
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 情報メディア 

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                                 

 

 

 

実務経験                                

 

 

 

備考                                  

 

  



科目名 簿記① 

担当教員 小野 浩一 

科目の種類 一般 単位区分 選択 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース 情報メディア 

授業概要                                 

日商簿記 3 級の出題区分の簿記の基本原理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                  

本学年末に実施される日商簿記 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(1) 基礎概念：資産、負債、および資本 

(2) 基礎概念：収益、費用 

(3) 基礎概念：損益計算書と貸借対照表との関係 

(4) 取引：取引の意義と種類 

(5) 取引：取引の 8 要素と統合関係 

(6) 勘定：勘定の意義と分類 

(7) 勘定：勘定記入法則 

(8) 勘定：仕訳の意義 

(9)  勘定：貸借平均の原理 

(10) 帳簿：主要簿（仕訳帳と総勘定元帳） 

(11) 帳簿：補助簿 

(12) 帳簿：補助簿（記帳内容の集計・把握） 

(13) 証ひょうと伝票：証ひょう 

(14) 証ひょうと伝票：伝票（入金、出金、振替の各伝票） 

(15) 証ひょうと伝票：伝票の集計・管理 

(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）                                 

日商簿記 3 級の出題区分の簿記の基本原理の内容に関して約 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                                 

日商簿記３級過去問題 

 

 

実務経験                                

 

 

 

備考                                  

 

  



科目名 簿記② 

担当教員 小野 浩一 

科目の種類 一般 単位区分 選択 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース 情報メディア 

授業概要                                 

日商簿記 3 級の出題区分の簿記の諸取引の処理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                  

本学年末に実施される日商簿記 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(1) 現金預金：現金、現金出納帳、現金過不足 

(2) 現金預金：当座預金、その他の預貯金（複数口座を開設している場合の管理を含む）、当座預金

出納帳、小口現金、小口現金出納帳 

(3) 売掛金と買掛金：売掛金、買掛金、売掛金元帳、買掛金元帳 

(4) その他の債権と債務：貸付金、借入金、未収入金、未払金、前払金、前受金 

(5) その他の債権と債務：立替金、預り金、仮払金、仮受金、受取商品券、差入保証金 

(6) 手形：振出、受入、取立、支払、電子記帳債権・電子記録債務、受取手形記入帳と支払手形記

入帳、手形貸付金、手形借入金 

(7) 債権の譲渡：クレジット売掛金 

(8) 引当金：貸倒引当金（実績法） 

(9)  商品：分記法による売買取引の処理、仕入および売上取引の処理 

(10) 商品：仕入帳と売上帳、商品有高帳（先入先出法、移動平均法） 

(11) 有形固定資産：有形固定資産の取得、有形固定資産の売却、減価償却（間接法）（定額法）、固

定資産表 

(12) 収益と費用：商品売買益、受取手数料、給料、法定福利費、広告宣伝費 

(13) 収益と費用：旅費交通費、通信費、消耗品費、水道光熱費、支払家賃 

(14) 収益と費用：支払地代、雑費、賃倒損失、受取利息、償却債権取立益、支払利息 

(15) 税金：固定資産税など、法人税・住民税・事業税、消費税（税抜方式） 

(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）                                 

日商簿記 3 級の出題区分の諸取引の処理の内容に関して約 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                                 

日商簿記３級過去問題 

 

 

実務経験                                

 

 

 

備考                                  

 

  



科目名 簿記③ 

担当教員 小野 浩一 

科目の種類 一般 単位区分 選択 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 情報メディア 

授業概要                                 

日商簿記 3 級の出題区分の簿記の決算及び株式会社会計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                  

本学年末に実施される日商簿記 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(1) 試算表の作成 

(2) 精算表（8 桁） 

(3) 決算整理：当座貸越の振替、商品棚卸、貸倒見積り、減価償却、貯蔵品棚卸 

(4) 決算整理：収益・費用の前受け・前払いと未収・未払い、月次決算による場合の処理 

(5) 決算整理後残高試算表 

(6) 収益と費用の損益勘定への振替 

(7) 純損益の繰越利益剰余金勘定への振替 

(8) 帳簿の締切：仕訳帳と総勘定元帳（英米式決算法） 

(9)  帳簿の締切：補助簿 

(10) 損益計算書と貸借対照表の作成 

(11) 資本金：設立 

(12) 資本金： 増資 

(13) 利益剰余金：利益準備金 

(14) 利益剰余金：その他利益剰余金 

(15) 剰余金の配当など：剰余金の配当 

(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）                                 

日商簿記 3級の出題区分の決算及び株式会社会計の内容に関して約 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                                 

