
情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
基礎科目 

授業科目名 イノベーションの志 
授業 

形態 
講義 

授業コード AIV111 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 中村 伊知哉 

１．授業概要 

本学は「変化を楽しみ、自ら学び、革新を創造する」ことを教育理念とし、経営と情報通信技術に関する理

論と実践力、国際的なコミュニケーション能力、これらを組み合わせた応用力を主体的に身に付け、国際社

会と地域社会の産業発展に貢献する人材を育成する大学である。 

本授業ではこの「イノベーション」について理解を深めるとともに、イノベーションを生み出し、イノベー

ターとなるために必要な資質や素養を身につけるための土台を様々な事例を学ぶことにより構築する。 

具体的には、分野ごとにイノベーション事例を取り上げ、情報社会における ICTを使ったイノベーションと

は何かについて、自分なりの解を導き出す。各インプットを基にグループワークで意見交換を交え、他者と

比較の中で、自身のビジョンステートメントを構築する授業構成をとる。 

また、イノベーションを起こす人材となるために必要なことは何か、自らイノベーションを起こすために何

をするかを考え自分なりのイノベーター像、イノベーションのあり方を検討し、この後の本学での学びの素

地とする。 

２．授業の目的・到達目標 

・情報社会におけるイノベーションについて基本的な考え方を理解すること。 

・常に変化する世界の流れの中でも、イノベーションを生み出し、イノベーターになるためのスキルとマイ

ンドを身につけること。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
イントロダクション：情報社会におけるイノベーションとは何か１ 

（本授業の背景、目標など） 

２ 
イントロダクション：情報社会におけるイノベーションとは何か２ 

（本授業の背景、目標など） 

３ 
ICTとイノベーション（１） 

（ビジネス分野及びグローバル分野での ICTを用いたイノベーションについて講義） 

４ 

ICTとイノベーション（２） 

（ビジネス分野及びグローバル分野での ICT を用いたイノベーションについて講義とグループワ

ーク） 

５ 
ICTとイノベーション（３） 

（ビジネス分野及びグローバル分野での ICTを用いたイノベーションについて講義） 

６ 

ICTとイノベーション（４） 

（ビジネス分野及びグローバル分野での ICT を用いたイノベーションについて講義とグループワ

ーク） 

７ 
ICTとイノベーション（５） 

（ICT分野及びビジネス分野でのイノベーションについて講義） 



８ 
ICTとイノベーション（６） 

（ICT分野及びビジネス分野でのイノベーションについて講義とグループワーク） 

９ 
ICTとイノベーション（７） 

（ICTを用いたイノベーションのグループワーク１） 

１０ 
ICTとイノベーション（８） 

（ICTを用いたイノベーションのグループワーク２） 

１１ 
ICTとイノベーション（９） 

（ICTを用いたイノベーションのグループワーク３） 

１２ 
ICTとイノベーション（１０） 

（ICTを用いたイノベーションの企画プレゼンテーション及び講評） 

１３ 
ICTとイノベーション（１１） 

（ICTを用いたイノベーションの企画プレゼンテーション及び講評） 

１４ 
最終発表、まとめ（１） 

（学生によるイノベーション企画の発表・討論とイノベーションの志のまとめ、講評） 

１５ 
最終発表、まとめ（２） 

（学生によるイノベーション企画の発表・討論とイノベーションの志のまとめ、講評） 

４．成績評価の方法 

各回ごとのフィードバックレポート・授業への参加度 

最終ワーク・発表 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

参考書を読んでおくこと。 

参考 URLを視聴しておくこと。 

発表及び最終発表に向けた準備を行うこと。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

『超ヒマ社会をつくる』 

中村伊知哉（著）、ヨシモトブックス、2019年 

『新版 超ヒマ社会をつくる―アフターコロナはネコの時代―』 

中村伊知哉（著）、ヨシモトブックス、2021年 

参考動画： 

中村伊知哉学長による iU Channel 

https://www.youtube.com/c/iUCHANNEL 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

