
科目名 ゴールボール審判員養成 
担当教員 小鴨 由水 
科目の種類 一般 単位区分 選択 単位数 1 
授業方法 一般 開講学期 後期 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

ゴールボール競技のルールを学び、体験し、審判員として実践できるように育成する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

ゴールボール競技を通じて、障害の有無関係なく、支えるスポーツとしての大切さや魅力を学ぶ 

 

授業項目                                 

(1) ゴールボールについて 

・ゴールボールの歴史 

・動画視聴：パラリンピック(世界大会)の動画を視聴し、ゴールボールの迫力や 

      魅力を感じてもらい、イメージを持つ 

・感想を記入 

(2) ゴールボールのルールについて学ぶ 

・ルールを理解し、覚える 

(3) 確認テスト その１ 

(4) 確認テスト その２ 

(5) 確認テスト その３ 

(3)、(4)、(5) 

・確認テストを繰返し行い、演習がスムーズに行えるよう間違ったところは、覚えるまで 

 繰返し学習する 

(6) 演習 その１ 

(7) 演習 その２ 

(8) 演習 その３ 

(6)、(7)、(8) 

・ゴールボールを実際に行い、試合形式で審判を体験する 

 

授業の進め方                                 

１）(1)～(5)は、講義を行い、ルールを覚えるまで繰り返し確認テストを実施する 

２）演習では、実際にゴールボール競技を試合形式で行い、審判を行えるようにする 



 

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

ゴールボール競技のルールを理解して、審判ができるようになること 

  また、ゴールボール競技を通じて、障害の有無に関係なくスポーツを楽しみ、 

  競技を支える立場を経験すること 

 

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

 ・授業の参加態度 40％ 

  ・確認テスト   30％ 

 ・演習評価    30％ 

 

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                                 

ルールブック(日本ゴールボール協会) 

 

実務経験                                

 

備考                                  



科目名：情報社会学 
担当教員 西田 政幸 
科目の種類 一般 単位区分 選択 単位数 1 
授業方法 講義 開講学期 前期 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

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                                

西田 政幸：IT 企業において、プログラマとして勤務。 

 

備考                                  

 

 



科目名 ビジネス検定Ⅰ  
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 2 
授業方法 講義 開講学期 前期 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

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』、『支持の受け方と報告・連絡・相

談』、「来客人の対応と訪問の基本マナー』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) 授業概要についての解説 

キャリアと仕事へのアプローチ 

(2) 会社の基本とルールについて 

(3) 仕事の基本となる 8 つの意識 

顧客意識、品質意識、納期意識 

(4) 仕事の基本となる 8 つの意識（２） 

時間意識、目標意識、協調意識 

(5) 仕事の基本となる 8 つの意識（３） 

改善意識、コスト意識 

(6) コミュニケーションとビジネスマナーの基本 

円滑なコミュニケーションについて、コミュニケーションを支えるマナー、 

(7) コミュニケーションとビジネスマナーの基本（２） 

社会人としての身だしなみ、感じの良い挨拶 

(8) コミュニケーションとビジネスマナーの基本（３） 

お辞儀の基本、仕事中の態度と健康管理、出社から退社までと休暇のルール 

(9) 指示の受け方と報告・連絡・相談 

指示を受けるポイント、報告と連絡の仕方 

指示の受け方と報告・連絡・相談（２） 

連絡と相談の仕方と忠告の仕方 

(10) 話し方と聞き方のポイント 

ビジネスにふさわしい話し方、ビジネスにふさわしい言葉遣い、 



(11) 話し方と聞き方のポイント 

敬語の種類と必要性、 

(12) 話し方と聞き方のポイント（２） 

敬語と尊敬語の使い分け、聞き方の基本 

(13) 来客の対応と訪問の基本マナー 

(14) 来客の対応と訪問の基本マナー（２） 

(15) 会社関係での付き合い 

(16) 単位認定試験 

 

授業の進め方                                 

授業時間内には講義を行う。 

 

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』、『支持の受け方と報告・連絡・相

談』、「来客人の対応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（60%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

ビジネス能力検定 3 級 公式問題集 

実務経験                                

 

備考                                  

特になし



科目名 ビジネス検定Ⅱ   
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 2 
授業方法 講義 開講学期 後期 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

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』、『支持の受け方と報告・連絡・相

談』、「来客人の対応と訪問の基本マナー』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) 授業概要についての解説・仕事への取り組み方（１） 

・業務の流れとスケジュール、定型業務と否定形業務、マニュアル 

・効率的・合理的な仕事の進め方、PDCA について 

(2) 仕事への取り組み方（２） 

・スケジュール管理と情報整理、パソコンと情報ネットワークについて  

・電子メールの活用 

(3) ビジネス文書の基本 

・ビジネス文書の役割、ビジネス文書の種類について 

・社内文書の種類と作成例 

(4) ビジネス文書の基本 

・社外文書の種類と作成例、ビジネス文書のあいさつと様式について 

・封筒・はがきの使い方、電子メールの書き方 

(5) 電話応対 

・電話の受け方 

(6) 電話応対 

・電話のかけ方、電話の取次ぎと携帯電話のマナー 

(7) 統計・データの読み方・まとめ方 

・表とグラフの役割と特徴、表の読み方とまとめ方 

・グラフの作り方と特徴 

(8) 情報収集とメディアの活用 

・情報の取捨選択、インターネットなどからの情報収集 



・新聞からの情報収集 

(9) 会社を取り巻く環境と経済の基本 

・新聞の読み方について 

(10) 過去問・模擬試験 

過去問の解答と解説を行う。 

(11) 過去問・模擬試験 

(12) 過去問・模擬試験 

(13) 過去問・模擬試験 

(14) 過去問・模擬試験 

(15) 単位認定試験 

 

授業の進め方                                 

授業時間内には講義を行う。 

 

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』、『支持の受け方と報告・連絡・相

談』、「来客人の対応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%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

参考書                                 

ビジネス能力検定 3 級 公式問題集 

実務経験                                

 

備考                                  

特になし



科目名 モチベーションマネジメント 
担当教員 宮本 賀世子 
科目の種類 一般 単位区分 選択 単位数 4 
授業方法 一般 開講学期 通年 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

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                  

スポーツ分野での集中力の向上の元となる自分に対する動機づけについて学習する。その必要

性・セルフマネジメントについて学習し、演習を行う。 

 

授業項目                              

(1) 授業の概要について・モチベーションマネジメントについての概要 

(2) セルフマネジメントの方法とその手法Ⅰ 

(3) セルフマネジメントの方法とその手法Ⅱ 

(4) セルフマネジメントの方法とその手法Ⅲ 

(5) セルフマネジメントの方法とその手法Ⅳ 

(6) セルフマネジメントの方法とその手法Ⅴ 

(7) セルフマネジメントの方法とその手法Ⅵ 

(8) アンガーマネジメントの意味とコントロールⅠ 

(9) アンガーマネジメントの意味とコントロールⅡ 

(10) アンガーマネジメントの意味とコントロールⅢ 

(11) アンガーマネジメントの意味とコントロールⅣ 

(12) アンガーマネジメントの意味とコントロールⅤ 

(13) アンガーマネジメントの意味とコントロールⅥ 

(14) モチベーションの必要性Ⅰ 

(15) モチベーションの必要性Ⅱ 

(16) モチベーションの必要性Ⅲ 

(17) モチベーションの必要性Ⅳ 

(18) モチベーションの必要性Ⅴ 

(19) モチベーションの必要性Ⅵ 

(20) 個人と団体Ⅰ 

(21) 個人と団体Ⅱ 

(22) 個人と団体Ⅲ 



(23) 個人と団体Ⅳ 

(24) 個人と団体Ⅴ 

(25) 個人と団体Ⅵ 

(26) 思考力のコントロールⅠ 

(27) 思考力のコントロールⅡ 

(28) 思考力のコントロールⅢ 

(29) 思考力のコントロールⅣ 

(30) 思考力のコントロールⅤ 

(31) 思考力のコントロールⅥ 

(32) 単位認定試験 

 

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）                                

 セルフマネジメント、アンガーマネジメント、モチベーション、思考力のコントロールの分野の各項

目の 80%が理解できていること。 

 

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

 定期考査の点数（80%）、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 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・演習 開講学期 前期 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

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

けることを目的としたもの。 

 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

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

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

理解し．授業で使用できるようになること。 

 

 

授業項目                                 

(1) メール操作、Google ドライブ 

(2) 統合システム、Zoom、Moodle 操作 

(3) ノート PC のセットアップ、ネットワーク接続 

(4) ブラウザ、エディタのインストールと操作 

(5) Windows10 または Windows11 の基本操作 

(6) Windows10 または Windows11 のアプリケーション 

(7) Windows10 または Windows11 の設定 

(8) パソコンの活用 

授業の進め方                                 

授業時間内には講義と演習を交互に行う．  

 

 

 

 

 

 



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

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

る事。 

 

 

 

 

 

 

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

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

 

教科書                                 

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

 

 

参考書                                 

特になし 

 

 

実務経験                                

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                                  

特になし 

 



科目名 ビジネス文書 
担当教員 井上 栄治 
科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 2 
授業方法 講義・実習 開講学期 前期 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

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                                

井上 栄治：IT 企業において、プログラマとして勤務。 

 

備考                                  

 

 

 

 

 

 



科目名 表計算 
担当教員 井上 栄治 
科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 2 
授業方法 講義・実習 開講学期 前期 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

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                                

井上 栄治：IT 企業において、プログラマとして勤務。 

 

備考                                  

 

 

 

 

 

 



科目名 Word MOS  
担当教員 井上 栄治 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 2 
授業方法 講義と演習 開講学期 後期 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

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                  

Microsoft Office Specialist Word の資格対策の前提として、Word 入門を受講していること。 

 