日商簿記３級過去問題 

 

 

実務経験                                

 

 

 

備考                                  

 

  



科目名 簿記④ 

担当教員 小野 浩一 

科目の種類 一般 単位区分 選択 単位数 2 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 情報メディア 

授業概要                                 

日商簿記 3 級の試験直前のため、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                  

本学年末に実施される日商簿記 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(1) 模擬試験①（簿記の基本原理_1）⇒ 解説 

(2) 模擬試験②（簿記の基本原理_2）⇒ 解説 

(3) 模擬試験③（簿記の基本原理_3）⇒ 解説 

(4) 模擬試験④（諸取引の処理_1）⇒ 解説 

(5) 模擬試験⑤（諸取引の処理_2）⇒ 解説 

(6) 模擬試験⑥（諸取引の処理_3）⇒ 解説 

(7) 模擬試験⑦（諸取引の処理_4）⇒ 解説 

(8) 模擬試験⑧（諸取引の処理_5）⇒ 解説 

(9)  模擬試験⑨（決算_1） ⇒ 解説 

(10) 模擬試験⑩（決算_2） ⇒ 解説 

(11) 模擬試験⑪（決算_3） ⇒ 解説 

(12) 模擬試験⑫（株式会社会計_1） ⇒ 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                                 

授業時間内には模擬試験の実施及び回答の解説を行う。毎時、授業終了時に模擬試験から抜粋した

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）                                 

模擬試験の正解率が約 7 割である事。 

 

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                                 

日商簿記３級過去問題 

 

 

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 情報メディア 

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 情報メディア 

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 情報メディア 

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 情報メディア 

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 サービス接遇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 2 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース 情報メディア 

授業概要                                 

サービス接遇検定 3 級の出題区分の『理論』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                  

サービス接遇検定 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(29) サービススタッフの資質 

(ア) 必要とされる要件 

・明るさと誠実さを、備えている 

(30) サービススタッフの資質 

(ア) 必要とされる要件 

・適切な判断と表現を、心得ている 

(31) サービススタッフの資質 

(ア) 必要とされる要件 

・身だしなみを心得ている 

(32) サービススタッフの資質 

(ア) 従業要件 

・良識を持ち、素直な態度がとれる 

(33) サービススタッフの資質 

(ア) 従業要件 

・適切な行動と協調性が期待できる 

(34) サービススタッフの資質 

(ア) 従業要件 

・清潔感について、理解できる 

(35) サービススタッフの資質 

(ア) 従業要件 

・忍耐力のある行動が期待できる 

(36) 専門知識 



(ア) サービス知識 

・サービスの意義を、一応、理解できる 

(37) 専門知識 

(ア) サービス知識 

・サービスの機能を、一応、理解できる 

(38) 専門知識 

(ア) サービス知識 

・サービスの種類を知っている 

(39) 専門知識 

(ア) 従業知識 

・商業用語、経済用語が理解できる（1/2） 

(40) 専門知識 

(ア) 従業知識 

・商業用語、経済用語が理解できる（2/2） 

(41) 一般知識 

(ア) 社会常識 

・社会常識が理解できる（1/2） 

(42) 一般知識 

(ア) 社会常識 

・社会常識が理解できる（2/2） 

(43) 一般知識 

(ア) 社会常識 

・時事問題を、一応、理解している 

(44) 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）                                 

サービス接遇検定 3 級の出題区分の『理論』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                                 

サービス接遇検定３級受験ガイド 早稲田教育出版 

 

実務経験                                

 

備考                                  

 

  



科目名 サービス接遇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 2 

授業方法 講義 開講学期 前期 学年 1 

学科・コース 情報メディア 

授業概要                                 

サービス接遇検定 3 級の出題区分の『対人技能』『実務技能』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                  

