるグラフの作成 

(63) 演習（７）演習続き 

(64) 演習（８）まとめと例解と解説 

授業の進め方                                 

VBAの文法についてスライドを使用し説明を行った後に、画面の例を見ながら例示する。 

その後、課題問題を行う。 

 

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

Excelで行っていた定型業務、又は関数で補えない処理をフローチャートとアルゴリズムの考えの元

に書かれた資料を基に、自ら VBAを使用してコーディングできる。 

 

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

単位認定試験の結果（80%）と、授業の参加態度（20%）を持って、評価する。 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

予習については、特になし。 

復習については、授業で行った基本的なプログラムについて記述できること。 

 



教科書                                 

なし。 

 

参考書                                 

 例題で学ぶ Excel VBA入門 （ISBN-13: 978-4846018115） 

 いちばんやさしい Excel VBAの教本 人気講師が教える実務に役立つマクロの始め方 

（ISBN-13: 978-4295003069） 

 Excelマクロ&VBA やさしい教科書 [2019/2016/2013/Office 365対応] 

（ISBN-13: 978-4815603908） 

 Office Pro （https://www.officepro.jp/excelvba/） 

 

実務経験                                

木村 利津男：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：ビジネスアプリ活用① 

担当教員 植田 吉祥 

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 3 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

 パソコンで用いられるビジネス用途のアプリの使用方法について学習する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 パソコン上のアプリの基礎を習得する。子の授業で学習した内容をもとにして、ビジネスアプリ

②では、スマートフォンと連携した学習を行う。 

 

授業項目                                 

(65) インターネットのクラウドの利用、ファイル内検索 

・ファイルの検索方法アプリについて 

・クラウドを活用したファイルの検索 

(66) Googleアカウントの作成 

学習に必要な Googleアカウントの取得と、セキュリティについて 

(67) エクスプローラーの使用について 

・Windowの基本的なファイラーエクスプローラーについてのまとめ 

(68) Googleメールのアウトルックでの利用方法 

・Outlook2016で Googleメールを扱うための設定方法について 

(69) メールの作成と送信方法について 

・メールの作成と、メール作成上（書き方のマナーについて） 

・ビジネスメールの署名と送信・受信について 

(70) メールアドレスの登録と送受信について 

(71) Outlookのまとめ 

・Outlookの使用方法について、テーマを設定しレポート形式で機能の調査と報告を行う。 

・レポートの構成、提出方法について学習する 

(72) Outlookのまとめ 

・前回の続き 

(73) Outlookのまとめ（２） 

・前回の続きとまとめ 

(74) インターネットアプリのダウンロードサイトについて 



(75) ファイルの暗号化アプリについて 

・標準的なメールの圧縮方法である ZIP形式の圧縮について学習する 

・暗号化 ZIP形式のメールについての作成方法とそのセキュリティについて学習する 

(76) 巨大ファイルの送信方法 

・巨大サイズ（25MB 以）のファイルの送受信について、インターネットサービスを切り替え

て事例学習する 

(77) ファイルの圧縮・回答についての様々なソフトウェアの使用法 

・圧縮・解答技術について学習する 

(78) メモアプリについて 

スマホとパソコンの両方で利用できるメモサービスについて学習する 

(79) メモアプリについて（２） 

(80) 単位認定試験 

授業の進め方                                 

インターネットで実際にいようされているアプリをダウンロードし、そのインストール方法などに

ついて学習する 

 

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

アプリを授業・仕事に活用することができること。 

 

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

単位認定試験の結果（80%）と、授業の参加態度（20%）を持って、評価する。 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

予習については、特になし。 

 

教科書                                 

なし。 

 

参考書                                 

なし 

 

実務経験                                



なし 

 

備考                                  

 

  



科目名：ビジネスアプリ活用② 

担当教員 植田 吉祥 

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 3 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

 パソコン上のアプリの基礎を習得する。子の授業で学習した内容をもとにして、ビジネスアプリ

②では、スマートフォンと連携した学習を行う。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 ビジネスアプリ①で習得した内容をもとにして、スマホと連携したアプリの操作方法について学

習する。 

 