「iUとは」を皆さんで考える講義です。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
基礎科目 

授業科目名 スタディスキル 
授業 

形態 
講義 

授業コード SSK111 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 加藤 直人 

１．授業概要 

大学生活は社会で貢献するための準備期間であり、自分が興味関心を持つ分野について主体的に学ぶととも

に、社会に出ていくにあたって企業におけるプレゼンテーションに代表されるように今度は自らが情報発信

をしなければならないという立場にもなる。本講義では有意義な大学生活を送るために、基本となるアカデ

ミックスキルや社会人基礎力など、入学時に立てた目標を実現する力を身につける。具体的には、課題に取

り組みながら大学生活を送るために必要なコミュニケーション、情報収集と活用、レポートやプレゼンテー

ションなどを身につけるとともに、取り上げる課題やテーマから大学での学びや将来の目標を考える。 

２．授業の目的・到達目標 

有意義な 4年間の大学生活を送るための基本となる、大学において学ぶ（授業、課外活動）ことのスキルを

身につけることを目的とする。そして、本専門職大学の学生として、自覚を持って行動できるようになるこ

とを目標とする。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
オリエンテーション 

スタディスキルとは、スタディスキルで何を学ぶのか 

２ 

目標の振り返りと本科目における課題設定 

情報リテラシー、レポーティング、プレゼンテーション、コミュニケーションの観点から自己分析

し、本講義で何を学ぶのかを明確にする 

３ 
情報リテラシー① 

インターネットの利用の仕方、SNSの利用の仕方、利用上の注意 

４ 
情報リテラシー② 

図書館の利用、専門書・文献の収集、検索方法、読み方 

５ 
レポーティング① 

考えのまとめ方、レポートの書き方 

６ 
レポーティング② 

引用、参考、出典と剽窃の禁止など、表計算を用いたデータ作成 

７ 
プレゼンテーション① 

プレゼン資料の作り方 

８ 
プレゼンテーション② 

プレゼンのポイント、方法 

９ 
個別発表① 

これまでの学修成果としてプレゼンテーションを行う 

１０ 
個別発表② 

これまでの学修成果としてプレゼンテーションを行う 



１１ 
コミュニケーション①  

議論、質疑応答のしかた 

１２ 
コミュニケーション②  

自己理解、相互理解 

１３ 
コミュニケーション③  

発信力、表現力、傾聴力 

１４ 
グループ発表 

グループで議論した成果としてプレゼンテーションを行う 

１５ 
まとめ 

課題や本科目を通じて得た気づき、目標の再設定 

４．成績評価の方法 

・講義内タスク：講義で学んだ知識、理解度の確認を行う（60％） 

・課題：個別発表、グループ発表、まとめの内容（40％） 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

・講義中だけではなく、大学生活や家庭生活においても常にスタディスキルを意識すること。 

・講義資料を公開する予定なので、復習では講義資料中のキーワードを自分の講義ノートであらためて整理

し（2時間程度）、実践すること。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

必要な資料は随時配布する。 

 

参考文献： 

『大学での学びをアクティブにする アカデミック・スキル入門』 

伊藤奈賀子（編）、中嶋祥子（編）、有斐閣、2019年 

『ゼミで学ぶスタディスキル』 

南田勝也（著）、矢田部圭介（著）、山下玲子（著）、北樹出版、2011年 

７．備考 

この科目は「大学等における修学の支援に関する法律」において本学が申請した実務経験のある教員による

授業科目です。 

８．昨年度からの振り返り 

これまでは、レポーティングやプレゼンテーションの課題として「墨田区の特徴・活性化策」、「iUの現在・

どのようにしていきたいか」というやや仮想的なテーマを扱ってきたために、現実的に考えるのが困難だっ

たかもしれない。 

本年度はビジネスに関連する現実的なトピックを中心課題として、講義を行っていく。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
基礎科目 

授業科目名 英語コア・スキルズⅠ 
授業 

形態 
演習 

授業コード EC1112 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎奥村 耕一、柿崎 理、後藤 亮 

１．授業概要 

現代社会において、グローバルで活躍するためには英語力は必要不可欠である。この授業では基本的な英語

4技能のうち、リーディング能力とリスニング能力の強化を図っていく。 

具体的には、ビジネスや生活などのシチュエーションを題材に、個人やグループで、音読、ヒアリング、英

文解釈を行う。TOEIC 等の問題を使いながら、演習を繰り返し行うことで、正しく英文解釈できる力（単語

力、構文理解力、文法力など）もあわせて習得する。上記を通じ、ビジネスシーンで使用する英語に対する

基礎的な読む力と聞く力を習得する。 

２．授業の目的・到達目標 

・英語のリーディング能力とリスニング能力の向上 

・ビジネスの場面において、英語を用いた業務の基礎的なコミュニケーションをとることができる。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

オリエンテーション１ 

・英語のコア・スキルとは何か？ 

 英語が使えるようになる基礎を身につけるためのトレーニングと課題解決型言語活動の必要性 

・目標、概要、前期の予定、評価方法、オンライン教材・参考書の紹介、Google Classroomの使用

方法 

・英語学習に関するアンケート調査 

２ 

オリエンテーション２ 

・Input → Intake（Practice）→ Output プロセスでの学び方（英語の内容理解、文構造の確認、

発音・語彙の習得から英語の再生・産出を行う言語学習の基本） 

・教科書の使い方 Input活動: Listening + Reading（以下、Input活動） 

３ 

オリエンテーション３ 

・レベルチェック 

・教科書 Intake活動：Reading Aloud, Gap-filling Reading, Retelling, Interaction（以下、

Intake活動） 

４ 

集中トレーニング１ 

・アンケート結果、レベルチェック集計結果、英語教育の現状から、学習のあり方の再考 

・Daily Talk（日常の話題でのやり取りと報告を通じて、即興で表現ができる技能の向上を図る活

動）の導入 

・教科書 Output活動：Presentation（以下、Output活動） 

５ 

課題解決型言語活動１ 

・Daily Talk 

・Task Activity（既習の表現を用いて、与えられた場面や条件下で課題を解決するためにやり取

りを行う） 

・上記活動後のフィードバック、再チャレンジ、課題解決に必要な表現の認識 



６ 

集中トレーニング２ 

・Daily Talk 

・教科書 Input活動 + Intake活動 

・EnglishCentralの紹介と使い方 

７ 

集中トレーニング３ 

・Daily Talk 

・教科書 Intake活動 + Output活動 

８ 

集中トレーニング４ 

・スキルテスト１（小テスト） 

・教科書 Input活動 + Intake活動 

・EnglishCentralの活用について 

９ 

集中トレーニング５ 

・Daily Talk 

・教科書 Intake活動 + Output活動 

１０ 

課題解決型言語活動２ 

・Daily Talk 

・Task Activity（フィードバック、再チャレンジ、表現の定着含む） 

１１ 

集中トレーニング６ 

・Daily Talk 

・教科書 Input活動 + Intake活動 

１２ 

集中トレーニング７ 

・Daily Talk 

・教科書 Intake活動 + Output活動 

１３ 

集中トレーニング８ 

・Daily Talk 

・教科書 Input活動 + Intake活動 

１４ 

集中トレーニング９ 

・スキルテスト２（小テスト） 

・教科書 Intake活動 + Output活動 

１５ 

まとめ＆振り返り 

・集中トレーニングと課題解決型言語活動の振り返りと今後の学習課題への認識 

・期末授業評価＆授業アンケート 

４．成績評価の方法 

発表・やり取りなどの実技面：30％ 

各回の授業への参加度・貢献度：40％ 

各回の課題提出状況と毎週のオンライン教材の利用率：30％ 

 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

各回 30～60分を想定。 

予習（授業準備）：各 Unit（教科書）の音声と基本的な語彙の確認 

復習：授業で触れた表現の練習とそれを用いた自己表現 

課題：授業内で課すサマリー、自己表現、パフォーマンスの提出、授業内での学びへの気づき、オンライン

教材 EnglishCentral によるスキルアップトレーニング 

 