サービス接遇検定 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(45) 対人技能 

(ア) 人間関係 

・一般的に、人間関係が理解できる 

(46) 対人技能 

(ア) 接遇知識 

・対人心理が理解できる 

(47) 対人技能 

(ア) 接遇知識 

・一般的なマナーを心得ている 

(48) 対人技能 

(ア) 接遇知識 

・接遇者としてのマナーを心得ている 

(49) 対人技能 

(ア) 話し方 

・接遇用語を知っている 

(50) 対人技能 

(ア) 話し方 

・接遇者としての基本的な話し方が理解できる 

(51) 対人技能 

(ア) 話し方 

・提示、説明の仕方が理解できる 

(52) 対人技能 



(ア) 服装 

・接遇者としての適切な服装が理解できる 

(53) 実務技能 

(ア) 問題処理 

・問題処理について、理解できる（1/2） 

(54) 実務技能 

(ア) 問題処理 

・問題処理について、理解できる（2/2） 

(55) 実務技能 

(ア) 環境整備 

・環境設備について、理解できる（1/2） 

(56) 実務技能 

(ア) 環境整備 

・環境設備について、理解できる（2/2） 

(57) 実務技能 

(ア) 金品管理 

・金品の管理について、理解できる 

(58) 実務機能 

(ア) 社交業務 

・社交儀礼の業務について、理解できる（1/2） 

(59) 実務機能 

(ア) 社交業務 

・社交儀礼の業務について、理解できる（2/2） 

(60) 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）                                 

サービス接遇検定 3 級の出題区分の『対人技能』『実務技能』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                                 

サービス接遇検定３級受験ガイド 早稲田教育出版 

 

実務経験                                

 

備考                                  

 

  



科目名 秘書検定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 2 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 情報メディア 

授業概要                                 

秘書検定 3 級の出題区分の『秘書の資質』『職務知識』『一般常識』『マナー・接客』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                  

秘書検定 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(61) 秘書の資質 

(ア) 秘書の心構え 

・社会人としての自覚と心構え 

・補佐役としての心構え 

(62) 秘書の資質 

(ア) 秘書の心構え 

・機密を守る 

・仕事を処理する際の心得 

(63) 秘書の資質 

(ア) 要求される資質 

・秘書に求める基本能力 

・要求される人柄と身だしなみ 

(64) 職務知識 

(ア) 秘書の機能と役割 

・秘書の機能とさまざまな役割 

・上司と秘書の関係 

(65) 職務知識 

(ア) 職務上の心得と仕事の進め方 

・職務上の心得 

・仕事の進め方の要領 

 



(66) 一般知識 

(ア) 企業の基礎知識 

・企業の形態と組織 

・さまざまな企業活動 

(67) 一般知識 

(ア) 社会常識 

・基本用語を身に付ける 

(68) マナー・接客 

(ア) 職場での話し方（聞き方） 

・人間関係と話し方 

(69) マナー・接客 

(ア) 職場での話し方（聞き方） 

・敬語と言葉遣いの基本 

(70) マナー・接客 

(ア) 職場での話し方（聞き方） 

・話し方、聞き方の応用 

(71) マナー・接客 

(ア) 電話対応 

・電話のマナーと応対の基本 

(72) マナー・接客 

(ア) 接遇 

・接遇の基本 

(73) マナー・接客 

(ア) 接遇 

・接遇の要領とマナー 

(74) マナー・接客 

(ア) 交際 

・慶事と弔事への対応 

(75) マナー・接客 

(ア) 交際 

・贈答の習わしと食事マナー 

(76) 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）                                 

秘書検定 3 級の出題区分の『秘書の資質』『職務知識』『一般常識』『マナー・接客』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                                 

秘書検定３級 集中講義 早稲田教育出版 

 

実務経験                                

 

備考                                  

 

  