授業項目                                 

(1) 授業概要についての解説、書式設定 

・リボン I/F からコピー、切り取り、貼り付けの方法を習得する 

・文字列の検索・痴漢について学習する 

・オートコレクトと特殊文字の挿入方法について学習する 

(2) 文字、段落、セクションの書式設定 

・文字書式の設定方法について学習する 

・行間の設定方法について学習する 

・段落の書式設定について学習する 

・ドロップキャップ、ワードアートについて学習する 

(3) 段落の並べ替え、グループ化 

・ページ区切り、段組み、段区切り、セクション区切りについて学習する 

(4) 表とリスト 

・行数や列数を指定して表を作成できる 

・文字列を表に変換できる 

・表のスタイルの適用とオプションの設定方法について学習する 

・表の構成要素（セル、列、行）の調整方法について学習する 

(5) 箇条書き、段落番号 

・箇条書きや段落番号の設定ができる 

・リストのレベルとアウトラインの設定、行頭文字の設定について学習する 

(6) 参考資料の作成と管理 

・ページ内の脚注や文末脚注の作成方法、レイアウトの設定、資料分権の登録と変更方法につ

いて学習する。 

・引用文献、図表番号の設定について学習する 



(7) 参考資料の作成と管理（２） 

・目次と表紙の作成 

・図形の挿入とサイズ・プロパティ、効果の設定、スクリーンショットの作成方法について学

習する。 

(8) 中間試験 

(9) グラフィック要素の挿入と書式設定 

・アート効果の適用、図の背景の削除、スタイル、塗りつぶしの方法について学習する 

・明るさやコントラストについて学習する 

(10) グラフィック要素の挿入と書式設定 

・図に文字列の折り返しを設定しレイアウトを行う方法について学習する 

・SmartArt の挿入、サイズやスタイルの変更、重ね合わせの順番について学習する 

(11) Word MOS 模擬試験 

(12) Word MOS 模擬試験 

(13) Word MOS 模擬試験 

(14) Word MOS 模擬試験 

(15) Word MOS 模擬試験 

(16) 単位認定試験 

 

授業の進め方                                 

Word MOS の試験内容について、個々のスキルについて説明を行い、練習問題を行い確認をする。 

第 11 回目以降では、模擬試験を使用して、試験対策を行う。 

 

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

Microsoft Office Specialist Word を合格すること。 

 

 

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

定期考査の点数もしくは MOS Word の受験時のスコア（80%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

 

参考書                                 



「Microsoft Office Specialist Microsoft Word 2016 対策テキスト& 問題集」（FOM 出版） 

 

実務経験                                

井上 栄治：IT 企業において、プログラマとして勤務。 

 

備考                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



科目名 Excel MOS  
担当教員 井上 栄治 
科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 2 
授業方法 講義と演習 開講学期 後期 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

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                  

ビジネスで使用される表計算ソフト Excel の操作に関する技術を、Excel MOS 資格の取得を通じ

て身に着ける。 

 

授業項目                                 

(1) 授業概要と、Excel MOS 資格についての受験についての概要を説明する。 

Excel のワークシートやブックの作成管理について学習する 

・新規ブックの作成方法、テンプレートからのブックの作成について学習する 

・テキストファイルからのインポート、シート名の変更・追加・コピーについて学習する 

(2) ワークシートやブックの書式の設定について理解する 

・名前ボックスを使ったセルの移動、ハイパーリンクの設定について理解する 

・用紙のレイアウトの設定、テーマについて学習する 

・ヘッダーやフッターについての設定について学習する 

・列の高さや、行の幅についての設定について学習する 

(3) ワークシートやブックのオプションと表示をカスタマイズする方法について理解する 

・表示モードの切り替えや表示倍率、ウィンドウ分割について学習する 

・ブックのプロパティ、クイックアクセスツールバーについて学習する 

・印刷設定や、異なるファイルの形式への出力について学習する。 

(4) ワークシートやブックの作成と管理について学習する 

・複数ページでタイトルの設定、ブック内の個人情報の削除やアクセシビリティについて 

(5) セルやセル範囲のデータ管理について学習する 

・オートフィル、ラッシュフィル、コピーと様々な貼り付け、セルの削除について学習する 

・データの置換方法、セルの書式設定、インデント、折り返し、結合について理解する 

・セルの表示形式とスタイルの適用方法について理解する 

(6) データをまとめて整理する方法について学習する 

・スパークライン、アウトライン、表に集計行を付加することについて学習する 

・テーブルに対して、条件付き書式の設定、カラースケールの適用などについて学習する 



(7) テーブルの作成と管理、スタイルの設定とフィルターなどの機能について学習する 

・セル範囲からテーブルを作成する方法、行と列の追加と削除、セル範囲の変換について 

・テーブルスタイルの適用方法について学習する 

・テーブルレコードの並び替えと抽出について学習する 

(8) 数式や関数を使用した演算の実行 

・相対参照、絶対参照、複合参照について学習する 

・sum 関数、average 関数、min 関数、max 関数、count 関数について理解する 

(9) 数式や関数を使用した演算の実行 

・if 関数、sumif 関数、averageif 関数、countif 関数について学習する 

(10) 数式や関数を使用した演算の実行 

・right 関数、lelft 関数、mid 関数、upper 関数、lower 関数、proper 関数について学習する 

・concatenate 関数について理解する 

(11) グラフやオブジェクトの作成について学習する 

・データ範囲を適切に選択し、グラフを作成する方法について学習する 

・グラフの調整方法について学習する 

(12) グラフやオブジェクトの作成について学習する（２） 

・グラフオブジェクトにたいして、図やテキストボックスの挿入について学習する 

・グラフオブジェクトの操作方法について学習する 

(13) 模擬試験 

(14) 模擬試験 

(15) 模擬試験 

(16) 単位認定試験 

 

授業の進め方                                 

授業時間内にパソコンで実習を行う。毎時、授業終了時に当日の授業内容についての演習記録の提出を

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                                

定期考査の点数もしくは MOS Excel の受験時のスコア（80%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 



なし 

 

参考書                                 

「Microsoft Office Specialist Microsoft Excel 2016 対策テキスト& 問題集」（FOM 出版） 

 

実務経験                                

井上 栄治：IT 企業において、プログラマとして勤務。 

 

備考                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



科目名 アルゴリズムⅠ 
担当教員 西田 政幸 
科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 2 
授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

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                                

西田 政幸：IT 企業において、プログラマとして勤務。 

 

備考                                  



科目名 アルゴリズムⅡ 
担当教員 西田 政幸 
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 後期 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

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                                

西田 政幸：IT 企業において、プログラマとして勤務。 

 

備考                                  



科目名 メディアコミュニケーション概論   
担当教員 西田 政幸 
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 データサイエンス学科 

授業概要                                 

メディア＝SNS ととらえて、SNS などのネットワークコミュニケーションについての一般的な知

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                  

メディアを通じたコミュニケーションについての技法を習得する。併せて法的な問題や「炎上」な

どの防止をする方法について解説する。 

 

授業項目                                 

(1) 授業概要についての解説（※ウイキペディアで SNS 検索） 

SNS の種類・歴史について学習する 

SNS が人気の理由について 

今後の SNS の発展について学習する 

(2) Twitter/Facecbook/Instagram について学習する 

Instagram のメリット・デメリット（他の SNS との比較有） 

https://www.d4dr.jp/topics/marketing/instagram-merit/参照 

Twitter のメリット・デメリット 

https://012cloud.jp/article/Twitter-howto 参照 

Facebook のメリット・デメリット（特に実名を使うことについて） 

https://appiro.jp/facebook/18829 参照 

(3) LINE とビジネスチャットについて 

LINE の情報流出の危険 

https://www.getgamba.com/guide/archives/16226/参照 

商用によるビジネスチャット利点の説明 

https://www.aspicjapan.org/asu/article/5228 参照 

(4) その他の SNS サービスについて 

日本における mixi、ニコニコ動画の隆盛 

mixi の問題点（事例） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/Mixi 参照 

(5) パソコンとスマホのサービス連携について 



最新の Windows10・11 では「スマホ同期」というアプリがありその利用方法 

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01987/031100001/参照 

(6) ネチケットについて 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83

%88 参照 

「ネチケット」と「ネットリテラシー」の違い 

https://meaning-difference.com/?p=17219 参照 

(7) SNS での法律 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000695577.pdf 参照 

(8) 単位認定試験 

 

授業の進め方                                 

授業は講義形式で行う。最終日に単位認定試験を行い評価する。 

 

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

SNS メディアに関する知識を習得している事。 

 

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

単位認定試験の評価（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                                 

 

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 情報活用Ⅰ 
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 開講学期 前期 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

情報活用試験 3 級の出題区分の『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) 情報とは：情報とデータ、2 進数について 

(2) 基数変換：2 進数⇔10 進数 

(3) 情報とは：ディジタルとアナログ、ビットとバイトについて 

(4) 情報とは：単位と補助単位 

(5) 情報を収集するための検索方法：いろいろな情報検索・情報の整理方法について 

インタビュー、アンケート、バズセッション、ブレーンストーミング、KJ 法等の手法につい

て学ぶ 

(6) 記憶装置の種類、入出力 I/F について 

各種メディアの容量について学習する 

(7) オペレーティングシステム 

オペレーティングシステムの構造とその仕組みについて学習する 

(8) Window の操作とファイル管理・拡張子について 

(9) インターネットについて 

インターネットについての概略について 

プロトコルとドメイン名 

(10) インターネットについて 

ネットワークの接続形態と回線形態について 

(11) ナローバンドとブロードバンド回線について 

回戦の特性とメディアについて 

(12) WWW の仕組み 

HTML タグ・CSS と WEB サーバーについての仕組み 

URL とドメインについて 

(13) WEB 技術・検索エンジン・プラグインなど周辺技術 



(14) 電子メールの仕組み・電子メールの書き方・マナー 

(15) 復習 

(16) 中間試験 

(17) ワープロについて 概要 

(18) ワープロについて 演習 

(19) 様々なアプリケーション 概要 

コンピュータ上で使用されるアプリケーションの種類について学習する 

(20) 身近なコンピュータと暮らし 

身近にあるコンピュータシステムについて概要を学習する 

(21) 身近なコンピュータと暮らし 

前回の理解と、試験問題（J 検抜粋）の演習 

(22) 情報社会の光と闇 

情報化社会による発展について学習する 

(23) 情報社会の光と闇（続き） 

デジタルデバイドなど情報社会についての負の面について学習する 

(24) 情報社会と情報モラル：情報社会の問題点 

(25) 情報社会と情報モラル：情報社会の問題点（続き） 

(26) 情報社会と情報モラル：情報社会における個人 

(27) 情報社会と情報モラル：知的財産権と著作権 

(28) 情報社会と情報モラル：その他の権利 

(29) 情報モラルについてまとめ 

(30) まとめ 

(31) 単位認定試験 

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『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                                 