６．教科書／参考文献 

教科書： 

『SPEAKING STEPS』 

臼倉美里（著）、鈴木祐一（著）、Christopher Belton（著）、金星堂、2022年 

 

参考文献： 

『EnglishCentral』（オンライン教材） 

https://www.englishcentral.com/ 

『ENGLISH SWITCH』 

Robert Hickling（著）、臼倉美里（著）、金星堂 

７．備考 

授業における学習の状況に応じて、トレーニングや言語活動の内容や進め方が変わる場合があります。 

授業では、各自のパソコンを使用しますので、毎回の用意が必要です（ノートが必要な場合は使用可）。 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度の授業評価・アンケート結果から、今年度も引き続き、グループ活動を積極的に取り入れ、互いに学

び合うことを重視します。 

授業は少人数クラスで、多様なレベルの仲間が互いの事情を理解し、効果的に取り組むことが重要です。 

授業資料は、必要なワークシートや自主学習資料の他、授業で用いた提示資料も全て Google Classroomに

配布され、課題の提出先も Google Classroom になります。 

EnglishCentral は、時間・場所を問わず継続的に有効活用して、復習や応用に役立ててください。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
基礎科目 

授業科目名 数学基礎 A 
授業 

形態 
講義 

授業コード FMA113 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 磯 俊樹 

１．授業概要 

経営分野、工学分野等における実世界の課題は、数式により定義でき、これを数値解法を用いて解くことが

できるものが多く存在する。こうした課題を解くためには、数学的な課題の捉え方や解き方が重要となる。

本科目では基礎的な解析学として「数列」「微分」「積分」をテーマに取り上げ、解析学の基本的な内容を学

んでいく。これらの理論や考え方は、経営分析やディープラーニングなどの分野の学習を深めるうえで基本

的な考え方となる。「数列」「微分」「積分」において重要な基本概念について学ぶとともに、演習を通して各

手法の本質や適用方法についての理解を深める。 

なお、本科目では数学の面白さや経営学、情報通信技術での有用性が十分理解できるような授業を行う。 

２．授業の目的・到達目標 

・「数列」「微分」「積分」について、それぞれの考え方を説明できる。 

・適用する目的や対象に応じて考え方や計算方法を使い分けることができることを目標とする。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
イントロダクション・数列の極限（１） 

数列の和など基本概念と数列の極限の算出方法 

２ 
数列の極限（２） 

数列の極限に関するまとめ、演習 

３ 
微分（１） 

関数の微分、合成関数・逆関数の微分公式 

４ 
微分（２） 

平均値の定理、関数の増減、曲線の凹凸 

５ 
微分（３） 

高次の導関数、テーラーの定理、漸近展開 

６ 
多変数関数の微分（１） 

偏微分と全微分、合成関数の微分、ヤコビアン 

７ 
多変数関数の微分（２） 

多変数関数の極値や陰関数の定理 

８ 
まとめ１ 

微分に関するまとめと理解確認 

９ 
積分（１） 

置換積分と部分積分の計算方法 

１０ 
積分（２） 

広義積分の計算方法 



１１ 
積分（３） 

区分求積法、定積分の応用 

１２ 
多変数関数の積分（１） 

重積分の定義、畳み込み積分など応用例 

１３ 
多変数関数の積分（２） 

重積分の変数変換 

１４ 
まとめ２ 

積分に関するまとめと理解確認 

１５ 
まとめ３ 

これまでの内容のまとめ・実社会とのつながり 

４．成績評価の方法 

定期試験：50％ 

中間演習：40％ 

レポート提出（適時）等の学習意欲：10％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

予習（事前学修）：各単元の内容をテレビ（放送大学などの数学の講義）の視聴やインターネット、文献等で

1つ以上調べ、レポートにまとめる。 

復習（事後学修）：各単元で学んだ各手法に関連する演習問題をインターネットや文献等で 2 つ以上調べ、

レポートにまとめる。 

（あわせて各回 1時間程度） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

必要により、授業時にプリントを配布、または参考資料を適宜指⽰する。 

 

参考文献： 

『最短コースでわかるディープラーニングの数学』 

赤石雅典（著）、日経 BP社、2019年 

『大学教養 微分積分』 

加藤文元（著）、数研出版、2019年 

『チャート式 大学教養 微分積分』 

加藤文元（著）、数研出版、2019年 

７．備考 

・簡単な技術解説書に出てくる数式の意味が解釈できることを目指している。従って、単に公式に値を入れ

て解くことよりも“数式を読む（数式の意味を理解する）”ことに重点を置いた授業を行う。 

・授業では演習に時間を割けないので、各自が復習を兼ねて実施することを前提とする。 

・教員のオフィスアワー等を利用した個別対応による指導も可能である。 

・高校数学で数学Ⅱ、B、Ⅲまでの履修をしていない場合は、放送大学などで数学の講義を視聴した上での

授業参加が望ましい。 

・進捗状況により授業内で扱う題材の難易度を変更する場合がある。 

８．昨年度からの振り返り 

講義の内容が”具体的に何に利用されるか？”の問いに応えるために、データサイエンスで必要な数学の考

え方に対象を絞り、適時、具体例を紹介しながら進めていく。また、数学履修状況や将来的な志向が学生に

依って大きく異なるので、各自が必要に応じて積極的に個別対応を利用するように指導していく。 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
基礎科目 