科目名 秘書検定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 2 

授業方法 講義 開講学期 後期 学年 1 

学科・コース 情報メディア 

授業概要                                 

秘書検定 3 級の出題区分の『技能』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                  

秘書検定 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(77) 会議 

・会議の目的と種類 

・会議の準備 

(78) 会議 

・会議中の仕事 

・会議後の仕事 

(79) 文書の作成 

(ア) 社内文書 

・社内文書作成上の基礎知識 

(80) 文書の作成 

(ア) 社内文書 

・社内文書の種類 

(81) 文書の作成 

(ア) 社外文書 

・社外文書と慣用表現 

(82) 文書の作成 

(ア) 社外文書 

・社外文書と敬語表現 

(83) 文書の作成 

(ア) メモの取り方、グラフの作り方 

・メモの種類と取り方の留意点 

・グラフの作り方 



(84) 文書の取り扱い 

(ア) 受信、発信業務と関連知識 

・ビジネス文書の受信、発信 

(85) 文書の取り扱い 

(ア) 受信、発信業務と関連知識 

・「秘」扱いの文書の取り扱い 

・その他文書の取り扱い 

・用紙のサイズ 

(86) 文書の取り扱い 

(ア) 郵便の知識 

・はがきと封書の知識 

(87) 文書の取り扱い 

(ア) 郵便の知識 

・郵便小包と特殊取扱郵便物 

・大量郵便物の発送 

・郵便に関する一般知識 

(88) 資料管理 

(ア) ファイリングと各種資料管理 

・ファイル用具の種類 

・バーチカル、ファイリングと用具 

・書類の整理法 

(89) 資料管理 

(ア) ファイリングと各種資料管理 

・バーチカル、ファイリングの実際 

・名刺の整理と分類法 

・カタログ、雑誌の整理 

・新聞、雑誌の切り抜きと整理 

(90) 日程管理、オフィス管理 

(ア) 日程管理、オフィス管理 

・日程管理 

(91) 日程管理、オフィス管理 

(ア) 日程管理、オフィス管理 

・オフィス管理 

(92) 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）                                 

秘書検定 3 級の出題区分の『技能』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                                 

秘書検定３級 集中講義 早稲田教育出版 

 

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 情報メディア 

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 情報メディア 

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 情報メディア 

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 情報メディア 

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 情報メディア 

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 情報メディア 

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 情報メディア 

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 情報メディア 

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 情報メディア 

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 情報メディア 

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 情報メディア 

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 情報メディア 

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 情報メディア 

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: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 1 

学科・コース 情報メディア 

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 1 

学科・コース 情報メディア 

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 1 

学科・コース 情報メディア 

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 ファイナンシャルプランナー① 

担当教員 加藤 弘児 

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 2 

学科・コース 情報メディア 

授業概要                                 

国家資格 FP 技能士 3 級の出題区分の『ライフプランニングと資金計画』『リスク管理』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                  

国家資格 FP 技能士 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(1) ライフプランニングと資金計画 

① ライフプランとファイナンシャル・プランニング 

・ライフプランとは 

・FP とは何か 

・コンプライアンスと関連法規 

・FP の手法と知識 

・FP に必要な分野と知識 

(2) ライフプランニングと資金計画 

① ライフプランの基礎 

(3) ライフプランニングと資金計画 

① ライフプランと主な資金計画 

・教育資金設計 

・住宅取得資金設計 

・リタイアメントプランの基本 

・その他のローンの基礎 

(4) ライフプランニングと資金計画 

① 社会保険制度 

・社会保険制度とは 

・医療保険制度 

・労働保険 

・雇用保険 



(5) ライフプランニングと資金計画 

① 公的年金制度 

・胡適年金制度の仕組み 

・老齢給付（老齢年金） 

・障害給付（障害年金） 

(6) ライフプランニングと資金計画 

① 公的年金制度 

・遺族給付（遺族年金） 

・共済年金について 

・公的年金の見込額照会、請求手続きについて 

(7) ライフプランニングと資金計画 

① 企業年金・個人年金と年金の税金 

・企業年金 

・年金にかかる税金 

(8) リスク管理 

① リスクマネジメント 

・リスクメネジメント 

・保険を取りまく法律、制度 

(9) リスク管理 

① 生命保険の基礎 

(10) リスク管理 

① 生命保険商品の仕組みと概略 

(11) リスク管理 

① 傷害疾病保険の概略 

(12) リスク管理 

① 損害保険の基本と法律 

(13) リスク管理 

① 主な損害保険の商品知識 

(14) リスク管理 

① リスク管理と保険 

(15) リスク管理 

① 保険と税金 

(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）                                 

国家資格 FP 技能士 3 級の出題区分の『ライフプランニングと資金計画』『リスク管理』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                                 

FP 技能検定３級テキスト ＦＰＫ研修センター株式会社 

 

実務経験                                

 

備考                                  

 

  



科目名 ファイナンシャルプランナー② 

担当教員 加藤 弘児 

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 2 

学科・コース 情報メディア 

授業概要                                 

国家資格 FP 技能士 3 級の出題区分の『金融資産運用』『タックスプランニング』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                  