情報処理活用試験３級 公式テキスト・問題集 実教出版 

 

実務経験                                

 

備考                                 



科目名 情報活用Ⅱ 
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 開講学期 後期 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

情報活用試験 3 級の出題区分の『アプリケーションソフトの利用』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) ネットワークの利用とエチケット： 

ネットワークの利用とセキュリティ、ネチケットに対する基礎的な知識 

(2) 分野別学習 アルゴリズム 

(3) 分野別学習 基数変換 

J 検 2 級対策として、8 ビットの 2 進数と１０基数変換 

(4) 分野別学習 情報の収集と整理 

アンケート、KJ 法、ブレーンストーミングなどの手法について 

(5) 分野別学習 ネットワークとプロトコルについてのまとめと演習（１） 

プロトコルと内容について過去問を基礎に解説演習 

(6) 分野別学習 ネットワークとプロトコルについてのまとめと演習（２） 

メールに用いるプロトコルについて学習する 

(7) 過去問演習 平成 30 年前期 演習と解説 

(8) 過去問演習 平成 30 年後期 演習と解説 

(9) 過去問演習 令和元年前期 演習と解説 

(10) 過去問演習 令和元年後期 演習と解説 

(11) 過去問演習 令和 2 年後期 演習と解説 

(12) 過去問演習 令和 3 年前期 演習と解説 

(13) 過去問演習 令和 3 年後期 演習と解説 

(14) 直前まとめ 

(15) 検定試験の解説 

(16) 中間試験 

※以後は IT パスポートのテクノロジ分野の学習を行う。（IT パスポート試験シラバスより抜

粋） 



J 検の結果に応じて修正の予定あり 

(17) 離散数学について 

・数と表現 2 進数と、表現可能な数値の範囲について 

・集合 ベン図と集合に関する基本的な知識について 

・論理演算について 論理演算の基本（AND、OR、NOT、XOR、NAND、NOR）と真理値

表について 

(18) 応用数学 

・確率と統計の考え方について 

 順列・組み合わせの確立について 

・統計の概要 

 度数分布表，ヒストグラム，代表値などの基本的な統計の考え方 

(19) AI 技術についての概要 

ルールベース，特徴量，機械学習（教師あり学習，教師なし学習，強化学習）， 

ニューラルネットワーク，バックプロパゲーション，活性化関数，ディープラーニング 

(20) データ構造とアルゴリズムについて 

基本的なデータ構造（ハッシュ、リストなど）、計算量 

代表的なアルゴリズムについて 

(21) データ構造とアルゴリズム その２ 

(22) プログラミング言語 

プログラミング言語の種類と特徴について 

コーディング規約、プログラミング構造について 

マークアップについて 

マークアップ言語と JSON について 

(23) コンピュータの構成要素 

基本的なコンピュータの構成要素（CPU,メモリ、HDD など） 

IoT デバイス（センサについて） 

(24) システム構成 

処理形態（集中処理，分散処理，並列処理，レプリケーション） 

システム構成ついて（デュアルシステム，デュプレックスシステムなど） 

利用形態（対話型処理，リアルタイム処理，バッチ処理） 

(25) システムの評価指標 

システムの性能、システムの信頼性、稼働率について 

(26) オープンソースについて 

オープンソースソフトウェア 

(27) 情報デザイン 

デザインの原則（近接，整列，反復，対比），シグニファイア，構造化シナリオ法，UX デザ

イン（User Experience デザイン） 

 



ユニバーサルデザインについて 

インタフェースの設計について 

(28) 情報メディアについて 

(29) マルチメディアについての知識 

(30) データベースと SQL について 

(31) まとめ 

(32) 単位認定試験 

 

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『アプリケーションソフトの利用』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。 

J 検の合格を基本とする。J 検後は、ITP 試験の受験に向けて、知識の習得を行う。 

 

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

定期考査の点数（80%）、授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

情報処理活用試験３級 公式テキスト・問題集 実教出版 

 

実務経験                                

 

備考                                 



科目名 データサイエンス概論  
担当教員 田畑 俊彦 
科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 
授業方法 講義 開講学期 前期 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

データサイエンスとはどういったものか、どういったスキルが必要となるかといった、全体的な

知識を学ぶ。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 データサイエンスの基礎技術に登場する様々な分野についての全体像を学ぶ。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を習得する基礎を学ぶ。 

授業項目                                 

(9) 機械学習の基礎 

機械学習についての全般的な知識について習得する 

(10) 統計学の基礎 

データを用いた学習の正規化に関する知識について習得する 

(11) 教師あり学習と教師なし学習 

学習を行う際には、入力値に対して正誤が示される教師あり学習と、それらがない教師なし学

習に分けられる。これらの違いについて学習する。 

(12) クラスタリング 

教師なし学習の代表格として、クラスタリングがある。このクラスタリングの代表的手法とし

て k-means 法がある。これらの概略について学習する。 

(13) 微分、数値積分 

学習を行う際に、正しい答えを探す過程で誤差関数の最小点を見つけるために、関数の傾きを

探す必要がある。この時に、傾きとは微分のことであり、その微分がどのように行われるかに

ついて学習する。 

(14) ベクトルと行列 

 ニューラルネットワークのモデルは、3 次元配列をベースにした形で表現ができる。この 3

次元配列の計算がベクトルの計算になることを理解し、コンピュータ言語で実装可能な形（配

列）を使用してあらわされる事を示す。 

(15) 行列の加減乗 

ベクトルの計算方法について学習する。 

(16) 単位認定試験 

 



授業の進め方                                 

講義により全体を説明する。Moodle によるミニテストにより確認を行うとともに、最終授業での

単位認定試験により評価を行う。 

 

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

データサイエンスの技法について理解できること。 

 

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

単位認定試験の成績（80％）と、出席率および授業態度など（20％）で評価する。 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

 

実務経験                                

 

備考                                  



科目名：データサイエンス基礎Ⅰ 
担当教員 田畑 俊彦 
科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 
授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

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

方法を学ぶ。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

データサイエンスを学ぶ上で必要となる、データ分析の基本を学ぶ。 

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

 

授業項目                                 

(1) データサイエンスとは、実際にデータを用いての説明 

(2) データサイエンティストとは 

(3) Python および Google Colaboratory の活用 

(4) Google Drive との連携、pandas の活用① 

(5) Google Drive との連携、pandas の活用② 

(6) Google Drive との連携、pandas の活用③ 

(7) Google Drive との連携、pandas の活用④ 

(8) 単位認定試験 

 

授業の進め方                                 

１） 講義した文法を使用したパソコンによるプログラミング実習 

２） サンプルデータを使用した演習の実施 

 

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

データサイエンスの基礎を習得し、pandas の扱いができる事。 

 

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

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



 

授業外学習（予習・復習）の指示                                

なし 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

なし 

 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 



科目名：データサイエンス基礎Ⅱ 
担当教員 田畑 俊彦 
科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 
授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

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

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

データサイエンスを学ぶ上で必要となる、データ分析の基本を学ぶ。 

グラフ化に必要となる、seaborn を学び、習得する。。 

 

授業項目                                 

(9) グラフで確認することの必要性、グラフについて 

(10) 棒グラフとは 

(11) 折れ線グラフとは 

(12) ヒストグラムとは 

(13) ヒートマップとは 

(14) 箱ひげ図とは 

(15) 散布図とは 

(16) 単位認定試験 

 

授業の進め方                                 

１） 講義した文法を使用したパソコンによるプログラミング実習 

２） サンプルデータを使用した演習の実施 

 

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

グラフの種類・役割を理解・習得し、適切なグラフを使用できる事。 

 

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

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

 



授業外学習（予習・復習）の指示                                

なし 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

なし 

 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 



科目名：データサイエンス基礎Ⅲ 
担当教員 田畑 俊彦 
科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 
授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 
 データサイエンスを行う上で必須となる機械学習の種類および使用方法を学ぶ。 
 
カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  
データサイエンスを学ぶ上で必要となる、データ分析の基本を学ぶ。 
機械学習の使用方法を学び、結果を確認することができるようになる。 
 
授業項目                                 
(17) 機械学習とは、機械学習の種類 
(18) 教師あり学習（回帰）① 
(19) 教師あり学習（回帰）② 
(20) 教師あり学習（回帰）③ 
(21) 教師あり学習（分類）① 
(22) 教師あり学習（分類）② 
(23) 教師あり学習（分類）③ 
(24) 単位認定試験 

 
授業の進め方                                 
１） 講義した文法を使用したパソコンによるプログラミング実習 
２） サンプルデータを使用した演習の実施 
 
授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                
機械学習の種類・使用方法を理解・習得し、機械学習を用いてデータ分析を実施できる事。 
 
成績評価の基準および評価方法                                
定期考査の点数（80%）、出席率及び授業態度など（20%）として評価を行う。 
 
授業外学習（予習・復習）の指示                                
なし 
 
教科書                                 
なし 
 
参考書                                 
なし 
 
 
実務経験                                
 
 
備考                                  
 



科目名：アスリート養成 
担当教員 株式会社 ATTAIN 

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 1 

学科・コース データサイエンス学科 

 
授業概要  
運動中と生体システムの知識を身につけることを狙いとし、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 

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

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 
▪ トレーニングの種類 
▪ 運動の目的と効果 
▪ プログラム作成 

 
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 

▪ 単位認定試験の点数で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４回の試験（前期２回、後期２回）を実施するが、毎回試験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 

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（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 プレゼンテーション 
担当教員 西村 洋平 
科目の種類 一般 単位区分 選択 単位数 2 
授業方法 講義・実習 開講学期 前期 学年 2 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

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

を理解する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

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

知識を習得する。 

 

授業項目                                 

(1) プレゼンテーションとは 

(2) プレゼンテーションのストーリー、視覚資料の作成１ 

(3) プレゼンテーションのストーリー、視覚資料の作成２ 

(4) PowerPoint を使ったプレゼンテーション資料の作成１ 

(5) PowerPoint を使ったプレゼンテーション資料の作成２ 

(6) PowerPoint を使ったプレゼンテーション資料の作成３ 

(7) プレゼンテーションテクニック１ 

(8) プレゼンテーションテクニック２ 

(9) プレゼンテーションテクニック３ 

(9) プレゼンテーションテクニック４ 

(10) プレゼンテーションの実施と反省１ 

(11) プレゼンテーションの実施と反省２ 

(12) プレゼンテーション資料作成１ 

(13) プレゼンテーション資料作成２ 

(14) プレゼンテーション資料作成３ 

(15) 単位認定（プレゼン実習１） 

(16) 単位認定（プレゼン実習２） 

 