授業科目名 リサーチ入門 
授業 

形態 
講義 

授業コード SRB112 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 石村 源生 

１．授業概要 

社会科学の調査・分析の手法をもとに、課題発見、調査、解決策の提案の一連の流れからリサーチの基本を

学ぶ。具体的には、社会調査の概要を理解するとともに、実際に調査するフィールドを設定しながら授業を

進めていく。 

まず、文献やインターネット等を用いながら、どのような課題があるのかを調査票やインタビューなどを通

じて実際に調査し、課題を特定する。あわせて、設定された課題への対策とその実行状況を調べる。問題の

本質はどこにあるかを分析する。また、対象となる企業・人・機関などへのフィールド調査を行う対策の課

題を分析する。その後、明確化された課題に対し、自分たちがどのように解決に寄与できるかを設計する。 

本科目を通じ、さまざまな事象を実証的・構造的に明らかにし、課題の解決に結びつけるための方法、特に

資料やデータの収集と分析の具体的な方法とその特徴について実際の調査を行いながら習得し、今後の学習

の基礎となるスキルを身につけることを目指す。 

２．授業の目的・到達目標 

・リサーチの役割、調査分析のさまざまな手法、それらの特徴や活用例を説明できる。 

・資料やデータの収集と分析に必要となる知識やノウハウを身につける。 

・リサーチの企画・設計から実践まで行うことを通じ、調査によってできることやできないこと、またその

重要性などを理解する。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ オリエンテーション 

２ 
リサーチ、社会調査の概要と手法 

調査の実例をもとにした、概要と手法を理解する。 

３ 
フィールドを見つける① 

グループ課題の検討 

４ 
予備調査① 

予備調査とは何か、具体的な内容・手法について、実際の課題をもとに理解する。 

５ 
予備調査② 

予備調査を実施する。 

６ 
予備調査③ 

予備調査の結果を分析するとともに、分析手法を理解する。 

７ 中間発表とフィードバック 

８ 
フィールド調査① 

フィールド調査の概要と手法について確認し、構想・企画する。 

９ 
フィールド調査② 

収集・記録の手法を理解するとともに、企画をもとにフィールド調査を実施する。 



１０ 
フィールド調査③ 

調査分析の手法や考え方を理解するとともに、フィールド調査の分析を行う。 

１１ 
課題と解決策の検討① 

調査結果の振り返り、課題の明確化を行う。 

１２ 
課題と解決策の検討② 

明確化された課題をもとに解決策のアイディア検討と精査を行う。 

１３ 
課題と解決策の検討③ 

提示されたアイディアを精査し、解決策の提案につなげる手法を理解する。 

１４ 
最終発表準備 

調査報告の技法、手法 

１５ 最終発表 

４．成績評価の方法 

各授業への参加度・貢献（発表、発言、準備など）：20％ 

各グループ学習への参加度・貢献（発表、発言、準備など）：20％ 

中間発表：20％ 

最終発表：40％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

参考文献や実際の調査事例を調べ、リサーチの手法、考え方について確認する。 

講義内で随時配布される資料を読み授業に臨む。 

講義内で指示された課題に取り組む。 

（各回 30～60分程度） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

授業内で必要な資料は適宜配布する。 

 

参考文献： 

『グループディスカッションで学ぶ 社会学トレーニング』 

宮内泰介（著）、三省堂、2013年 

『自分で調べる技術―市民のための調査入門』 

宮内泰介（著）、岩波書店、2004年 

『社会科学の考え方―認識論、リサーチ・デザイン、手法』 

野村康（著）、名古屋大学出版、2017年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

「リサーチ」という講義テーマの性格上、授業で提示する情報量が多く、また、課題の自由度が大きかった

ため、どのように学習すればよいか戸惑いを覚えた学生が見られた。そこで次年度は、重要度に応じてトピ

ックを強調したり、より多くの具体例を挙げたりするなどして、学習のための補助線を効果的に引いていく

予定である。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
基礎科目 

授業科目名 英語コア・スキルズⅡ 
授業 

形態 
演習 

授業コード EC2112 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎奥村 耕一、柿崎 理、後藤 亮 

１．授業概要 

現代社会において、グローバルで活躍するためには英語力は必要不可欠である。この授業では基本的な英語

4技能のうち、ライティング能力とスピーキング能力の強化を図っていく。 

具体的には、ビジネスや生活などのシチュエーションを題材に、個人やグループで、音読、ヒアリング、英

文解釈を行う。TOEIC や TOEFL 等の問題を使いながら、演習を繰り返し行うことで、正しく英文解釈できる

力（単語力、構文理解力、文法力など）もあわせて習得する。上記を通じ、ビジネスシーンで使用する英語

に対する基礎的な書く力と話す力を習得する。 

２．授業の目的・到達目標 

・英語のライティング能力とスピーキング能力の向上 

・ビジネスの場面において、英語を用いた業務の基礎的なコミュニケーションをとることができる。 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

オリエンテーション１ 

・Daily Talkの応用（英語コア・スキルズⅠで行った活動を発展させて、即興でまとまった内容を

話す技能の向上を図る活動） 

・英語コア・スキルズⅠから学んだこととは何か？ 

 前期授業評価とアンケート結果に基づいた今後の学習課題と 4年間の展望 

・目標、概要、後期の予定、評価方法の確認 

２ 

オリエンテーション２ 

・Daily Talkの応用 

・4年間の展望の共有 

・EnglishCentralの応用 

３ 

集中トレーニング１ 

・Daily Talkの応用 

・教科書 Intake活動: Reading Aloud, Gap-filling Reading, Retelling, Interaction（以下、

Intake活動） 

・EnglishCentralの応用 

４ 

集中トレーニング２ 

・Daily Talkの応用 

・教科書 Output活動: Presentation（以下、Output活動) 