国家資格 FP 技能士 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(17) 金融資産運用 

① 金融・経済の基礎知識 

・金利の変動要因 

・代表的な景気指標 

・金融市場と金融、財政政策 

(18) 金融資産運用 

① 貯蓄型金融商品の基礎知識 

 ・金融商品の特性 

 ・貯蓄型金融商品の基本用語と利息計算 

 ・貯蓄型金融商品の商品知識 

(19) 金融資産運用 

① 債券投資の基礎知識 

(20) 金融資産運用 

① 株式投資の基礎知識 

(21) 金融資産運用 

① 投資信託の基礎知識 

・投資信託の実務知識 

(22) 金融資産運用 

① その他の商品の基礎知識 

・外国投資信託の基礎知識 

・金融派生商品（デリバティブ）の基礎知識 



(23) 金融資産運用 

① マネーポートフォリオの基礎知識 

(24) 金融資産運用 

① 金融商品の税金の基礎知識 

 ・金融商品の税金 

 ・非課税貯蓄制度 

(25) 金融資産運用 

① 預金保険制度と投資家保護の仕組み 

(26) タックスプランニング 

① 日本における税制の概要 

 ・税法体系 

 ・税の種類 

(27) タックスプランニング 

① 所得税 

 ・所得税の基礎 

 ・所得税計算の流れ 

(28) タックスプランニング 

① 所得税 

 ・所得の区分とその内容 

・損益通算 

(29) タックスプランニング 

① 所得税 

・所得控除 

 ・税額控除 

(30) タックスプランニング 

① 所得税 

 ・所得税の申告と納付 

 ・青色申告制度 

(31) タックスプランニング 

① 個人地方税 

(32) 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）                                 

国家資格 FP 技能士 3 級の出題区分の『金融資産運用』『タックスプランニング』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                                 

FP 技能検定３級テキスト ＦＰＫ研修センター株式会社 

 

実務経験                                

 

備考                                  

 

 

  



科目名 ファイナンシャルプランナー③ 

担当教員 加藤 弘児 

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 2 

学科・コース 情報メディア 

授業概要                                 

国家資格 FP 技能士 3 級の出題区分の『不動産』『相続・事業承継』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                  

国家資格 FP 技能士 3 級の合格を目指す 

 

授業項目                                 

(33) 不動産 

① 不動産の基礎 

・不動産の特性と分類 

・不動産の調査 

・不動産の価格 

(34) 不動産 

① 不動産取引の基礎知識 

 ・不動産取引 

 ・宅地建物取引業法の知識 

(35) 不動産 

① 不動産取引の基礎知識 

 ・不動産の売買の基礎知識 

 ・不動産の賃貸借の基礎知識 

(36) 不動産 

① 不動産に関する行政法規 

 ・土地基本法 

 ・都市計画法 

 ・建築基準法 

(37) 不動産 

① 不動産に関する行政法規 

 ・国土利用計画法 

 ・農地法 



 ・区分所有法 

(38) 不動産 

① 不動産の有効活用 

 ・不動産投資 

 ・不動産有効活用の基本 

 ・土地有効活用の方式 

(39) 不動産 

① 不動産と税金 

・不動産に関する税金の種類 

・不動産の取得に係る税金 

・不動産の保有に係る税金 

(40) 不動産 

① 不動産と税金 

・不動産の貸付け等に係る税金 

・不動産の譲渡に係る税金 

(41) 不動産 

① 不動産投資と証券化 

・不動産投資の手法 

・資産流動化法（SPC 法） 

・不動産投資信託 

(42) 相続・事業承継 

① 民法と相続 

・親族等の基礎知識 

・生年後見制度 

・相続の基本的規定 

(43) 相続・事業承継 

① 民法と相続 

・遺産の分割 

・遺言とその活かし方 

(44) 相続・事業承継 

① 贈与と税金 

 ・贈与の概要 

 ・贈与税とは 

(45) 相続・事業承継 

① 相続と税金 

(46) 相続・事業承継 

① 相続財産の評価 

 ・財産評価の基本 



 ・不動産の評価 

 ・動産の評価 

(47) 相続・事業承継 

① 相続対策 

(48) 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）                                 

国家資格 FP 技能士 3 級の出題区分の『不動産』『相続・事業承継』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                                 

FP 技能検定３級テキスト ＦＰＫ研修センター株式会社 

 

実務経験                                

 

備考                                  

 

  



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 情報メディア 

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 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 情報メディア 

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 情報メディア 

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 情報メディア 

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 情報メディア 

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 情報メディア 

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 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 2 

学科・コース 情報メディア学科 

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 WEB デザイン演習 

担当教員 岡本 明久 

科目の種類 専門 単位区分 選択 単位数 8 

授業方法 講義・演習 開講学期 前期 学年 2 

学科・コース 情報メディア 

授業概要                                 

WEB サイトの構築に必要な応用技術について習得する。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

1 年次の WEB デザインの学習で基礎を学んだことを前提にして、WEB サイト構築に必要な技術の

習得を行う。ここで学習した応用知識を使用し、WEB デザイン演習で、自分でサイトの設計・制作

を行う。 

 

授業項目    ウェブデザインの企画からプロトタイプの制作        

Section1：オリエンテーション 

(37) 授業の概要説明とゼミメンバー自己紹介 

(38) 一年間の授業の流れの説明 

－個人最終目標：自分のウェブサイトを制作する 

－グループ最終目標：ゼミグループのポータルサイトを制作する 

※ゼミグループ名を決めるためのアイデア出し・ブレインストーミング 

 