授業項目                                 

(1) Googleカレンダーの利用方法 

・ビジネスアプリとは、代表的あビジネスアプリ G Suiteについて 

・Googleカレンダーのアクセス方法と、予定の作成について学習する 

(2) Googleカレンダーの利用方法（２） 

・Googleカレンダーをユーザー間で共有する方法について学習する。 

(3) Googleドライブの利用方法 

・Googleドライブの活用方法 

(4) Googleドライブの利用方法（２） 

・ローカルに Googleドライブを作成する方法 

(5) Googleドライブの利用方法（３） 

(6) Gmailの利用方法 

(7) Google Formの利用方法 

・アンケート/調査システムで使用されるアンケートについて 

(8) Google chat/Meetingの利用方法 

・Googleが提供するチャット・コミュニケーションサービスについて 

(9) Google Keepの利用方法について 

・メモツールについて学習する 

(10) Googleアカウントのセキュリティ 

アカウントのセキュリティについて学習する。 

(11) OneDriveのメール機能（Outlook.com） 



・マイクロソフトアカウントの取得 

・Outlook.comのメール機能について 

(12) OneDriveとWindowsの連携 

・Outlook2016と Outlook.comの連携について 

・Outlook2016の操作について 

(13) メールアカウントの追加とプライバシーについて 

・メールアカウントの追加について 

・メールのプライバシーについて 

(14) Outlook.comのまとめ 

・Outloo2016の操作方法のまとめ 

(15) OneDriveのカレンダー機能 

Microsoftアカウントとカレンダー機能について 

(16) OneDriveの OneNote機能について 

OneDriveの提供するメモ機能について 

(17) 単位認定試験 

授業の進め方                                 

 アプリの追加と説明を行い、実際にアプリをインストールして検証する。検証ののち、アプリの

操作方法についてレポートにまとめる。 

 

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

Excelで行っていた定型業務、又は関数で補えない処理をフローチャートとアルゴリズムの考えの元

に書かれた資料を基に、自ら VBAを使用してコーディングできる。 

 

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

単位認定試験の結果（80%）と、授業の参加態度（20%）を持って、評価する。 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

予習については、特になし。 

 

教科書                                 

なし。 

 

参考書                                 



 

実務経験                                

 

備考                                  

 

  



科目名 RPA演習 

担当教員 植田 吉祥 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 4 

授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 3 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

RPA（Robot Process Automation）についての基本的な考え方・基本的な操作方法を演習を行いな

がら身につける。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

ビジネスの現場では、定型的な処理について、コンピュータによる省力化が図られている。本学科

で学ぶ Excel などのオフィスソフトや、HTML についての作成は自動化の対象となるものである。

1年次にそれらの基本的なソフトウェアについて学習し、2年ではソフトをコンピュータで自動的に

操作する技術を身につける。 

 

授業項目                                 

(1) RPAについての概要 

RPA概論1（業界の知識、UiPathの製品についての理解、RPAの制約） 

(2) RPAについての概論（２） 

RPA化に適した作業の選定方法 

(3) RPAについての概論（３） 

RPAジャーニーの推進方法の理解 

(4) RPAソフトウェアのインストール 

授業で使用する RPAソフトウェア（UiPath Studio ）のインストールについて学習する。 

(5) RPAソフトウェアのインストール 

授業で使用する RPAソフトウェア（UiPath Studio X）のインストールを行う。 

Officeツールに限定したソフトウェアの RPA処理を体系的に学習する 

(6) RPAツールの操作方法について 

UiPath Studio Xの画面操作について学習を行う。使用できるカード（使用できるアプリケーシ

ョン）、アクティビティ（使用できる対象動作）について学習する。 

(7) RPAのシナリオ演習１ 

 
1 WEB資料（RPA スターター ~はじめての UiPath 

Stdio~,https://www.uipath.com/ja/academy/training?hsCtaTracking=c9ea9f2a-a8f8-4dda-9cac-0f7f7d