・EnglishCentralの応用 

５ 

課題解決型言語活動１ 

・Daily Talkの応用 

・EnglishCentralの応用による発表 



６ 

集中トレーニング３ 

・Daily Talkの応用 

・教科書 Intake活動 

７ 

集中トレーニング４ 

・Daily Talkの応用 

・教科書 Output活動 

８ 

課題解決型言語活動２（1回目） 

・前期から集中トレーニングで学習したことを踏まえ、与えられたテーマに関するプレゼンテーシ

ョン 

・プレゼンテーションに必要な原稿や提示資料の作成 

９ 

課題解決型言語活動２（2回目） 

・前期から集中トレーニングで学習したことを踏まえ、与えられたテーマに関するプレゼンテーシ

ョン 

・発表練習とリハーサル 

１０ 
課題解決型言語活動２（3回目） 

・プレゼンテーションの発表と簡単なディスカッション 

１１ 

集中トレーニング５ 

・Daily Talkの応用 

・教科書 Intake活動 

１２ 

集中トレーニング６ 

・Daily Talkの応用 

・教科書 Output活動 

１３ 

課題解決型言語活動３ 

・Daily Talkの応用 

・Task Activity（フィードバック、再チャレンジ、表現の再認識含む） 

１４ 

集中トレーニング８ 

・スキルテスト（小テスト） 

・教科書 Intake活動 

１５ 

まとめ＆振り返り 

・教科書 Output活動 

・1年間の学習経過の振り返りによる実現可能な学習計画の改訂 

・期末授業評価＆授業アンケート 

４．成績評価の方法 

発表・やり取りなどの実技面：30％ 

各回の授業への参加度・貢献度：40％ 

各回の課題提出状況と毎週のオンライン教材の利用率：30％ 

 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

各回 30～60分を想定。 

予習（授業準備）：各 Unit（教科書）の Input活動 

復習：授業で触れた表現の練習とそれを用いた自己表現 

課題：授業内で課すサマリー、自己表現、パフォーマンスの提出、授業内での学びへの気づき、オンライン

教材 EnglishCentral によるスキルアップトレーニング 

 



６．教科書／参考文献 

教科書： 

『SPEAKING STEPS』 

臼倉美里（著）、鈴木祐一（著）、Christopher Belton（著）、金星堂、2022年 

 

参考文献： 

『EnglishCentral』（オンライン教材） 

https://www.englishcentral.com/ 

『ENGLISH SWITCH』 

Robert Hickling（著）、臼倉美里（著）、金星堂 

７．備考 

授業における学習の状況に応じて、トレーニングや言語活動の内容や進め方が変わる場合があります。 

授業では、各自のパソコンを使用しますので、毎回の用意が必要です（ノートが必要な場合は使用可）。 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度の授業評価・アンケート結果から、今年度も引き続き、グループ活動を積極的に取り入れ、互いに学

び合うことを重視します。 

授業は少人数クラスで、多様なレベルの仲間が互いの事情を理解し、効果的に取り組むことが重要です。 

授業資料は、必要なワークシートや自主学習資料の他、授業で用いた提示資料も全て Google Classroomに

配布され、課題の提出先も Google Classroom になります。 

EnglishCentral は、時間・場所を問わず継続的に有効活用して、復習や応用に役立ててください。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
基礎科目 

授業科目名 数学基礎 B 
授業 

形態 
講義 

授業コード FMB113 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 落合 慶広 

１．授業概要 

経営分野、工学分野等における実世界の課題は、数式により定義でき、これを数値解法を用いて解くことが

できるものが多く存在する。こうした課題を解くためには、数学的な課題の捉え方や解き方が重要となる。

本科目では基礎的な線形代数として「ベクトル」「行列」「線形方程式」などをテーマに取り上げ線形代数の

基本的な内容を学んでいく。これらの理論や考え方は、データ分析やソフトウェア、IoT 設計などの分野の

学習を深めるうえで基本的な考え方となる。「ベクトル」「行列」「線形方程式」などの基本概念について学ぶ

とともに、演習を通して各手法の本質や適用方法についての理解を深める。 

本授業では、こうした数学的素養の基礎となる線形代数について学ぶと共に、これに関連する各科目への入

り口までを講義する。なお、本授業では数学の面白さや経営学、情報通信技術での有用性が十分理解できる

ような授業を行う。 

２．授業の目的・到達目標 

・「ベクトル」「行列」「線形方程式」など線形代数の基本的な内容について、それぞれの考え方を説明でき

る。 

・適用する目的や対象に応じて各技術を使い分けることができる。 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