Section2：illustrator の基本講座 

(39) illustrator でベジェ曲線をマスターしよう 

－初期画面／パネル操作／ツール操作など 

(40) 【提出課題①】学校の地図を制作する 

－CKG の地図を作ってみよう 

(41) ゼミグループ名を考えよう（ブレインストーミング） 

－アイデアを出し合い、決定する。 

(42) ゼミグループのロゴを作ろう 

－①決まったグループ名からアイデアを膨らませ、手描きでラフを描く。 

－②「Adobe Capture」でラフを取り込み、ロゴを制作する。 

【提出課題②】ロゴを完成させる 

(43) 提出課題②の「ゼミグループロゴ」発表・ロゴの決定 

－illutrator で制作したロゴを発表し、全員でロゴを決定する 



(44) 名刺を制作する【課題提出】 

－デザインを考え、制作する 

①表面：氏名などの要素を入れる 

②裏面：フリースペースを活用する（地図や似顔絵イラストを入れてみよう） 

③用紙を選んで入稿しよう 

(45) チラシを制作する【課題提出】 

－コロナ対策のチラシを作ろう 

－印刷しよう 

 

Section3：photoshop の基本講座 

(46) 写真撮影：ウェブサイトで利用できる写真を撮影する（6/22） 

－外で写真を撮ってみよう 

－構図を考えて撮ってみよう 

(47) Photoshop の基本手順：初期画面／パネル操作／レイヤー など（6/24） 

(48) 撮影した写真を取り込んで現像し、写真の修整（色調補正、明度調整など）をする（6/24） 

(49) 修正した写真の加工（文字の合成、画像を重ねる など）をする（6/29） 

(50) 課題① CKGを紹介するポストカードを制作する (4)課題②の地図を使用する（6/29） 

(51) 課題② バナーを制作する（構成する）（7/1） 

(52) 課題② バナーを制作する（要素を配置する）（7/1） 

(53) 課題② バナーを制作する（デザインする）（7/1） 

(54) ウェブサイトのトレースをする（7/6） 

(55) ウェブサイトのトレースをする（7/6） 

(56) ウェブサイトのトレースをする（7/6） 

(57) ウェブサイトのトレースをする（7/6） 

(58) 課題① ランディングページを制作する（7/8） 

(59) 課題① ランディングページを制作する（7/8） 

(60) 課題① ランディングページを制作する（7/8） 

(61) 課題① ランディングページを制作する（7/8） 

 

Section4-1：ウェブサイトの企画／ヒアリング 

(62) 企画の大切さについて －ヒアリングは企画の第一歩－（7/13） 

(63) 共通意識を持ってもらおう（7/13） 

－誰のためのウェブサイト？何のためのウェブサイト？  

－制限とクリエイティビティ 

－クライアントが本当に欲しい物を考察する（ウェブサイトは必要なのかどうか？） 

－クライアントが本当に欲しい物（代替手段 1） 

－クライアントが本当に欲しい物（代替手段 2） 

－それでもウェブサイトが必要なら 



－運営方法／誰が情報を更新するのか ・いつ情報を更新するのか・テスト環境の構築は必要か 

 

Section4-2：ウェブサイトの企画／トーン＆マナー 

(64) トーン＆マナー（トンマナ）（7/8） 

－トンマナの決め方 

－既存事例の集め方 

－既存事例を集める その 1／その 2 

(65) グルーピング（制作物の趣旨と扱う情報への理解を深める）（7/8） 

－グルーピングの修正／グルーピングの選択 

 

Section4-3：ウェブサイトの企画／モバイル対応 

(66) モバイル対応とは（7/13） 

－モバイル対応の方法／レスポンシブレイアウトについて 

－モバイル対応の方法／モバイル専用レイアウトについて 

－モバイル対応の予算 

Section4-4：ウェブサイトの企画／予算 

(67) 納品型と非納品型についての予算感（7/13） 

－自分の単価を決めておこう 

－見積もりの作成・見積もりの体裁 

 

Section4-5：ウェブサイトの企画／ヒアリングから見積制作まで 

(68) ヒアリングを体験する（カフェのウェブサイトを想定）（7/15） 

－ヒアリングした内容をまとめる 

－トンマナを決め、事例を集め、グルーピングをする 

－予算を決め、見積りを作成する 

(69) カフェのウェブサイトの企画を発表する（7/15） 

 

Section5-1：AdobeXD とは  

(70) Adobe XD とは／プロトタイピングとは／XD を使うメリット／工程の説明 

(71) Adobe XD のインターフェイス／シェイプの描き方／文字とカラー／グループ化 

 