 

 



授業の進め方                                 

１） 講義を聴講し、パソコンで PowerPoint 操作を行う 

２） 授業担当者からのアドバイス など 

３） moodle による確認テスト 

 

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

講究等でプレゼンテーションを実施するための知識や手順を習得する。 

 

 

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

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                

特になし 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

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

 

実務経験                                

西村 洋平： 

 

備考                                  

 

 

 



科目名 メンタルトレーニング 
担当教員 小鴨 由水 
科目の種類 一般 単位区分 選択 単位数 4 
授業方法 一般 開講学期 通年 学年 2 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

スポーツメンタルトレーニングのプログラムを習得、実践することにより、 

大切な試合で力を発揮できるようになるだけではなく、人生のあらゆる場面で役立てる 

ことができるようになる 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

スポーツ分野に必要不可欠な「心技体」の中の「心」の状態を整えることで 

日々のパフォーマンスを向上させ、今後指導者としても選手をサポートしていく 

立場においても学ぶことができる 

 

授業項目                                 

(9) スポーツメンタルトレーナーの仕事について 

(10) 「心をコントロールする」とは？ 

(11) 力を発揮できるコンディションをつくる 

(12) プレッシャーに強い自分になる 

(13) 一瞬で「できる自分」になる 

(14) 質問が究極の「やる気スイッチ」になる 

(15) 頑張る力を引き出す 

(16) 選手の主体性を引き出す 

(17) 成功のイメージを持つ 

(18) チームや個人が目標に近づく力を高める 

(19) 選手たちの悩みと指導者の悩み 

(20) 挫折を乗り越える力を身に付ける 

(21) 短所を長所に変える 

(22) 限界は超えられる 

(23) 目標を達成するために 

(24) 悩みを解決するスキル 

(25) 人間関係の悩み 

(26) 試合前後の心の状態を知る 

(27) スランプを乗り越える 

(28) 瞑想とイメージで最高の状態に 



(29) 良いチームを作るために 

(30) 良い影響を与える指導者とは？ 

(31) 信頼関係を築く 

(32) 自分の感情を客観視する 

(33) やる気を高める働きかけ 

(34) 指導者としての器を大きくする 

(35) チームのトラブルを解消する 

(36) 言葉かけ 1 つで人は変わる 

(37) チームを最高の状況に導く 

(38) エピソードは究極の伝えるスキル 

(39) まとめ（その１） 

(40) まとめ（その２） 

 

授業の進め方                                 

１） 講義 (実技) を行ったあと、毎時課題を行う 

２） 「まとめ」としてレポート提出 

 

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

スポーツメンタルトレーニングの各項目 

 ①勝つために必要なメンタルトレーニング 

 ②不安やスランプを克服するメンタルトレーニング 

 ③結果を出すための指導のあり方) 

を習得する 

 

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

 毎時課題の点数 40％ 

 まとめのレポート 30％ 

 授業の参加態度 30％ 

 

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                                

小鴨 由水 

 

備考                                  



科目名 プログラミング概論 
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 前期 学年 2 

学科・コース データサイエンス学科 

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) プログラムって何だろう 

Python をはじめよう 

 ・簡単な命令を実行してみよう 

 ・インタラクティブモードで遊んでみよう 

(2) Python でプログラムを書くときのルール 

(3) プログラムを構成する基本的な機能（変数、for、while） 

(4) プログラムを構成する基本的な機能（if、関数、機能拡張モジュール） 

(5) オブジェクトとデータ型の基本操作 

(6) オリジナルの関数を定義してみよう 

(7) マウスイベントを処理しょう 



(8) 文字列を活用する 

(9) リスト、タプルを活用する 

(10) リストやタプルからランダムに要素を取り出す 

(11) キーと値のペアでデータを関する辞書 

(12) 日付時刻を操作してみよう 

(13) ちょっと高度なデータの活用法 

(14) テキストファイルの読み書き 

(15) 内包表記でリストや辞書を生成する 

(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 いちばんやさしい Python 入門教室 

インプレス社 これから学ぶ   Python 

 

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 プログラミング基礎 
担当教員 西田 政幸 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 6 

授業方法 講義・演習 開講学期 通年 学年 2 

学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

Python を使用したプログラミングの基礎を学習する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

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

 

授業項目                                 

(1) Python とはどんな言語だろうか 

(2) VSCode のダウンロードとインストール 

(3) インタラクティブモードで実行する 

(4) Python プログラムを作成してみよう 

(5) 変数の取り扱いを理解しよう 

(6) 色々な組み込み型 

(7) モジュールをインポートしてクラスや関数を利用する 

(8) 条件判断は if 文で 

(9) if 文を活用する 

(10) 条件分岐の訓練 



(11) 処理を繰り返す 

(12) ループを活用する 

(13) 繰り返しの訓練 

(14) 例外の処理について 

(15) これまでのまとめ演習 

(16) これまでのまとめ演習 

(17) 文字列を活用する 

(18) 文字列を活用する 

(19) リストやタプルを活用する 

(20) リストやタプルを活用する 

(21) 辞書と集合の操作 

(22) 辞書と集合の操作 

(23) 関数を作成してみよう 

(24) 可変⾧引数と無名関数の取り扱い 

(25) 可変⾧引数と無名関数の取り扱い 

(26) 関数を活用する 

(27) 関数を活用する 

(28) 関数の訓練問題 

(29) テキストファイルを読み込む 



(30) ファイル読み込みの訓練 

(31) テキストファイルに文字列を書き込む 

(32) ファイル書き込みの訓練 

(33) クラス作成の基礎知識 

(34) Customer クラスの作成 

(35) インスタンス変数とクラス変数 

(36) クラスでメソッドを定義する 

(37) クラスに変数やメソッドを動的に追加する 

(38) メソッドを動的に追加する 

(39) アトリビュートを外部からアクセスできないようにする 

(40) アクセサメソッドをプロパティとして扱う 

(41) オリジナルのクラスや関数をモジュールとして利用する 

(42) モジュールにテスト用のステートメントを加える 

(43) Customer クラスを継承する 

(44) サブクラスでメソッドを追加する 

(45) 組込み型を継承する 

(46) クラスの訓練問題 

(47) 国家試験の Python の模擬問題 

(48) 国家試験の Python の模擬問題 



 

授業の進め方                                 

１） 講義した文法を使用したパソコンによるプログラミング実習 

２） 授業担当者からのアドバイス など 

３） moodle による確認テスト 

 

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

プログラミング及び Python の基本が理解出来ている事 

 

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

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                

特になし 

 

教科書                                 

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

 

参考書                                 

インンプレス 基礎 Python 

 

実務経験                                

西田 政幸：IT 企業において、プログラマとして勤務。 

 



備考                                  



科目名 HTML・CSS 
担当教員 植田 吉祥 
科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 6 
授業方法 講義・演習 開講学期 通年 学年 1 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

Web 開発環境を整える～HTML と CSS の基本 

 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

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

 

 

授業項目                                 

(1) Step01 HTML と WWW サーバー 

(2) Step01 HTML と WWW サーバー 

(3) Step01 HTML と WWW サーバー 

(4) Step02 タグの基本と改行 

(5) Step02 タグの基本と改行 

(6) Step02 タグの基本と改行 

(7) Step03 見出しと段落 

(8) Step03 見出しと段落 

(9) Step03 見出しと段落 

(10) Step 04 文字の装飾 

(11) Step 04 文字の装飾 

(12) Step 04 文字の装飾 

(13) Step 04 文字の装飾 

(14) Step 04 文字の装飾 演習 

(15) Step 04 文字の装飾 演習 

(16) 確認テスト 

(17) Step 05 画像の掲載 

(18) Step 05 画像の掲載 

(19) Step 05 画像の掲載 

(20) Step 05 画像の掲載 演習 

(21) Step 05 画像の掲載 練習問題 



(22) Step 05 画像の掲載 練習問題 

(23) Step 06 リンクの作成-1 

(24) Step 06 リンクの作成-1 

(25) Step 06 リンクの作成-1 

(26) Step 06 リンクの作成-1 演習 

(27) Step 06 リンクの作成-1 練習問題 

(28) Step 06 リンクの作成-1 練習問題 

(29) Step 07 リンクの作成-2 

(30) Step 07 リンクの作成-2 

(31) Step 07 リンクの作成-2 

(32) 確認テスト 

(33) Step 07 リンクの作成-2 

(34) Step 07 リンクの作成-2 演習 

(35) Step 07 リンクの作成-2 練習問題 

(36) Step 07 リンクの作成-2 練習問題 

(37) Step 08 CSS の基本-１ 

(38) Step 08 CSS の基本-１ 

(39) Step 08 CSS の基本-１ 

(40) Step 08 CSS の基本-１ 

(41) Step 08 CSS の基本-１ 演習 

(42) Step 09 CSS の基本-２ 

(43) Step 09 CSS の基本-２ 

(44) Step 09 CSS の基本-２ 

(45) Step 09 CSS の基本-２ 

(46) Step 09 CSS の基本-２ 演習 

(47) Step 09 CSS の基本-２ 演習 

(48) 確認テスト 

 

 

授業の進め方                                 

１） 教科書に記載されている文法等の講義 

２） 講義した文法を使用したパソコンによるプログラミング実習 

３） 授業担当者からのアドバイス など 

 

 

 

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



HTML&CSS の基本が理解出来ている事 

 

 

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

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                

特になし 

 

 

教科書                                 

特になし、講義資料を用意し，その資料に沿って授業を進める。 

 

 

参考書                                 

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

 

 

実務経験                                

 

備考                                  



科目名 データベース概論 
担当教員 西田 政幸 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 2 

授業方法 講義・実習 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース データサイエンス学科 

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                                

西田 政幸：IT 企業において、プログラマとして勤務。 

 

 

備考                                  

 



科目名 情報ネットワーク演習  
担当教員 小野 浩一 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 

授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 2 

学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

インターネットを支える TCP/IP についての概論と Widows で使用できるツールを交えて演習を行

う。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

情報活用Ⅰ、Ⅱや IT パスポート試験で学習するインターネットの基盤となる TCP/IP ネットワー

クについての学習を行う。 

Windows10 にあるコマンドを利用して、ネットワークの基礎的な構成・接続・トラブルシュート

を理解する。 

 