■線形代数のガイダンス 

ベクトルと行列（１） 

ベクトルの考え方、図形表現など基本概念 

２ 

■ベクトルと行列（２） 

ベクトル、行列の基本演算と内積 

ベクトルとベクトル空間、図形のベクトル表現 

３ 

■ベクトルと行列（３） 

行列の基本変形（掃き出し法）と連立方程式の解法 

連立一次方程式の解の存在（重要事項まとめ） 

４ 

■行列式（１） 

行列式の計算方法と基本変形 

行列式と逆行列 

５ 

■行列式（２） 

余因子行列とクラメルの法則 

行列式と余因子展開 

６ 

■ベクトル空間（１） 

一次従属と一次独立 

部分空間 



７ 

■ベクトル空間（２） 

外積とベクトル空間 

部分空間と基底、次元 

８ 

■線形写像、線形変換（１） 

線形写像と行列、 

ベクトル空間と積空間、和空間、直和 

９ 

■線形写像、線形変換（２） 

核と像 

線形代数の基本定理 

１０ 

■直交変換、直交化 

内積と直交変換 

正規直交基底とグラムシュミットの直交化 

１１ 

■固有値、固有ベクトル 

固有値と固有ベクトル、固有空間 

線形変換とその特徴 

１２ 

■対角化（１） 

行列の対角化 

実対象行列の対角化 

１３ 
■対角化（２） 

対角化できるための条件 

１４ 
■三角化 

対角化できない行列の三角化 

１５ 

■二次形式 

最小二乗法と二次形式 

二次形式と最適化法 

４．成績評価の方法 

各講義内容の理解や応用力を下記の観点から評価する。 

・各授業で「課題」を出します。これをノートに解き、写真を撮影して、課題レポートとして提出して下さ

い（75％）。 

 課題を解くために、授業資料、本、インターネット等で調べ学習をして解いて頂いて結構です。 

 Word、PowerPoint等により、電子文字を用いて作成したレポートは、電子的コピーが作れる為、不可とし

ます。 

 手書きにより作成したレポートの写真（jpegフォーマット）を原則とします（この写真を PowerPointに

貼り付けて提出することは OKです）。 

・課題の中に、少し難しい「発展課題」も出題します（15％）。 

・授業中での取り組み状況、発表や質疑応答などを評価します（10％）。 

 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

予習：各授業ごとに事前に配布される資料を見て内容を理解し、重要事項をノートに書き出して下さい。 

   分からない点は調べ学習をしてください。（15～30分程度） 

授業：授業中に出した問題をノートに解いたり、気づいた事をノートに書き出して下さい。（90分授業） 

復習：授業中に出した問題で不正解だった問題＋追加課題、独自課題をノートに解いて提出して下さい。 

   （15～30分程度） 

 



６．教科書／参考文献 

教科書： 

各授業の授業資料を配布する。 

 

参考文献： 

■教科書として使える参考図書 

『線形代数入門』（新装版） 

坂松和夫（著）、岩波書店、2018年（基礎事項を幅広く丁寧に解説、対角化、三角化、二次形式も記載。） 

『線形代数』 

藤原毅夫（著）、岩波書店、1996年（初学者向き。基礎項目を簡潔に解説、固有値問題、対角化も記載。） 

『線形代数入門』、 

斎藤正彦（著）、東京大学出版会、1966年（基礎事項を幅広く解説、対角化、二次形式も記載。） 

■読み物 

『高校数学でわかる線形代数―行列の基礎から固有値まで（ブルーバックス）」 

竹内淳（著）、講談社、2010 年（線形代数の基本項目を分かり易く解説） 

『キーポイント 線形代数』 

薩摩順吉（著）、四ツ谷晶二（著）、岩波書店、1992年（線形代数の基本項目を分かり易く解説） 

■非常に幅広い内容を網羅した参考図書 

『東京大学工学教程 基礎系数学 線形代数Ⅰ』 

室田一雄（著）、杉原正顯（著）、丸善出版、2015年 

『東京大学工学教程 基礎系数学 線形代数Ⅱ』 

室田一雄（著）、杉原正顯（著）、丸善出版、2015年 

『ストラング：線形代数イントロダクション（原著第 4版）』 

ギルバート・ストラング（著）、松崎公紀（訳）、新妻弘(訳)、近代科学社、2015年（練習問題、応用が非常

に豊富） 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

今年度は、要点をまとめた資料を事前資料として提示しますので、事前に予習した上で授業に臨んで下さい。 

また、事前資料中の課題について、授業中にグループ学習を行い、レポート課題を解く力も養いますので、

積極的にご参加ください。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
基礎科目 

授業科目名 数学基礎 C 
授業 

形態 
講義 

授業コード FMC113 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 磯 俊樹 

１．授業概要 

経営分野、工学分野等における実世界の課題は、数式により定義でき、これを数値解法を用いて解くことが

できるものが多く存在する。こうした課題を解くためには、数学的な課題の捉え方や解き方が重要となる。

本科目では基礎的な確率統計として「確率」「統計」「多変量解析」などをテーマに取り上げ確率統計の基本

的な内容を学んでいく。これらの理論や考え方は、経営の最適化や需要予測、ビッグデータなどの分野の学

習を深めるうえで基本的な考え方となる。「確率」「統計」「多変量解析」などの基本概念について学ぶととも

に、演習を通して各手法の本質や適用方法についての理解を深める。 

本授業では、こうした数学的素養の基礎となる確率統計等について学ぶと共に、これに関連する各科目への

入り口までを講義する。なお、本科目では、数学の面白さや経営学、情報通信技術での有用性が十分理解で

きるような授業を行う。 

２．授業の目的・到達目標 

・「確率」「統計」「多変量解析」など確率統計の基本的な内容について、それぞれの考え方を説明できる。 

・適用する目的や対象に応じて各技術を使い分けることができる。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
確率の基礎（１） 