b55787%7C5afc9269-21eb-4799-a5d9-bfcda6255d04#T_1） 



Excelの操作（フィルタ、データ抽出）を行う方法についてシナリオについて解説をする。 

RPAソフトウェアを使用して、自動化の演習を行う。 

(8) RPAのシナリオ演習１（続き） 

Excelの操作について解答例の提示と解説を行う。 

(9) RPAの保存データの提出 

GitHub.comを利用したファイルの提出方法について 

GitHubアカウントの作成方法について学習する 

GitHubのリポジトリの作成方法について学習する 

GitHubへのリポジトリへの登録方法について学習する 

(10) RPAのシナリオ演習２ （Excel、Outlookの連携） 

宛先メールアドレス、件名、本文の記載された Excel ファイルを元にして、outlook2016 を利

用してメールを送信する。 

※Outlook2016のアカウント取得と初期設定について 

(11) RPAのシナリオ演習２（演習） 

Excelファイルの作成方法について 

RPAプログラミング 

(12) RPAのシナリオ演習２（レポート作成とまとめ） 

PowerPointを利用したレポートの作成について 

提出について 

(13) RPAのシナリオ演習３ 

(14) RPAのシナリオ演習３（続き） 

(15) RPA Studioについての学習を行う。 

RPA Studio Xから RPA Studioで差分機能についての説明 

(16) RPA Stuidoについての学習を行う。 

UiPath概要・基本操作 

UiPath Studio 開発 初級コース2 

UiPathの概要、UiPathの再インストール 

UiPath概要・基本操作（２） 

UiPath Studioの基本操作 

(17) RPAで操作できる対象など、対象物となる概要 

(18) RPAソフトウェアのインストールについて 

 UiPathの再インストールについて 

(19) RPAソフトウェアの画面構成について 

(20) 対象業務の洗い出し 

 ”仕事”の詳細化（分割）について 

(21) フローチャートの作成 

 
2 WEB資料（UiPath Studio 開発 初級コース、

https://academy.uipath.com/learningpath-viewer/1954/1/153408/11） 



 JISフローチャートの記号について 

 フローチャートの読み方 

(22) フローチャートの作成（２） 

 【演習】サンプル業務の分析とフローチャート化 

(23) フローチャートの作成（３） 

 分岐・繰り返し・順序などのフローチャートの作り方。 

(24) フローチャートの作成（４） 

 【演習】Excel帳票を作成するときのフローチャートを分岐・繰り返し・順序で表す。 

(25) 業務工程の抽出 

 業務フロー要素の詳細化 

(26) 評価シートを用いた評価 

 評価シートとは 

 適切な評価シートの作成法 

(27) RPAアセスメント・トレーニング 

 RPA導入前に必要な業務の可視化 

 RPAの適合性のチェックなど、RPA導入後の失敗のリスク分析に関するメソッドについて 

(28) RPAアセスメント・トレーニング（２） 

 対象業務の洗い出し 

(29) RPAアセスメントトレーニング（３） 

 業務プロセスの可視化（フローチャートの作成） 

(30) RPAアセスメントトレーニング（４） 

 RPAを適用する業務工程の抽出 

(31) RPAアセスメントトレーニング（５） 

 評価シートを用いた RPAの適用度のチェック 

(32) 単位認定 

RPAの基礎項目について単位認定試験を行う。 

 

授業の進め方                                 

基本的な知識については、PowerPoint を使用した資料を使い、講義を行う。RPA のソフトウェア

に関する部分については、演習をとうして、その操作方法を学習する。 

 

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

基本的なロボットプロセスオートメーションがどのように活用できるかを理解する。 

RPAソフトウェアの基本的な使用方法について理解し、動作の実現ができるようになる。 

UiPathアカデミーにおける「RPA スターター ~はじめての UiPath Studio~ 

」と「UiPath Studio 開発 初級コース」のコース終了を目標とする。 



- 

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

テストでの評価（80%）、出席率および試験（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

WEB演習資料（https://www.growship.com/robooperator/practice/） 

 

実務経験                                

 

備考                                  

 

  



科目名：ビジネスモデル研究 

担当教員 木村 利津男 

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 後期 学年 3 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

 ビジネスモデルが、「顧客がだれか」「何の価値を提供するのか」「どのようにその価値を提供する

のか」「なぜそれが利益を生み出すのか」に着目してそのモデルについて分析を行う。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 前提となる授業は、「デザイン思考」である。ビジネスモデルの研究では、従来のビジネスモデル

の分析を行い、その上でデザイン思考による新しいイノベーションを加えたビジネスモデルの提案

を行う。 

 