Section5-2：サンプルを利用したラフなワイヤーフレームの作成 

(72) アートボードの準備／メインビジュアルの配置 

(73) リピートグリッド／タイル上の画像配置 

(74) テキストエリア／写真入りの記事 

(75) SNS リンクボタンの配置／フッター配置 

 

Section5-3：プロトタイプの制作       



(76) 共有の設定／WEB フォント／完成品の検討 

(77) UI キットの取得／Windows での UI キットの入手  

(78) Status bar の配置／タイトルと文字列の配置／Nav Bar の配置 

(79) 画像プレースホルダの配置／画像の一括挿入 

(80) ガイドを使った整列／サンプルサイトの仕上げ 

(81) 最新情報・ご案内・記録など更新性が高いカテゴリの作成 

 

Section5-4：サブページのプロトタイプ制作 

(82) セクションのターゲットについて／シンボル（コンポーネント）化 

(83) 送信フォームの作成／サンプルサイト詳細ページの作成 

(84) サンプルサイト更新性の高い個別ページの作成 

(85) インタラクション・マイクロインタラクションについて 

 

 

 

Section5-5：iPadPro のプロトタイプ制作 

(86) タブレットのリサイズの基本／Nav Bar の制作 

(87) サンプルサイトの制作／グリッドレイアウト／文字スタイル 

(88) 最新情報・ご案内・記録など更新性が高いカテゴリの作成 

(89) 文字スタイルの登録／カラーの登録 

(90) サンプルサイト更新性の高い個別ページの作成 

(91) SNS／フッター 

 

Section5-6：iPadPro サブページの制作 

(92) 送信フォームページの作成／詳細ページの作成 

(93) サンプルサイト更新性の高い個別ページの作成 ＜iPadPro プロトタイプ完成＞ 

 

Section5-7：メインページの制作 

(94) ヘッダーの制作／NaV bar の制作 

(95) サンプルサイトトップページの制作 

－最新情報・ご案内・記録など更新性が高いカテゴリの作成 

(96) サブページの作成 

－お問い合わせページの作成 

－更新性が高いカテゴリの詳細ページの作成 

(97) 仕上げ 

(98) 画像の書き出し       

(99) CSS コード書き出し 

 



Section6-1：前期のまとめ 

(100) 前期のまとめ 

(101) 夏休み課題の説明 

－自分のサイトを企画する（趣味のサイト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業の進め方                                 

授業時間内には、講義は行う。講義を受けて実際にパソコンを使用して演習を行う。 

 

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

WEB デザインの応用技術について、講座で開設した 7 割の内容が理解できていること。 

プロトタイプが作れるようになること。 

 

 

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

授業での演習の成果物の評価（60%）、出席率および授業態度（40%）として評価 

 

教科書                                 

なし 

 

参考書                                 

・いちばんよくわかる Web デザインの基本 きちんと入門 

・基礎から覚える、深く理解できる Web デザインの新しい教科書 改訂新版 



・HTML5+CSS3 完全大辞典 

・世界一わかりやすい illsutrator & photoshop & XD  Web デザインの教科書 

 

実務経験                                

 

備考                                  

 

  



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 情報メディア学科 

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 WEB デザイン演習  

担当教員 岡本 明久 

科目の種類 専門 単位区分 必須 単位数 12 

授業方法 実習 開講学期 後期 学年 2 

学科・コース 情報メディア 

授業概要                                 

2 年間の勉強の総括として、WEB サイトの構築を自ら行う。 

 

カリキュラムにおけるこの授業の位置付け                  

WEB サイトの構築を行う。工程は、WEB サイトのコンセプト、素材の収集、WEB サイトの製作、

WEB サイトの修正など多岐にわたるが、各段階で資料をまとめ、プレゼンテーションを行う。段階

的に承認を受け、その承認を受けて、サイトの製作を行う。 

 