授業項目                                 

(17) 授業の概略、TCP/IP ネットワークの基礎について 

TCP/IP のプロトコルスィートについて理解をする。IPv4 や IPv6 についての理解をするとと

もに、ネットワークのプロトコルが層状に独立していることを理解する。 

(18) ルーティングについて 

ネットワークアドレスとホストアドレスがどのような目的のためにあるのか理解をする。ネッ

トワークの設定をコマンドを使って確認することができることを演習で確認する。



（ipconfig,netsh） 

(19) ルーティングについて（２） 

ネットワークとサブネットワークの関係について学習し、ルーティングについて学習する。IP

通信では、より下位のデータリンク層の MAC アドレスを使用するため、どのような設定とな

っているかについて学習する 

ネットワークの障害を確認するコマンド arp、ping について演習を通して学習する。 

(20) DNS について 

ドメインネームの検索について学習する。ドメインネームと IP アドレスの関係（多対一）に

ついて学習する。また DNS サーバによるレコード検索について理解する。 

コマンド nslookup について学習する 

(21) http について、SSL/TLS、メールプロトコル 

(22) Windows ファイル共有について 

Windows ファイルの共有、CIFS などファイルシステムについての演習を行う。 

ネットワークドライブなどのコマンドを使った接続についての技術の習得を行う。 

(23) 無線 LAN・有線 LAN の接続について 

無線 LAN に関する規格、有線 LAN に関する規格について学ぶ。 

それぞれの規格の特徴と、セキュリティについて学ぶ 

(24) 単位認定試験 

 

授業の進め方                                 



授業は講義により全体についての学習を行い、演習にて Windows10 の各種コマンドを使用して確

認を行う形で行う。 

 

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

Windows10 におけるネットワークトラブルに対して対応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                                

単位認定試験の成績（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                                 

なし 

 

実務経験                                

小野 浩一：IT 企業において、プログラマとして勤務。 

 

備考                                  

なし



科目名 ITP 資格対策Ⅱ 
担当教員 西田 政幸 
科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 4 
授業方法 講義 開講学期 後期 学年 2 
学科・コース データサイエンス学科 

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」「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) 経営戦略－経営戦略マネジメント－経営戦略手法 

(2) 経営戦略－経営戦略マネジメント－マーケティング 

(3) 経営戦略－経営戦略マネジメント－ビジネス戦略と目標・評価 

(4) 経営戦略－経営戦略マネジメント－経営管理システム 

(5) 経営戦略－経営戦略マネジメント－演習問題 

(6) 経営戦略－技術戦略マネジメント－技術開発戦略の立案・技術開発計画 

(7) 経営戦略－技術戦略マネジメント－演習問題 

(8) 経営戦略－ビジネスインダストリ－ビジネスシステム 

(9) 経営戦略－ビジネスインダストリ－エンジニアリングシステム 

(10) 経営戦略－ビジネスインダストリ－ｅ-ビジネス 

(11) 経営戦略－ビジネスインダストリ－民生機器・産業機器 

(12) 経営戦略－ビジネスインダストリ－演習問題 

(13) システム戦略－システム戦略－情報システム戦略 

(14) システム戦略－システム戦略－業務プロセス 

(15) システム戦略－システム戦略－システム活用促進・評価 

(16) システム戦略－システム戦略－演習問題 

(17) システム戦略－システム企画－システム化計画 

(18) システム戦略－システム企画－要件定義 

(19) システム戦略－システム企画－調達計画・実施 

(20) システム戦略－システム企画－演習問題 

(21) プロジェクトマネジメント－プロジェクトマネジメント－プロジェクトマネジメントの基礎知識 

(22) プロジェクトマネジメント－プロジェクトマネジメント－プロジェクトマネジメントの知識体系 

(23) プロジェクトマネジメント－プロジェクトマネジメント－プロジェクトの日程・進捗管理 



(24) プロジェクトマネジメント－プロジェクトマネジメント－演習問題 

(25) サービスマネジメント－サービスマネジメント－サービスマネジメント 

(26) サービスマネジメント－サービスマネジメント－サービスサポート 

(27) サービスマネジメント－サービスマネジメント－ファシリティマネジメント 

(28) サービスマネジメント－サービスマネジメント－演習問題 

(29) サービスマネジメント－システム監査－システム監査 

(30) サービスマネジメント－システム監査－内部統制 

(31) サービスマネジメント－システム監査－演習問題 

(32) 単位認定 

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 

参考書                                 

インプレス出版 徹底攻略 IT パスポート教科書 

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 Rapsodo 概論 
担当教員 田畑 俊彦 
科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 
授業方法 講義 開講学期 前期 学年 2 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

現在プロ野球チームや MLB でも使用されている Rapsodo（ラプソード）の使用方法、および計

測されたデータの見方、意味を理解する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

 Rapsodo（ラプソード）で取得される様々なデータについて学ぶ。実際に取得されたデータを使

用して分析を行い、スポーツにおけるデータ分析について理解する。 

授業項目                                 

(25) Rapsodo の基礎 

(26) Rapsodo で取得されるデータについて① 

(27) Rapsodo で取得されるデータについて② 

(28) Rapsodo で取得されるデータについて③ 

(29) Rapsodo で取得されるデータについて④ 

(30) 実際に取得されたデータの見方 

(31) MLB においての Rapsodo 

(32) 単位認定試験 

 

授業の進め方                                 

講義により全体を説明する。Moodle によるミニテストにより確認を行うとともに、最終授業での

単位認定試験により評価を行う。 

 

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

ラプソードのデータについて理解できること。 

 

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

単位認定試験の成績（80％）と、出席率および授業態度など（20％）で評価する。 

 



教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

 

実務経験                                

 

備考                                  



科目名：Rapsodo データ分析Ⅰ 
担当教員 田畑 俊彦 
科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 
授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 2 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

 Rapsodo により取得されたデータをデータサイエンスの観点から分析する。1 年次に使用した

Jupyter Notebook および python を用いて Rapsodo データの使用方法を学ぶ。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

1 年次に学習したデータサイエンス技術を使用し、データ分析を実施する。 

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

 

授業項目                                 

(25) MLB データの取得 

(26) MLB データの分析① 

(27) MLB データの分析② 

(28) MLB データの分析③ 

(29) MLB データの分析④ 

(30) データ分析結果のまとめ方① 

(31) データ分析結果のまとめ方② 

(32) 単位認定試験 

 

授業の進め方                                 

１） 講義した文法を使用したパソコンによるプログラミング実習 

２） サンプルデータを使用した演習の実施 

 

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

データサイエンスの基礎を習得し、pandas の扱いができる事。 

 

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

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



 

授業外学習（予習・復習）の指示                                

なし 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

なし 

 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 



科目名：Rapsodo データ分析Ⅱ 
担当教員 田畑 俊彦 
科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 
授業方法 講義・演習 開講学期 後期 学年 2 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

 Rapsodo により取得されたデータをデータサイエンスの観点から分析する。1 年次に使用した

Jupyter Notebook および python を用いて Rapsodo データの使用方法を学ぶ。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

1 年次に学習したデータサイエンス技術を使用し、データ分析を実施する。 

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

 

授業項目                                 

(33) 実際に計測したデータの取得・集計① 

(34) 実際に計測したデータの取得・集計② 

(35) 実際に計測したデータの分析① 

(36) 実際に計測したデータの分析② 

(37) 実際に計測したデータの分析③ 

(38) 実際に計測したデータの分析④ 

(39) 実際に計測したデータの分析⑤ 

(40) 単位認定試験 

 

授業の進め方                                 

１） 講義した文法を使用したパソコンによるプログラミング実習 

２） サンプルデータを使用した演習の実施 

 

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

グラフの種類・役割を理解・習得し、適切なグラフを使用できる事。 

 

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

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



 

授業外学習（予習・復習）の指示                                

なし 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

なし 

 

 

実務経験                                

 

 

備考                                  

 



科目名 ITP 資格対策Ⅰ 
担当教員 西田 政幸 
科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 4 
授業方法 講義 開講学期 前期 学年 2 
学科・コース データサイエンス学科 

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) セキュリティ－情報セキュリティ－情報セキュリティの概要 

(2) セキュリティ－情報セキュリティ－マルウェア・不正プログラムの種類と特徴 

(3) セキュリティ－情報セキュリティ－サーバー攻撃の種類と特徴 

(4) セキュリティ－情報セキュリティ－演習問題 

(5) セキュリティ－情報セキュリティ管理－リスクマネジメント 

(6) セキュリティ－情報セキュリティ管理－情報セキュリティマネジメント 

(7) セキュリティ－情報セキュリティ管理－演習問題 

(8) セキュリティ－情報セキュリティ対策・実装技術－情報セキュリティ対策の種類と対策 

(9) セキュリティ－情報セキュリティ対策・実装技術－さまざまなセキュリティ対策 

(10) セキュリティ－情報セキュリティ対策・実装技術－暗号技術 

(11) セキュリティ－情報セキュリティ対策・実装技術－演習問題 

(12) 技術要素－データベース－データベースの方式 

(13) 技術要素－データベース－データベース設計 

(14) 技術要素－データベース－データ操作 

(15) 技術要素－データベース－トランザクション処理 

(16) 技術要素－データベース－演習問題 

(17) 技術要素－ネットワーク－ネットワーク方式 

(18) 技術要素－ネットワーク－通信プロトコル 

(19) 技術要素－ネットワーク－インターネットの仕組み 

(20) 技術要素－ネットワーク－通信サービス 

(21) 技術要素－ネットワーク－演習問題 

(22) コンピュータシステム－システム構成要素－システムの処理形態・利用形態 

(23) コンピュータシステム－システム構成要素－システムの構成 

(24) コンピュータシステム－システム構成要素－システムの信頼性設計 



(25) コンピュータシステム－システム構成要素－システムの評価指標 

(26) コンピュータシステム－システム構成要素－演習問題 

(27) コンピュータシステム－ソフトウェア－ＯＳ（オペレーティングシステム） 

(28) コンピュータシステム－ソフトウェア－アプリケーションソフトウェア 

(29) 基礎理論－アルゴリズムとプログラミング－プログラミング・プログラム言語 

(30) 基礎理論－アルゴリズムとプログラミング－マークアップ言語 

(31) コンピュータシステム－ソフトウェア－演習問題 

基礎理論－アルゴリズムとプログラミング－演習問題 

(32) 単位認定 

 