授業項目 （6コマ＝48回）                                

(1) ビジネスモデルとは 

ビジネスモデルの種類について 

(2) 身近なビジネス 

漁業・農業について、原価・売上・利益の仕組みを説明 

(3) 将来の「ビジネスモデル」を描く 

演習：３W１Hの項目で報告書を探す 

(4) 会社のお金の流れ 

会社のお金の流れについては 9つの流れがある。これらのお金の流れについて解説する 

(5) 会社のお金の流れを復習する 

前回の復習と、小テストの実施 

(6) ビジネスモデル図鑑 

おれのフレンチをサンプルに説明 

(7) あなたのビジネスモデル（報告書） 

前回の続き 

(8) ビジネスモデル図鑑 

小松製作所をサンプルに説明 

(9) SWAT分析 

SWAT分析について解説を行う 

実企業に対して、SWAT分析を行い、企業の弱み・強みを考える 



(10) 演習 

分析対象企業の設定 

分析対象企業に対しての分析 

分析対象企業に対してイノベーションの提案 

(11) ビジネスモデルのキャンパスについて 

「顧客セグメント」「価値提案」「チャネル」「顧客と関係」「リソース」「主要活動」 

「パートナー」「収益の流れ」「コスト構造」 

(12) 戦略キャンバスの 4つのアクション 

業界の常識として、製品やサービスに備わっている要素のうち、取り除くべきものは何か？ 

業界の標準と比較して、思い切り減らすべき要素は何か？ 

業界の標準と比較して、大胆に増やすべき要素は何か？ 

業界でこれまで提供されていない、今後付加するべき要素は何か？ 

(13) VRIO分析 

競争優位の源泉を企業独自の経営資源によるものとして捉え、その経営資源や組織能力を分析する

際に用いるフレームワークについて学習し、実際の企業分析を行う。 

(14) ビジネスモデル図解ツールキットを使用したビジネスモデルの分析 

ビジネスモデル図解ツールキットを使用して、ビジネスモデルを図解化して検証を行う。 

(15) 経営システムの評価の構造と要因分析方法 

評価の項目である「ドライバー」「イネーブラー」「パフォーマンス」の 3 つのクラスタを理解し企

業分析を行う。 

経営システムモデルの図解化について学習する 

(16) ビジネスモデル・キャンバス・ジェネレーション 

ビジネスモデルキャンバスから導かれる９つの構成要素から分析を行う方法について学習する。 

勝利企業の分析（Google、Amazon、Skypeなど） 

(17) ビジネスモデルツリーとビジネスモデルマップ分析 

ビジネスモデルツリーとビジネスモデルマップのフレームワークについて理解する。 

現在の勝利企業に当てはめてビジネスモデルの分析を行う。 

(18) ビジネスモデルイノベーションフレームワーク 

すでに提案されているイノベーションを起こす「フレームワーク 10」について理解する。 

9つの構成要素とリスク要素の 10戸でビジネスモデルを分析する方法について学習する 

(19) 成長戦略の分類 

23種のビジネスモデルを分類しモデルの強みを詳細分析する 

(20) 顧客セグメントの強化パターン分類 

ビジネスモデルの分類・整理とパターン化について学習する 

(21) ビジネスモデル分析法の特徴についてのまとめ 

(22) 共感マップによる新規ビジネスモデルの分析 

共感マップから自社の現状を把握する。 

(23) 単位認定試験 



(24) ビジネスモデル分析演習  ①課題設定  （ゼミ演習） 

ビジネスモデルの分析となる企業を設定し、そのビジネスモデルの分析と企業に合わせたビジネス

モデルの提案を行う。以降の回では、ここまでの講義の中で学習した分析手法と、それに対するビ

ジネスモデルの改善提案を行い報告書として作成する。 

(25) ビジネスモデル分析演習  ②企業の SWAT分析 

(26) ビジネスモデル分析演習  ③ビジネスモデルのキャンパス分析 