事象や確率など基本的な概念 

２ 
確率の基礎（２） 

条件つき確率と独立性やベイズの定理など 

３ 
確率変数と分布関数 

確率変数、確率分布、分布関数、確率変数のモーメント、分散など 

４ 
多次元の確率変数と分布関数 

確率ベクトル、同時分布、周辺分布、共分散、相関係数など 

５ 
まとめ（１） 

確率に関するまとめと理解確認 

６ 
統計の基礎（１） 

統計の基本的な考え方と手法 

７ 
統計の基礎（２） 

確率変数と確率分布の基本的な考え方と手法（離散型確率分布など） 

８ 
統計の基礎（３） 

確率変数と確率分布の基本的な考え方と手法（連続型確率分布など） 

９ 
統計の基礎（４） 

点推定の概要や手法 



１０ 
統計の基礎（５） 

統計的仮説検定の基本的な考え方と手法（t検定やカイ二乗検定など） 

１１ 
まとめ（２） 

統計に関するまとめと理解確認 

１２ 
多変量解析（１） 

回帰分析の基本的な考え方と手法（線形回帰、重回帰、ロジスティック回帰など） 

１３ 
多変量解析（２） 

その他の分析方法の基本的な考え方と手法（主成分分析、因子分析、クラスター分析など） 

１４ 
まとめ（３） 

多変量解析に関するまとめと理解確認 

１５ 
まとめ（４）総合演習 

これまでの内容のまとめ・実社会とのつながり 

４．成績評価の方法 

定期試験：50％ 

中間演習：40％ 

レポート提出（適時）等の学習意欲：10％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

予習（事前学習）：各単元の内容をテレビ（放送大学などの数学の講義）の視聴やインターネット、文献等で

1つ以上調べ、レポートにまとめる。 

復習（事後学修）：各単元で学んだ各手法に関連する演習問題をインターネットや文献等で 2 つ以上調べ、

レポートにまとめる。 

（あわせて各回 1時間程度） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

必要により、授業時にプリントを配布、または参考資料を適宜指⽰する。 

 

参考文献： 

『統計学入門 (基礎統計学Ⅰ)』 

東京大学教養学部統計学教室（編）、東京大学出版会、1991年 

『見えないものをさぐる―それがベイズ：ツールによる実践ベイズ統計』 

藤田一弥（著）、フォワードネットワーク（監）、オーム社、2015年 

『データ分析のための数理モデル入門』 

江崎貴裕（著）、ソシム株式会社、2020年 

『分析者のためのデータ解析学入門』 

江崎貴裕（著）、ソシム株式会社、2020年 

７．備考 

・簡単な技術解説書に出てくる数式の意味が解釈できることを目指している。従って、単に公式に値を入れ

て解くことよりも“数式を読む（数式の意味を理解する）”ことに重点を置いた授業を行う。 

・本科目の性質上、微分積分に関する基礎知識（「数学基礎 A」履修レベル）があることが望ましい。 

・授業では演習に時間を割けないので、各自が復習を兼ねて実施することを前提とする。 

・教員のオフィスアワー等を利用した個別対応による指導も可能である。 

・高校数学で数学Ⅱ、B、Ⅲまでの履修をしていない場合は、放送大学などの数学の講義を視聴した上での

授業参加が望ましい。 

・進捗状況により授業内で扱う題材の難易度を変更する場合がある。 



８．昨年度からの振り返り 

講義の内容が”具体的に何に利用されるか？”の問いに応えるために、データサイエンスで必要な数学の考

え方に力点を置くことに対象を絞り、適時、具体例を紹介しながら進めていく。また、数学履修状況や将来

的な志向が学生に依って大きく異なるので、各自が必要に応じて積極的に個別対応を利用するように指導し

ていく。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
基礎科目 

授業科目名 キャリアデザインⅠ 
授業 

形態 
講義 

授業コード CD1111 単位数 1単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 富澤 豊 

１．授業概要 

1 年間の大学生活を経て得た気づき、課題を整理するとともに、入学時に立てた目標や行動計画の振り返り

を行い、3 年次のインターンシップや卒業後のキャリアに向け、改めてキャリアプラン、行動計画を考える。

合わせて、改めて仕事や職業への理解を深め、働くことやキャリアデザインの概念を学ぶことで、キャリア

についてのより具体的なアクションにつなげられるように展開する。これらを通じ大学生活やその後の人生

をどのように作っていくかを考え、自分自身のキャリアを主体的に想像していく土台を作る。 

 

２．授業の目的・到達目標 

・キャリア形成について理解し、自己の目指す方向性を見極め、目標が設定できる。 

・自分自身を振り返り、客観視する視点や考え方を得ることで、自己理解を深める。 

・また仕事や働くことに対する理解を深め、イノベーション人材となるためのキャリアデザインを行い、職

業人の基礎となる力を醸成する。 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

イントロダクション 

iU生としての「キャリア」の考え方の理解 

一般的なキャリアデザインについての理解 

中・高校生時から 1年次までの振り返り 

２ 
自己理解（１） 

自分の傾向や価値観、物事の見方やとらえ方について考える 

３ 
自己理解（２） 

自己理解、他者理解について考える 

４ 
社会や仕事への理解（１） 

働くとは何かから、自分と社会のかかわり方について考える 

５ 

社会や仕事への理解（２） 

業種、職種など、仕事の分類や役割の分類などを学び、自分の仕事のとらえ方やミッションについ

て考える 

会社組織、バリューチェーン、商流、情報流など、ビジネスの流れを実際の商品をもとに考える 

６ 
行動計画・キャリアプラン（１） 

自己理解や仕事への理解を通じて気づいた、自分のミッションや仕事のとらえ方を振り返る 

７ 

行動計画・キャリアプラン（２） 

本科目やこれまで大学生活で学んできたことを踏まえ、卒業後のライフキャリアプラン、大学での

目標、行動プランを考える 



８ 

まとめ 

インターンシップ（3年次前期）までの中期プラン、卒業後の進路に向けたキャリアプランの共有

とフィードバック 

４．成績評価の方法 

事前学習の内容（20％）、授業への参加態度（50％）、授業における提出物（30％）から判断する。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

各回テーマに応じた課題を毎回 30～60分程度の予習・復習を行う。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

授業内で適宜指示する。 

７．備考 

事前学習→授業内の講義→グループ討議→各回のまとめ、という授業スタイルを繰り返します。 

８．昨年度からの振り返り 

前年度はオンラインで実施しましたが、今年度は対面授業での実施が前提となります。 

グループ討議への積極的な参加姿勢、討議への貢献も成績の対象となります。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
基礎科目 