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 徹底攻略 IT パスポート教科書 

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：Rapsodo データ分析Ⅲ 
担当教員 田畑 俊彦 
科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 
授業方法 講義・演習 開講学期 後期 学年 2 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 
 Rapsodo により取得されたデータをデータサイエンスの観点から分析する。1 年次に使用した

Jupyter Notebook および python を用いて Rapsodo データの使用方法を学ぶ。 
 
カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

1 年次に学習したデータサイエンス技術を使用し、データ分析を実施する。 
その際に必要となる、Jupyter Notebook および python の使用方法を学び、習得する。 
 
授業項目                                 
(41) 実際に計測したデータの分析結果のまとめ① 
(42) 実際に計測したデータの分析結果のまとめ② 
(43) 実際に計測したデータの分析結果のまとめ③ 
(44) 分析結果の考察① 
(45) 分析結果の考察② 
(46) 分析結果資料の作成① 
(47) 分析結果資料の作成② 
(48) 単位認定試験 

 
授業の進め方                                 
１） 講義した文法を使用したパソコンによるプログラミング実習 
２） サンプルデータを使用した演習の実施 
 
授業の達成目標（学習・教育到達目標との関連）                                
機械学習の種類・使用方法を理解・習得し、機械学習を用いてデータ分析を実施できる事。 
 
成績評価の基準および評価方法                                
定期考査の点数（80%）、出席率及び授業態度など（20%）として評価を行う。 
 
授業外学習（予習・復習）の指示                                
なし 
 
教科書                                 
なし 
 
参考書                                 
なし 
 
 
実務経験                                
 
 
備考                                  
 



科目名：トレーナー養成 
担当教員 株式会社 ATTAIN 

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 2 

学科・コース データサイエンス学科 

 
授業概要  

運動中と生体システムの知識を身につ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 

身体の働きや役割を理解し、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為の授業である。 

 
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・てこの原理 
▪ 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 
▪ トレーニングの種目 

 
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 

▪ 単位認定試験の点数で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４回の試験（前期２回、後期２回）を実施するが、毎回試験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 ビジネスアプリ活用Ⅰ  
担当教員 西村 洋平 
科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 2 
授業方法 講義と演習 開講学期 前期 学年 3 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

パソコンで用いられる Outlook の活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                  

ビジネスで標準的に用いられる Outlook について、その利用方法を学習する。 

 

授業項目                                 

(1) 授業の概要について・Microsoft Outlook についての概要について 

Microsoft Outlook の基本操作、Google メールアドレスのセットアップ、画面の説明 

(2) メールの基本１ 

・メールの仕組み、メールの作成・受信、添付ファイル、添付画像の表示について学習する 

・メールヘッダの解説、メールの下書きを学習する 

(3) メールの基本２ 

・返信、転送の方法について学習する 

・署名の作成・保存・添付、メールの削除について学習する 

(4) メールの活用１ 

・メールの並び替え、メールのビューの変更、未読メールの表について学習する 

・メールのフォルダ管理、スレッド表示、キーワード検索、メールの送信予約や自動転送に 

 ついて学習する。 

(5) メールの活用２ 

・迷惑メールの自動振り分け、定型文の設定、メールの重要度、開封確認、メールの文字化け、 

 複数アカウントの使い分け、メールサーバに残す機関の設定について学習する。 

(6) 連絡先の活用 

・連絡先の仕組みについて学習する。連絡先の登録・編集、受信したメールの差出人の登録に 

 ついて学習する。 

・連絡先の情報をメールで送信する、登録した連絡先を整理する方法について学習する。 

・連絡先を CSV に書きだす方法について学習する。 

(7) スケジュール管理 

 予定表の仕組みについて学習する。 

 祝日の設定の方法、稼働時間（業務時間）の設定、終了していない予定の表示、アラームの



設定、天気予報の表示を設定する、予定の変更／削除、定期的な予定の登録、終日予定の

登録について学習する 

(8) タスク管理 

 タスクの仕組みについて学習する 

 新しいタスクを登録する、詳細なタスク情報の登録、毎週の締め切りを設定する、登録した

タスクの確認、タスクの状態の変更（完了タスクの確認、完了タスクの消去、タスクの期

限日にアラームを鳴らす）、メールの内容をタスクに登録する、タスクの進捗状況をメー

ルで報告し、予定表を連携する方法について学習する。 

(9) Outlook のさらなる活用１ 

 Outlook Today で全情報を管理する方法について学習する 

 TODO バーで直近の予定やタスクを把握するとともに、アイテムの分類わけについて学習

する。 

 メモ機能について理解し、アイテムの整理や印刷、削除済みのデータについての復旧方法に

ついて学習する。 

 Outlook の全データのバックアップ／復元とマイクロソフトのクラウドサービスとの連携に

ついて学習する。 

 連絡先や予定表をスマートフォンと同期する方法について学習する。 

(10) Outlook のさらなる活用２ 

・ショートカットキーについて学習する。 

(11) 単位認定試験 

 

授業の進め方                                 

授業は講義および実践形式で行う。 

 

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

Outlook を使いこなせるようになる。 

 

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

製作物の難易度（20%）、製作物の完成度（60%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 



今すぐ使えるかんたんシリーズ 今すぐ使えるかんたん Outlook 2016 （技術評論社） 

 

実務経験                                

 

備考                                  



科目名 ビジネスアプリ活用Ⅱ  
担当教員 西村 洋平 
科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 2 
授業方法 講義と演習 開講学期 前期 学年 3 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

 ビジネスの現場では、Google を主とする各種 WEB サービスが用いられる。様々なサービスの利

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                  

ビジネスの中で活用される Google をはじめとするアプリケーションの活用方法について演習を

通して学習する。3 年生のゼミでは、ホームページ制作を行う過程で、様々なファイルの作成・修

正（変更）を行う。また、チームで作成する場合に、納期である学期末に向けての課題管理などを

WEB サービスを通じて行う手法について学ぶ。 

 

授業項目                                 

(33) 授業概要についての解説・Google アプリの概要 

 Google サービスについて学習する 

 行った実習記録についての提出方法について学ぶ。 

(34) Gmail、Google チャット 

 Gmail の設定。 

 Gmail の基本画面について学習する。 

 Gmail の基本ワードについて学習する。 

 Gmail のラベル付けや検索、スマホの連携、他の PC への転送について学習する。 

 Gmail の署名作成。 

 Gmail の送信。 

 Google チャットについて学習する 

(35) Google カレンダー 

 Google カレンダーの利用方法について学習する。 

 Google カレンダーの画面構成について学習する。 

 カレンダーの共有について学習する。 

 予定の繰り返しの設定。カレンダーの通知、参加者の招待、資料添付や繰り返しの予定の作

成について学習する 

 リマインダー機能とゴール機能について 

 iPhone とのカレンダーの同期について 



(36) Google Drive 

 データの共有方法について学習する 

 Google ドライブを利用することで、大きなファイルが簡単な方法で共有できることを学ぶ。 

 ファイルと共有機能を用いて、データのバックアップ手法について学習する。 

 データの更新については、一定の制約が生じることを学ぶ 

(37) Google Keep Google Meet 

 アイデアを集約する場合にはメモを利用する。このメモをサービスにしたものに、Google 

Keep がある。メモサービスの利用方法について学習する。 

 大規模な会議が出来る安全性の高いツール。 

 Google Meet/ハングアウト/Google Duo の違いを理解する。 

(38) Google Spread Sheet（ Office ツール） 

 Google Spread Sheet について学習する 

 Google Spread Sheet の基本画面について学習する。 

 Google Spread Sheet で、表の作成・関数を利用する・グラフの作成を学習する。 

 Google Spread Sheet を使用し、作成する。 

(39) Google Documents 

 Google Documents について学習する。 

 Google Documents の基本画面について学習する。 

 Google Documents を使用し文書を作成する。 

 Google Documents の共有・編集ツールの使用方法を学習する。 

(40) Google Slide 

 Google Slide について学習する。 

 Google Slide の基本画面について学習する。 

 画像や表の挿入・画像にアニメーションの設定を学習する。 

 Google Slide を使用し、作成する。 

(41) Google Forms 

 アンケートなど定型の質問に答えることで、スプレッドシートのデータベースを作成するこ

とのできる Google のサービスであるフォームについて学習する。 

 Google Forms を使用し、作成する。 

(10)git と GitHub 

 チームでサイトを編集するときにデータを共有する仕組みとして github.com という git 向

けのサービスを使用して、サイトの更新履歴ともに共有する仕組みについて学習する。 

 GitHub.com もしくは、git を使用する過程で、リポジトリは多ユーザーから非同期に更新

されるために、登録できない状況が発生するときの対応方法について学習する。 

(11)Google サイトの基本と応用 

 Google サイトの基本画面について学習する。 

 文章や画像を挿入方法について学習する。 

 画像をスライドする方法について学習する。 



 次回、Google サイトを作成する為にテーマを決めておく。 

(12)Google サイトを使用した WEB ページの作成（２回） 

 Google サイトの中の機能を利用することで、自分の WEB ページを持つことができる。

WEB ページを使用して学習したコンテンツを公開する方法について学ぶ。 

(14) 作成した Google サイトの発表 

 作成した Google サイトを発表する。 

(15)Chrome、便利な Google サービス 

 Chrome について学習する。 

 読み方がわからない文字を書いて翻訳する方法について学ぶ。 

(16)単位認定試験 

 

授業の進め方                                 

授業は、全体の概略について解説を行い、その後に各種サービスを利用して動作を確認・演習を

行う形式をとる。各テーマの最後に課題を出し、評価を行う。 

 

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

 ビジネスで利用される様々な作業を WEB 上のサービスを通じて管理し、作業を効率的に進めら

れるようにする。 

 

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

試験による評価（60%）、各回の提出物の状況（20％）、出席率および授業態度（20%）として評

価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

Google Workspace 完全マニュアル 

Google サービスがぜんぶわかる本完全保存版 

 

実務経験                                

 



備考                                  



科目名 AI 概論  
担当教員 植田 吉祥 
科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 1 
授業方法 講義・実習 開講学期 後期 学年 3 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

AI についての概要について、ビッグデータを Python を使うことで、その処理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                  