(27) ビジネスモデル分析演習  ④VRIO分析 

(28) ビジネスモデル分析演習  ⑤ビジネスモデルツリーとビジネスモデルマップ分析 

(29) ビジネスモデル分析演習  ⑥成長戦略分析 

(30) ビジネスモデル分析演習  ⑦新規ビジネスモデルの分析 

(31) ビジネスモデル分析演習  ⑧報告書作成 

(32) ビジネスモデル分析演習  ⑨報告書作成 

(33) ビジネスモデル分析演習  ⑩発表資料作成 

(34) ビジネスモデル分析演習  ⑪発表 

(35) ビジネスモデル分析演習  ①課題設定  （ゼミ演習） 

ビジネスモデルの研究分析について、他業種・他企業で再度行う。 

(36) ビジネスモデル分析演習  ②企業の SWAT分析 

(37) ビジネスモデル分析演習  ③ビジネスモデルのキャンパス分析 

(38) ビジネスモデル分析演習  ④VRIO分析 

(39) ビジネスモデル分析演習  ⑤ビジネスモデルツリーとビジネスモデルマップ分析 

(40) ビジネスモデル分析演習  ⑥成長戦略分析 

(41) ビジネスモデル分析演習  ⑦新規ビジネスモデルの分析 

(42) ビジネスモデル分析演習  ⑧報告書作成 

(43) ビジネスモデル分析演習  ⑨報告書作成 

(44) ビジネスモデル分析演習  ⑩報告書作成 

(45) ビジネスモデル分析演習  ⑪発表資料作成 

(46) ビジネスモデル分析演習  ⑪発表 

(47) ビジネスモデル分析演習  ⑪発表における指摘事項の修正 

(48) ビジネスモデル分析演習  ⑪発表における指摘事項の修正 

授業の進め方                                 

 ビジネスモデル研究において、分析対象となる実企業を元に、そのビジネスモデルを分析をし、

思考に関する考え方については講義を行い、講義後に演習を行う。演習を行うことで、全体の理解

を即す。 

 

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

 本コースを履修することで、サービスを展開したり、プロダクトを作成したりするために、従来



の方法では生まれない方法を発見・行うことができるようになる。 

 

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

単位認定試験の結果（80%）と、授業の参加態度（20%）を持って、評価する。 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

予習については、特になし。 

復習については、授業で行った基本的なプログラムについて記述できること。 

 

教科書                                 

なし。 

 

参考書                                 

なし。 

 

実務経験                                

 

備考                                  

なし。 

 

  



科目名 RPA実習  

担当教員 植田 吉祥 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 6 

授業方法 実習 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

RPA演習にて学習したUiPathを使用して、そのソフトウェアの自動化についての実習を行う。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

RPA演習にて、RPAソフトウェアの一つである UiPath Studioの操作方法について学習ができて

いること。 

PRA演習のおける実習を通して、対象となる業務を理解し、ソフトウェアの操作法を解析して自

動化のソフトウェアの作成ができるようにする。 

 