授業項目                                 

(102) 授業概要についての解説 

(103) サイトのコンセプトの纏め方（ワイヤフレームの作成） 

(104) 実習（１） 製作するサイトについて考える 

(105) 実習（２） 製作するサイトについて考える 

(106) 実習（３） 製作するサイトについて考える 

(107) 実習（４） 製作するサイトについて考える 

(108) 実習（５） PowerPoint で資料作成 

(109) 実習（６） PowerPoint で資料作成 

(110) 実習（７） PowerPoint で資料作成 

(111) プレゼン 

(112) 発表課題の修正 

(113) 発表課題の修正 

(114) 必要な画像の確認と、画像の洗い出しと加工についての概要 

(115) 実習（１） サイトで使用される画像の洗い出し 

(116) 実習（２） 画像に必要な加工についての洗い出し 

(117) 実習（３） 画像加工 

(118) 実習（４） 画像加工 

(119) 実習（５） 画像加工 

(120) 実習（６） 画像加工 

(121) 実習（７） 画像加工 



(122) 実習（８） 画像加工 

(123) 実習（９） 画像加工 

(124) 実習（１０） 画像加工 

(125) 実習（３） 画像加工 

(126) HTML の作成について 

(127) HTML の作成（１） 

(128) HTML の作成（２） 

(129) HTML の作成（３） 

(130) HTML の作成（４） 

(131) HTML の作成（５） 

(132) HTML の作成（６） 

(133) HTML の作成（７） 

(134) HTML の作成（８） 

(135) HTML の作成（９） 

(136) HTML の作成（１０） 

(137) HTML の作成（１１） 

(138) CSS についての概略 

(139) CSS の作成（１） 

(140) CSS の作成（２） 

(141) CSS の作成（３） 

(142) CSS の作成（４） 

(143) CSS の作成（５） 

(144) CSS の作成（６） 

(145) CSS の作成（７） 

(146) CSS の作成（８） 

(147) CSS の作成（９） 

(148) CSS の作成（１０） 

(149) CSS の作成（１１） 

(150) 中間発表 

(151) 中間発表 

(152) HTML と CSS の修正、画像の修正（１） 

(153) HTML と CSS の修正、画像の修正（２） 

(154) HTML と CSS の修正、画像の修正（３） 

(155) HTML と CSS の修正、画像の修正（４） 

(156) HTML と CSS の修正、画像の修正（５） 

(157) HTML と CSS の修正、画像の修正（６） 

(158) HTML と CSS の修正、画像の修正（７） 

(159) HTML と CSS の修正、画像の修正（８） 



(160) HTML と CSS の修正、画像の修正（９） 

(161) HTML と CSS の修正、画像の修正（１０） 

(162) HTML と CSS の修正、画像の修正（１１） 

(163) HTML と CSS の修正、画像の修正（１２） 

(164) HTML と CSS の修正、画像の修正（１３） 

(165) HTML と CSS の修正、画像の修正（１４） 

(166) HTML と CSS の修正、画像の修正（１５） 

(167) HTML と CSS の修正、画像の修正（１６） 

(168) HTML と CSS の修正、画像の修正（１７） 

(169) HTML と CSS の修正、画像の修正（１８） 

(170) HTML と CSS の修正、画像の修正（１９） 

(171) HTML と CSS の修正、画像の修正（２０） 

(172) HTML と CSS の修正、画像の修正（２１） 

(173) HTML と CSS の修正、画像の修正（２２） 

(174) HTML と CSS の修正、画像の修正（２３） 

(175) HTML と CSS の修正、画像の修正（２４） 

(176) HTML と CSS の修正、画像の修正（２５） 

(177) HTML と CSS の修正、画像の修正（２６） 

(178) HTML と CSS の修正、画像の修正（２７） 

(179) HTML と CSS の修正、画像の修正（２８） 

(180) 最終発表の概要につて 

(181) 最終発表の準備（１） レジュメ準備 

(182) 最終発表の準備（２） 発表練習 

(183) 最終発表の準備（３） 発表練習 

(184) 最終発表の準備（４） 発表練習 

(185) 最終発表の準備（５） 配布資料の準備 

(186) 最終発表（１） 

(187) 最終発表（２） 

(188) WEB デザイン実習の評価 

(189) 最終仕上げ（１） 評価で不具合のある項目について修正を行う。 

(190) 最終仕上げ（２） 評価で不具合のある項目について修正を行う。 

(191) 最終仕上げ（３） 評価で不具合のある項目について修正を行う。 

(192) 最終仕上げ（４） 評価で不具合のある項目について修正を行う。 

(193) 最終仕上げ（５） 評価で不具合のある項目について修正を行う。 

(194) 最終仕上げ（６） 評価で不具合のある項目について修正を行う。 

(195) 最終仕上げ（７） 評価で不具合のある項目について修正を行う。 

(196) 最終仕上げ（８） 評価で不具合のある項目について修正を行う。 

(197) 最終仕上げ（９） 評価で不具合のある項目について修正を行う。 



 

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、最終的にまとめを行ったうえでプレゼンを行い講師が評価を行う。評価箇所を修

正したうえで、次の工程へ進める。 

 

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

2 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                                

 

備考                                  

 

 