AI は近年の技術トレンドであり、企業でどのように理解・活用がされているかについて学習する。 

 

授業項目                                 

(1) 実習内容の説明。（８ｈ） 

Google colaboratory を用いて AI のプログラムを作成する演習の実施。 

画像分類 

(2) Google colaboratory を用いて AI のプログラムを作成する演習の実施。（６ｈ） 

・画像分類２ 

・Web スクレイピング 

・動画中の車両認識 

(3) Google colaboratory を用いて AI のプログラムを作成する演習の実施。（６ｈ） 

・テキスト分析 

・IMDB 映画レビュー感情分類 

・音声認識 

・音声分割 

・画像内のテキスト抽出 

・2 つのイメージを合成 

(4) Google colaboratory を用いて AI のプログラムを作成する演習の実施。（６ｈ） 

・翻訳 

・強化学習 

AI を利用するシステムの説明 

・チャットボット 

・AUTOML 

・パーソナライズ 

(5) Google colaboratory を用いて AI のプログラムを作成する演習の実施。（６ｈ） 



・アヤメの分類 

・可視化 

API の説明 

AI についてのまとめ 

 

授業の進め方                                 

１） 講義を聴講しデータ処理の方法について学習する 

２） データの取得を Google Colaboratory の操作方法と合わせて学習する 

３） 実際にデータ処理を行った上で、そのデータの概略をグラフを通じて理解する。 

 

 

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

AI についての概要を理解する。 

AI を処理する言語 Python の活用方法について理解する 

 

 

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

定期考査の点数（80%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

授業外学習（予習・復習）の指示                                

特になし 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

なし  

 

実務経験                                

 

備考                                  



 

 

 



科目名 データサイエンス演習  
担当教員 田畑 俊彦 
科目の種類 専門 単位区分 選択必須 単位数 8 
授業方法 演習 開講学期 前期 学年 3 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

学習したプログラミング言語、データサイエンス手法などを利用してデータ分析を実施するための

必要なスキルを習得する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

データサイエンス手法やプログラミング言語を使用して課題となるデータ分析の実施を行う。 

 

授業項目                                 

※下記は、1 週間ごとの進捗の目安。 

(42) 授業概要についての解説 

実習ソフトウェア（Google Colaboratory, Google Slide）についての説明 

課題の提出方法についての説明 

(43) データ分析手法についての講義・演習（１）データの前処理① 

(44) データ分析手法についての講義・演習（２）データの前処理② 

(45) データ分析手法についての講義・演習（３）機械学習の手法① 

(46) データ分析手法についての講義・演習（４）機械学習の手法② 

(47) データ分析手法についての講義・演習（５）データ分析結果の確認方法 

(48) 課題の内容の説明、解説 

データ分析手法についての演習（１） 

(49) データ分析手法についての演習（２） 

(50) データ分析手法についての演習（３） 

(51) プレゼンテーションの作成について 

データ分析した結果のまとめ方について学習する。 

(52) 単位認定課題の作成（１） 

(53) 単位認定課題の作成（２） 

(54) 単位認定課題の作成（３） 

(55) 単位認定課題の提出 

 

 



授業の進め方                                 

授業はゼミ形式で行う。全体の授業を数回に区切り、学生にテーマを与え、ディスカッションや考

察・調査を行い、制作過程や制作方法を提示してデータ分析の方法、プレゼンテーションの作成方

法について学習する。 

 

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

3 年間の総括としてデータサイエンス実習を行うにあたり必要な技術を習得する。 

 

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

制作物の提出状況（50％）、定期的に行われるテストの評価（30%）、出席率および授業態度

（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

 

実務経験                                

 

備考                                  



科目名 データサイエンス実習   
担当教員 田畑 俊彦 
科目の種類 専門 単位区分 選択必須 単位数 8 
授業方法 演習 開講学期 後期 学年 3 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

3 年間の学習の成果として、学習したプログラミング言語、データサイエンス手法などを利用して

データ分析を実施し、卒業課題としてのプレゼンテーションの制作を行う。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

１，2 年時の全科目、3 年時の前期科目で習得した内容を前提として、プレゼンテーションの制作

を行う。 

 

授業項目                                 

※下記は、1 週間ごとの進捗の目安。 

(56) 授業概要について・作成する WEB ページの概要についてのまとめ 

授業の概要・単位認定の基準についての説明を行う。 

3 年時後期で制作するプレゼンテーションについて学生個人のテーマの設定を行う。 

テーマ設定後には、発表形式でテーマのレビューを行う。 

(57) 課題作成に必要なデータの取得 

(58) 取得したデータの分析・前処理（１） 

取得したデータを用いて分析が可能か調査 

(59) 取得したデータの分析・前処理（２） 

上記の続き 

(60) データ分析・機械学習による処理（１） 

取得したデータを用いて機械学習による分析を行う 

(61) データ分析・機械学習による処理（２） 

上記の続き 

(62) 中間発表 

(63) データ分析および分析結果のまとめ（１） 

(64) データ分析および分析結果のまとめ（２） 

(65) プレゼンテーションの作成（１） 

(66) プレゼンテーションの作成（２） 

(67) 制作物のまとめ（１） 



(68) 制作物のまとめ（２） 

(69) 制作物発表会 

 

授業の進め方                                 

演習を主体として、プレゼンテーションの作成を行う。作成した課題は WEB ページのサイトを通

じて公開する。 

授業が長期間の制作となるために、全体を通じて 3 回のチェックポイントとして発表を行う。 

 

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

3 年間の総括として、学習した内容をすべて生かしたプレゼンテーションの作成を行う。 

 

 

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

製作物の難易度（20%）、製作物の完成度（60%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

 

実務経験                                

  

備考                                  



科目名 ホームページ制作演習  
担当教員 西田 政幸 
科目の種類 専門 単位区分 選択必須 単位数 8 
授業方法 演習 開講学期 前期 学年 3 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

WEB ページの制作技術（HTML、CSS、JavaScript、jQuery）やフリーの画像加工の技術

（GIMP、INKSCAPE）を身に着けることを前提に、課題となる WEB ページの制作を設定し、こ

れに対してページ制作を行うとともに、必要なスキルを習得する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

WEB デザイン演習Ⅰ～Ⅳ、HTML/CSS、JavaScript、Python などの WEB 技術を使用して課題

となるページの作成を行う。 

 

授業項目                                 

(70) 授業概要についての解説 

実習ソフトウェア（VSCode、git）についての説明 

(71) GitHub.com を利用した課題の提出方法について 

(72) WEB ページ課題（静的ページ）の提示・内容理解・初期ファイルの設定 

(73) WEB ページの制作演習（１）HTML 制作上の注意と解説 

(74) WEB ページの制作演習（２）CSS 制作上の注意と解説 

(75) WEB ページの制作演習（３）制作 

(76) WEB ページの制作演習（４）制作 

(77) WEB ページの制作演習（５）制作・制作物のポイントの解説 

(78) 画像の加工方法について 

ホームページで使用される画像の加工方法について学習する。 

GIMP のインストール、画面キャプチャ、トリミングについて 

(79) GIMP を使用した写真の色、明るさの調整 

明るさの調整などのコマンドの習得をする 

(80) GIMP での範囲選択 

様々なツールを用いたコマンドの習得 

(81) GIMP を使用した写真の部分補正について 

(82) GIMP を使用した写真の合成 

(83) GIMP を使用した写真の合成（２） 

(84) GIMP を使用した写真の合成（３） 



(85) GIMP を使用したエンブレムの作成 

(86) GIMP で作品を制作する 

習得した技術を用いて課題作品の提出をさせる 

(87) INKSCAPE を用いた図形の作成 

Inkscape で図形の作成し、特定の形式のファイルに出力する 

(88) Inkscape で図形の合成 

複数の図形を組み合わせて新しい図形を出力する 

(89) Inkscape でレイヤーを利用する 

レイヤーを利用し、地図を多層的な構造にして編集する 

(90) Inkscape でポスターの作成 

スキャナーで読み込んだポスターのトレースを行う 

(91) Inkscpae で曲線を描く 

曲線を描いてエンブレムを作成する。ベジエ曲線の描き方を習熟する 

(92) WEB ページ課題（動的ページ）の提示・内容理解・初期ファイルの設定 

画面上のセレクタに起こるイベントに対して、画面が遷移する WEB ページの作成 

(93) WEB ページの制作演習（１）HTML 制作上の注意と解説 

(94) WEB ページの制作演習（２）CSS 制作上の注意と解説 

(95) WEB ページの制作演習（３）JavaScript の実装について 

(96) WEB ページの制作演習（４）JavaScript の実装について（２） 

(97) WEB ページの制作演習（５）制作 

(98) WEB ページの制作演習（６）制作・制作物のポイントの解説 

(99) WEB ページ課題（動的ページ）の提示・内容理解・初期ファイルの設定 

ページ内での画像のスライドショーの作成 

(100) WEB ページの制作演習（１）HTML 制作上の注意と解説 

(101) WEB ページの制作演習（２）CSS 制作上の注意と解説 

(102) WEB ページの制作演習（３）JavaScript の実装について 

(103) WEB ページの制作演習（４）JavaScript の実装について（２） 

(104) WEB ページの制作演習（６）制作・制作物のポイントの解説 

(105) WEB ページ課題（動的ページ）の提示・内容理解・初期ファイルの設定 

画面上のフォーム要素への入力などの際の要素チェックの方法について 

(106) WEB ページの制作演習（１）HTML フォームについて 

HTML のフォーム要素について解説と演習を行う。 

(107) WEB ページの制作演習（２）HTML フォームについて（２） 

(108) WEB ページの制作演習（３）JavaScript について 

HTML フォームへのアクセス方法について 

HTML フォームからのデータの取得と埋め込み方法について 

(109) WEB ページの制作演習（４）JavaScript について 

限界値チェックなどについて 



(110) WEB ページの制作演習（５）制作 

(111) WEB ページの制作演習（６）制作物の評価と解説 

(112) 中間試験 

(113) HTML の CANVAS オブジェクトと JavaScript によるアクセス方法について 

(114) HTML の CANVAS オブジェクトに対する描画の方法について 

簡単な直線・天の描画の方法 

(115) HTML の CANVAS オブジェクトに対する描画の方法について（２） 

円や四角系などの図形の表示 

(116) HTML の CANVAS オブジェクトに対する描画の方法について（３） 

複雑な図形描画について 

(117) WEB メニューの作成方法について 

jQuery を使用した簡単なメニューの表示について学習する。 

jQueery の概略について 

(118) WEB メニューの作成方法について（２） 

タブメニューの作成 

(119) WEB メニューの作成方法について（３） 

アコーディオンメニューについて 

(120) WEB メニューの作成方法について（４） 

ツールチップの使用 

(121) WEB メニューの作成方法について（５） 

HTML の分割読み込み 

(122) WEB ページの公開方法 

(123) まとめの課題 

(124) まとめの課題（２） 

(125) まとめの課題（３） 

(126) まとめの課題（４） 

(127) まとめの課題（５） 

(128) まとめの課題（６） 

(129) まとめの課題（７） 

(130) まとめの課題（８） 

(131) 単位認定課題の発表・制作 

(132) 単位認定課題の制作 

(133) 単位認定試験 

単位認定のための課題の提出を行わせて評価をする。 

 