授業項目（48コマ）                              

(1) UiPath Studioについての復習 

・演習を通してUiPathの機能について再確認する 

(2) UiPath Studioについての復習（２） 

・・演習を通して UiPathの機能について再確認する 

(3) 事例学習 

・Excel帳票に対する Excelデータの転記を行う。 

学校現場で使用される出席簿から、 

①週ごとの欠席時数のカウントを行い、週事の報告を作成する。 

②週ごとの報告書から月次報告書を作成し、出席報告書に転記する 

(4) 事例学習課題への理解 

・課題に対して、説明で不十分な点について、質疑応答形式での理解を図る。 

(5) 事例学習課題への理解（２） 

・引き続き、質疑応答形式により、理解を深めるとともに、作成要件をまとめる。 

(6) 業務フローの作成 

・課題の作業での業務フローを作成する。 

・本作業により、ロボットプログラミングの作成の順序を決定することができる。 

(7) 業務フローの作成（２） 

・上記作業の続き 

(8) 業務フローの作成（３） 



・上記作業の続き。終了次第、下記項目を進める。以下同じ 

(9) UiPathから必要カードの選択の検討  

・必要なソフトウェアの選択を行う。 

・ソフトウェアについては、他の手段の有無を考慮し、評価を行う。 

(10) UiPathのアクティビティの組み合わせの検討 

・作成中にソフトウェアのアクティビティがないなどとならないように、必要なアクティビテ

ィの評価を行う。 

(11) 業務フローの修正 

前項目にて評価後に不十分であった項目については、業務フローの修正を行う。 

(12) 業務フローレビュー 

・業務フローについてのレビューを行う。 

(13) UiPath Studioを用いたアクティビティの構築 

・実際のアクティビティ構築のための作業を行う。 

(14) UiPath Studioを用いたアクティビティの構築（２） 

・継続して、アクティビティを構築する。 

(15) UiPath Studioを用いたアクティビティの構築（３） 

(16) テストケースの作成 

RPAプログラミングが正しく行われているかを検証するために、テスト用のデータを用意する。 

(17) テストケースの作成（２） 

・上記項目を継続する。 

(18) テストの実施 

・テスト項目に対して 

(19) テストケースの検証と修正 

テストケースの検証のポイントについて学習し、再検証用のテストケースを作成する。 

(20) 再テスト 

・テスト項目の再検証の方法について解説し、再テストを行う。 

(21) 報告書作成 

・ここまでの学習と作成により、実際の RPA作業を報告書としてまとめる。 

(22) 報告書作成（２） 

・上記作業の継続 

(23) 報告書作成（３） 

・上記作業の継続 

(24) 単位認定試験 

・報告書の発表をもって試験とする。 

(25) 課題設定 

・RPAでの作業対象となるテーマの選択を行う。 

(26) 課題の細部の明確化 

・課題について熟読を行い、不明な部分について講師との間で不明事項の明確化をまとめる。 



(27) 業務フローの作成 

・明確化された課題について、課題に対する業務フローを作成する 

(28) 業務フローの作成（２） 

(29) UiPathのカードの選択 

・業務フローに従い、必要となるアプリ（＝カード）の選択を行う 

(30) UiPathのアクティビティの選択と検討 

・アクティビティの構築を行うとき、実現可能なアクティビティとなるようにアクティビティ

の選択を行う。 

(31) UiPath Studioを用いたアクティビティの構築 

・アクティビティ作成を継続的に行う 

（作業を継続し、必要な太アプリについては個別に対応を行う。） 

(32) UiPath Studioを用いたアクティビティの構築 

(33) UiPath Studioを用いたアクティビティの構築 

(34) UiPath Studioを用いたアクティビティの構築 

(35) UiPath Studioを用いたアクティビティの構築 

(36) UiPath Studioを用いたアクティビティの構築 

(37) UiPath Studioを用いたアクティビティの構築 

(38) テストケースの作成 

(39) テストの実施 

(40) UiPath Studioを用いたアクティビティの修正 

・テストで発生した不具合について、アクティビティの修正項目を検討し、反映する。 

(41) UiPath Studioを用いたアクティビティの修正（２） 

・アクティビティの修正が終えた時、全体の再テストを行う。 

(42) 報告書の纏め 

(43) 作業の発表準備 

・最終課題については、授業におけるアクティビティの作成など全体をまとめ、発表を行う。 

・発表資料の準備を行う。 

(44) 作業の発表準備（２） 

・発表用のシナリオの作成 

(45) 作業の発表準備（３） 

・発表用のスライドの作成 

(46) 作業の発表準備（４） 

・発表用のスライドの作成（継続） 

(47) 単位認定試験 

・RPAプログラミングの実習の発表 

授業の進め方                                 

 RPAの学習を振り返るとともに、課題テーマについて、課題文の提示、入力となる Excelデータ、



出力となる Excelデータを交えて解説を行う。 

 前半部分 30分を課題説明と作業概要の説明に割り当て、その後については学生主体の課題解決と

する。学生からの質問に対してーを行いフォローを行い、回答ではなく課題解決のヒントの提示を

行い、自己解決を促進する。 

 

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

 テーマの分析、活動内容を主体的に理解すること。 

 自ら解決のためのツールの操作方法を学習すること。 

 

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

単位認定試験の評価（90%）、出席率および試験（10%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

とくになし。 

 

実務経験                                

 

備考                                  

 

  



科目名：デザイン思考 

担当教員 木村 利津男 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 4 

授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 3 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

 デザインに必要な思考方法と手法を利用して、ビジネス上の問題を解決するための考え方にデザ

イン思考がある。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 1 年次で学習する Excel などの Office アプリケーション、2 年次で学習するフローチャートやア

ルゴリズムに関する技術を習得したうえで、実務で使用される Excel を VisualBasic 言語を使用し

てコントロールを行う技術スキルについて学習する。 

 

授業項目 （4コマ＝32回分）                                

デザイン思考とは 

ユーザ視点のマインドについて 

デザイン思考と分析思考の違いについて 

デザイン思考と分析思考（ロジカルシンキング）との違いを行い、その両者を明確に区別すること

により、デザイン思考を明確にする 

5つの問題解決手法 

 思考モデル「デザイン思考の 5段階について」、 

 「共感」、「定義」、「概念化」、「試作」、「テスト」について 

イノベーションを起こす開発 

マインドマップ 

 マインドマップとは 

 マインドマップの演習（事前のテーマ設定と練習） 

ブレーンストーミング 

 ブレーンストーミングとは 

 ブレーンストーミングの演習 

ユーザーインタビュー 

 サービスやプロダクトに対してユーザから潜在的なニーズを引き出すためのプロセスでの技法

について解説する。 

 UX（ユーザーエクスペリエンス）やヒューマンセンターデザイン(HCD)について学習する 



 インタビューの種類（エグゼクティブインタニュー、半構造化インタビュー、AIｍインタビュ

ー、グループインタビューについて学習する 

共感から問題定義ステップで使われるツール 

 親和図・・・・・・意見をグルーピングして、目標を決定するの使用される。KJ法 

 免疫マップ・・・・目標を阻害している固定概念を洗い出すのに使用される 

 ネガポシート・・・目標と固定概念の関係を整理し、問題を把握するのに使用される。 

問題定義 

ターゲット層、ユーザのニーズ、マーケットの状態、将来性についてデザイン思考では扱う問題に

対して定義を行う。４つの面から問題定義の方法について学習する 

アイデア創出 

定義された目的の達成へ向けたアイデアの創出を行う。質よりも量を重視してアイデアを出すため

に、ブレーンストーミングの手法を借りてアイデアの創出を行う。 

仮設検証 

デザインプロセスにおけるデザイン仮説について考える 

仮説は、価値仮設、課題仮設、ソリューション仮設の３つから構成されることを考える 

仮説検証の粒度・仮説検証の優先度 

作成された仮設に対して粒度をそろえ、同じレベルでの比較が可能な状態にする。 

仮説の優先度を考え優先事項を決定する 

ヴァリューグラフ 

目標を整理して、序列付け体系化する 

プロトタイピング（試作品） 

 プロトタイピングの価値 

 プロとタイピンの検証 

 プロトタイピングの効果 

 ビジネスモデルのプロトタイピングについての検証 

試作品を試しに使ってみるテスティング 

単位認定試験 

CVCA・WCA・SMART評価 

組織の在り方を確認するツール CVCA（顧客価値連鎖分析）とWCA（欲求連鎖分析）について学習

する 

二つのツールを利用して価値が満足につながっているかを検証する方法について学習する 

目標を SMART評価で評価し、目標を評価し、洗練し、選択するプロセスについて学習する 

サービスデザインの基礎 

組織運営をデザイン・連携・最適化することで、ユーザと従業員双方のエクスペリエンスを改善す

ることができる。この基礎的理論について解説する 

ジョブマップ 

ジョブ理論について学習する 

ニーズをキャッチし、顧客の動向に従って充実させるべきコンテンツやデリートすべき機能などを



考えるジョブマップについて学習する 

共感マップ 

顧客が何を聞いて、何を見て、どのようなことを考え、どんな行動に移すのかを可視化してくれる

フレームワークについて理解する 

ビジネスモデルキャンバス 

顧客のセグメントや提供する価値などを９つの項目で可視化できるフレームワーク「ビジネスモデ

ルキャンバス」について学習する。 

ビジネスモデルキャンバス（続き） 

MVPキャンバス 

必要最小限の価値だけを搭載した商材を開発するMVPについて学習する。 

無駄な仮説検証をなくすなどコスト削減できる手法について学習する。 

事業環境マップ 

自身の商材を取り巻く外部環境を具ライ的にまとめられるフレームワーク「事業環境マップ」につ

いて学習する。 

デザイン思考で陥りやすい注意点について 

デザイン思考の適用が適切でない場合、思った効果が得られないケースがある。これらのケースの

特徴として、そもそもデザイン思考を適用することが好ましくないケースがある。これらについて

学習する。 

d.seedモデルについて 

イノベーションを起こすための方法論についてのデザイン思考を５つのフェーズで表したモデルに

ついて学習する 

d.seedモデルについて（続き） 

インクルーシブデザインについて 

デザイン思考がイノベーションを起こすことを重点的に考えることに対して、高齢者や障碍者など

デザインプロセスから除外されてきた多様な人々を巻き込むデザインとしてのインクルーシブデザ

インについて学習する 

インクルーシブデザインの原則 

インクルーシブデザインの原則について学習する 

課題演習 

前回まで行った課題演習について課題を設定し、デザイン思考に当てはめた課題演習を行う。 

課題演習と解答 

課題演習を継続して行い、最終的にまとめて発表を行い、全体でデザイン思考の全体の流れを共有する 

単位認定試験 

授業の進め方                                 

 デザイン思考に関する考え方については講義を行い、講義後に演習を行う。演習を行うことで、

全体の理解を即す。 

 