授業の進め方                                 

授業はゼミ形式で行う。全体の授業を数回に区切り、学生にテーマを与え、ディスカッションや考



察・調査を行い、制作過程や制作方法を提示して WEB ページの作成方法について学習する。 

授業の開始前と終了前には、GitHub のリポジトリとの同期をとる。 

 

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

3 年間の総括としてホームページ制作実習を行うにあたり必要な技術を習得する。 

 

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

制作物の提出状況（50％）、定期的に行われるテストの評価（30%）、出席率および授業態度

（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

 

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 ホームページ制作実習   
担当教員 西田 政幸 
科目の種類 専門 単位区分 選択必須 単位数 8 
授業方法 演習 開講学期 後期 学年 3 
学科・コース データサイエンス学科 

授業概要                                 

3 年間の学習の成果として、学習した HTML、CSS、プログラミング言語などを利用して、卒業課

題としての WEB ページの制作を行う。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

１，2 年時の全科目、3 年時の前期科目で習得した内容を前提として、WEB ページの制作を行う。 

 

授業項目                                 

※下記は、1 週間ごとの進捗の目安。 

(134) 授業概要について・作成する WEB ページの概要についてのまとめ 

授業の概要・単位認定の基準についての説明を行う。 

3 年時後期で制作するホームページの内容について学生個人のテーマの設定を行う。 

テーマ設定後には、発表形式でテーマのレビューを行う。 

(135) 必要なツールについての学習 

Visual Studio Code、git、WEB ページの設定などツールについて学習する 

(136) HTML ソースの作成 

設定されたテーマについて HTML ソースを作成する 

(137) HTML ソースの作成（２） 

上記の続き 

(138) CSS によるデザインの適用 

作成した HTML に対してのデザインの適用を行う 

(139) CSS によるデザインの適用（２） 

作成した HTML に対してのデザインの適用を行う 

(140) 中間発表 

(141) プログラミングによる実装部分の検討 

(142) jQuery による動的部分の実装 

(143) jQuery による動的部分の実装（２） 

(144) JavaScript によるプログラミング部分の実装 

(145) JavaScript によるプログラミング部分の実装（２） 



(146) 制作物のまとめ 

(147) 制作物発表会 

 

授業の進め方                                 

演習を主体として、ホームページの制作を行う。作成した課題は WEB ページのサイトを通じて公

開する。 

授業が長期間の制作となるために、全体を通じて 3 回のチェックポイントとして発表を行う。 

 

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

3 年間の総括として、学習した内容をすべて生かした WEB サイトの構築を行う。 

 

 

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

製作物の難易度（20%）、製作物の完成度（60%）、出席率および授業態度（20%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

 

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 SG 資格対策Ⅰ 
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 開講学期 前期 学年 2 
学科・コース データサイエンス学科 
  

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情報セキュリティマネジメン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                  

検定試験の午前問題「技術要素（セキュリティ）」「企業と法務（法務）」「サービスマネジメン

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) 技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ－情報セキュリティの目的と考え方 

(2) 技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ－情報セキュリティの重要性／脅威 

(3) 技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ－不正のメカニズム および 演習問題 

(4) 技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ－サイバー攻撃手法 

(5) 技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ－演習問題 

(6) 技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ－暗号化技術（その１） 

(7) 技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ－暗号化技術（その２） 

(8) 技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ－認証技術 

(9) 技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ－利用者承認 

(10) 技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ－公開鍵基盤 および 演習問題 

(11) 技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ管理－情報セキュリティ管理／情報セキュリティ

諸規定 

(12) サービスマネジメント－サービスマネジメント－情報セキュリティマネジメントシステム 

(13) 技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ管理－情報資産の調査・分類／リスクの種類／情

報セキュリティリスクアセスメント 

(14) 技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ管理－情報セキュリティリスク対応 および 演

習問題 

  技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ－情報セキュリティ組織・機関 

(15) 技術要素－セキュリティ－セキュリティ技術評価 

(16) 第１Q 単位認定試験 

(17) 技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ対策－人的セキュリティ対策 

(18) 技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ対策－クラッキング・不正アクセス対策 



(19) 技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ対策－マルウェア・不正プログラム対策／携帯端

末・無線 LAN のセキュリティ対策 

(20) 技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ対策－ディジタルフォレンジックス・証拠保全対

策／その他の技術的セキュリティ対策 

(21) 技術要素－セキュリティ－情報セキュリティ対策－物理的セキュリティ対策 および 演習問

題 

(22) 技術要素－セキュリティ－セキュリティ実装技術－セキュアプロトコル／ネットワークセキュ

リティ 

(23) 技術要素－セキュリティ－セキュリティ実装技術－データベースセキュリティ／アプリケーシ

ョンセキュリティ 

(24) 企業と法務－法務－セキュリティ関連法規－サイバーセキュリティ基本法／不正アクセス禁止

法 

(25) 企業と法務－法務－セキュリティ関連法規－個人情報保護法／刑法 

(26) 企業と法務－法務－セキュリティ関連法規－その他のセキュリティ関連法規・基準 及び 演

習問題 

(27) 企業と法務－法務－知的財産権－知的財産権 および 

  企業と法務－法務－労働関連・取引関連法規－労働関連・取引関連法規 

(28) 企業と法務－法務－労働関連・その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 および 

企業と法務－法務－標準化関連 および 演習問題 

(29) サービスマネジメント－システム監査－システム監査 

(30) サービスマネジメント－システム監査－内部統制 および 

サービスマネジメント－サービスマネジメント－サービスマネジメント／サービスマネジメン

トシステムの計画及び運用 

(31) サービスマネジメント－サービスマネジメント－サービスマネジメントシステムの計画及び運

用－サービスマネジメントプロセス／サービスの運用／ファシリティマネジメント および 演習

問題 

(32) 第２Q 単位認定試験 

 

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 

情報セキュリティマネジメント試験 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 徹底攻略 情報セキュリティマネジメント教科書 

実務経験                                

 

備考                                  

 



科目名 SG 資格対策Ⅱ 
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 開講学期 後期 学年 2 
学科・コース データサイエンス学科 

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情報セキュリティマネジメン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                  

検定試験の午前問題「プロジェクトマネジメント」「コンピュータシステム」「技術要素（データ

ベース、ネットワーク）」「企業と法務（企業活動）」「システム戦略」の出題範囲に準拠した知

識をしっかりと身に付け、午後問題に取り組む 

授業項目                                 

(1) プロジェクトマネジメント－ 

プロジェクトマネジメント－プロジェクト統合マネジメント 

プロジェクトのステークスホルダ－プロジェクトステークホルダマネジメント 

プロジェクトのスコープ－プロジェクトスコープマネジメント 

(2) プロジェクトマネジメント－ 

プロジェクトのスコープ－プロジェクトスコープマネジメント 

プロジェクトの資源－プロジェクト資源マネジメント 

プロジェクトの時間－プロジェクトタイムマネジメント 

(3) プロジェクトマネジメント－ 

プロジェクトのコスト－プロジェクトコストマネジメント 

プロジェクトのリスク－プロジェクトリスクマネジメント 

プロジェクトの品質－プロジェクト品質マネジメント 

(4) プロジェクトマネジメント－ 

プロジェクトの調達－プロジェクト調達マネジメント 

   プロジェクトのコミュニケーション－プロジェクトコミュニケーションマネジメント 

   演習問題 

(5) コンピュータシステム－システム構成要素－システムの構成（その１） 

(6) コンピュータシステム－システム構成要素－システムの構成（その２） 

コンピュータシステム－システム構成要素－システムの評価指標 

(7) 技術要素－データベース－データベース方式／データベース設計／データ操作 

(8) 技術要素－データベース－トランザクション処理／データベース応用 および 演習問題 

(9) 技術要素－ネットワーク－ネットワーク方式／データ通信と制御 



(10) 技術要素－ネットワーク－通信プロトコル／ネットワーク管理 

(11) 技術要素－ネットワーク－ネットワーク応用 および 演習問題 

(12) 企業と法務－企業活動－経営・組織論／OR・IE 

(13) 企業と法務－企業活動－会計・財務 および 演習問題 

システム戦略－システム戦略－情報システム戦略 

(14) システム戦略－システム戦略－業務プロセス／ソリューションビジネス／システム活用促進・

評価 および 演習問題 

(15) システム戦略－システム企画－システム化計画／要件定義／調達計画・実施 および 演習問

題 

(16) 過去午後問題演習 情報セキュリティの改善 

(17) 上記解説 

(18) 過去午後問題演習 情報セキュリティインシデントの管理 

(19) 上記解説 

(20) 過去午後問題演習 情報セキュリティ要求事項 

(21) 上記解説 

(22) 過去午後問題演習 部門のシステム利用時の情報セキュリティの確保 

(23) 上記解説 

(24) 過去午後問題演習 業務の外部委託における情報セキュリティの確保 

(25) 上記解説 

(26) 過去午後問題演習 情報セキュリティリスクアセスメント および リスク対策 

(27) 上記解説 

(28) 過去午後問題演習 コンプライアンスの運用 

(29) 上記解説 

(30) 過去午後問題演習 サイバー攻撃を想定した設問 

(31) 上記解説 

(32) 第４Q 単位認定試験 

 

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 

４） 過去問題を解いたのち、解答と解説を実施 

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 

情報セキュリティマネジメント試験 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 徹底攻略 情報セキュリティマネジメント教科書 

情報セキュリティマネジメント試験 過去問題 

実務経験                                

 

備考                                  

 

 