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

 本コースを履修することで、サービスを展開したり、プロダクトを作成したりするために、従来

の方法では生まれない方法を発見・行うことができるようになる。 

 

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

単位認定試験の結果（80%）と、授業の参加態度（20%）を持って、評価する。 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                 

予習については、特になし。 

復習については、授業で行った基本的なプログラムについて記述できること。 

 

教科書                                 

なし。 

 

参考書                                 

なし。 

 

実務経験                                

 

備考                                  

なし。 

 

  



科目名：スポーツ教育基礎演習Ⅲ 

担当教員 林 亮介 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 4 

授業方法 講義・演習 開講学期 通年 学年 3 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

 本授業では、社会人野球を通じて技能を向上とともに、チームプレイやフォーメーション、ルー

ルや戦術に関する知識と理解を深め、社会人として必要な、「挨拶」、「マナー」をグランドでの人活

動を通じて人間教育を行う。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 スポーツ教育基礎演習Ⅰ，Ⅱで学習し、身に着けた技術を踏まえて受講する。 

 

授業項目 （4単位＝80回・160時間）                                

 オリエンテーション  第 1回～第 2回：4時間 

「挨拶」・「マナー」 

 運動の基本動作の理解  第 3回～第 20回：16時間 

 野球の技術構造の理解  第 9回～第 40回：40時間 

 練習法の理解と実装  第 17回～第 60回：40時間 

 野球の試合運営に関するサポート力など  第 25回～第 80回：16時間 

 

授業の進め方                                 

 実習を主として進める。 

 

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

 野球の知識・技能を習得する。（知識・理解）  

 野球の試合を通じてチームプレイやフォーメーションを理解する。（判断・思考）  

 野球の楽しさや奥深さを理解する。（関心・意欲）  

 野球の練習や試合を通じてチーム競技の協調性を養う。（態度・倫理）  

 練習法や指導法を身につけ、グループ学習におけるリーダーとしての資質を養う。（発信・表現） 

 

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



 日々のレポート提出（40％）、実技テストの結果（40%）と、授業の参加態度（20%）を持って、

評価する。 

 

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                                  

なし。 

 

  



科目名：e スポーツ教育基礎演習Ⅲ 

担当教員 植田 吉祥 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 4 

授業方法 講義・演習 開講学期 通年 学年 3 

学科・コース スポーツテクノロジー 

授業概要                                 

 大会参加や運営など、eスポーツに関する活動や研究を行うことで、eスポーツを通じ、コンピュ

ータの仕組みや構造などを知る。またスポーツにかかわったことがない人でも参加でき、年齢、性

別を問わず大会に参加できることから「コミュニケーション能力」や「協調性」などの人間力の向

上をはかる。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 1，2年生で学習したゲームで勝つ力、コミュニケーション力に加えて、ゲームに対する運営側の

面について学習する。 

授業項目 （4単位＝80回分・160時間）                                

 eスポーツ実習 第 1回～10回 

eスポーツ大会に出場する協議のトレーニング 

 eスポーツ研究 第 11回～第 20回 

eスポーツに関する研究会を実施する 

スポーツとしての協議制について学ぶ 

 eスポーツ競技大会の開催運営 第 21回～第 40回 

学園祭などを通じて、eスポーツの大会の運営方法について学ぶ 

eスポーツを通じた人間力育成について検討する 

 eスポーツの普及活動 第 41回～第 60回 

学校における eスポーツの活動を広める 

（正しい理解と運営方法について） 

 学生間でのサポート体制 第 61回～第 80回 

学生相互の人間関係を豊かにするためのサポートを受ける側とサポーターの両面をロールプレイを

通じて学ぶ 

授業の進め方                                 

 実習を主として進める。 

 

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



 eポーツの体外に出場できる技術を向上させる。 

 eスポーツ競技大会の開催運営による企画・立案力の強化 

 eスポーツの普及活動を通じて、コミュニケーション力の向上 

 eスポーツを通じて、ゲーム環境の構築や設置ができる技術を身に着ける 

 

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

 日々のレポート提出（40％）、実技テストの結果（40%）と、授業の参加態度（20%）を持って、

評価する。 

 

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                                  

なし。 

 

 