授業科目名 職業倫理 
授業 

形態 
講義 

授業コード BET112 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎島津 実伸、中井 良太 

１．授業概要 

本授業では、ICT 業界で働く者として、コンテンツを作る上で最低限知っておくべき内容や、現代社会が持

つ様々な課題事項への理解を深める。ケースメソッド、ゲスト講師の講義で最新の課題を取り上げながら、

パワハラ、セクハラなどハラスメントの定義や対応方法、インターネット上で広告が炎上する理由、炎上の

際の企業の適切な対処方法、metoo運動が発生した背景や広がった理由など、企業の倫理、ITの倫理につい

て考える。 

２．授業の目的・到達目標 

企業人として必要となる倫理について基礎から学び、グローバル化した多様な社会の中で倫理的に判断し行

動できるようになることを第一の目的とする。 

具体的な達成目標としては 

１．職業倫理とは何かについて説明することができる。 

２．個人情報とプライバシーの問題について法的観点を含めて理解することができる。 

３．ハラスメントの定義について理解し、その対処法を現実の問題に応用することができる。 

４．ジェンダーについて多様な視点から問題点を理解することができる。 

ことを挙げる。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 倫理とは：倫理とはどのようなものか、道徳や哲学とどう違うのかを学ぶ 

２ 倫理学の基礎的考え方 

３ 応用倫理としての職業倫理 

４ 個人情報とプライバシー１：誹謗中傷 

５ 個人情報とプライバシー２：プライバシー 

６ 
事例ディスカッション１：小グループに分かれて個人情報とプライバシーに関する事例についてデ

ィスカッションする 

７ 中間まとめ 

８ 企業倫理と社会的責任 

９ 企業の責任とハラスメント１：企業にとってのインターネット 

１０ 企業の責任とハラスメント２：ハラスメントとは 

１１ 
事例ディスカッション２：小グループに分かれて企業の責任とハラスメントに関する事例について

ディスカッションする 

１２ 多様な社会に対応するための基礎的知識 



１３ インターネット時代のジェンダー問題１：セクシュアリティとジェンダー（１） 

１４ インターネット時代のジェンダー問題２：セクシュアリティとジェンダー（２） 

１５ 授業のまとめ 

４．成績評価の方法 

最終レポート：60％ 

授業内レポート：40％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

あらかじめ各回の授業内容を提示しているため、その内容に沿った予習（90 分）及び復習（90 分）を行う

こと。また、授業内容を確認するための課題を実施する。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

『改訂新版情報倫理』 

髙橋慈子（著）、原田隆史（著）、佐藤翔（著）、岡部晋典（著）、技術評論社、2020 年 

『現代社会の倫理を考える〈5〉職業の倫理学』 

田中朋弘（著）、丸善出版、2002年 

『ビジネス倫理学―哲学的アプローチ』 

田中朋弘（編）、柘植尚則（編）、ナカニシヤ出版、2004年 

７．備考 

現代社会はこれまでの画一的な価値に従うものから、個々人の多様性に応じた多様な価値観を前提とした社

会に変革しています。本授業を通して、社会の中でビジネスをしていく上で必要となる倫理を基礎から学ぶ

ことで、多様な状況に自律的に対応できる力を身につけてください。 

８．昨年度からの振り返り 

「倫理学の学術用語の定義を覚えることが大変だ」という感想がありましたので、シラバスを見直して、そ

れまでの講義内容を整理し、まとめる回を設けました。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
基礎科目 

授業科目名 先端グローバル社会 
授業 

形態 
講義 

授業コード LGS112 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 小林 久美子 

１．授業概要 

過去から現在のグローバルで起きている変化、今後の人口動態と未来予測を踏まえた将来のグローバル社会

の潮流を理解し、これらを ICTが支える可能性について探求する。 

具体的には持続可能な開発目標（SDGs）17のゴールをもとに、その概要と今日的な課題とそれに向けた取り

組みの現状について概説する。また、グローバルな課題設定と自らの生活や学びがどのようにつながってい

るのかを考える。これらの学習を通じ、自分なりにグローバル社会に対し、ICT やビジネスなど本学での学

びがどのように寄与していくのかを考える。 

最終的にはテーマを絞り、個人・グループでの実行計画を策定する。 

２．授業の目的・到達目標 

目的：持続可能な開発目標（SDGs）を実例で学ぶ。 

目標：持続可能な社会の仕組みを理解し、自らが持つ課題へ関係づけることができるようになる。 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ ガイダンス・地球と人間活動の関係性を解説する。 

２ 持続可能な開発目標（SDGs）について 

３ アンコンシャスバイアス（無意識の思い込み・偏見）について 

４ ソーシャルビジネスについて 

５ 災害とパンデミックについて 

６ 気候変動・環境破壊について 

７ エネルギー・水資源について 

８ 貧困と飢餓について 

９ 廃棄物について 

１０ 食品廃棄・フードロスについて 

１１ ジェンダー・少子高齢化について 

１２ DX（デジタルトランスフォーメーション）について 

１３ 経済成長と企業の責任・役割について 

１４ 社会課題とステークホルダーの関係性について 

１５ 1回から 14回の総括、持続可能な社会とは何かを考える。 



４．成績評価の方法 

授業内課題：50％ 

最終課題：50％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

予習：テーマに関する文献リサーチ（45分） 

復習：授業課題への取り組み（45分） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

参考書・資料等は授業の中で適宜紹介する。 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は講義の内容量が非常に多かったため、今年度はポイントを絞り、より理解できるようにする。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
基礎科目 

授業科目名 英語アカデミックリテラシー 
授業 

形態 
演習 

授業コード ALE112 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎Hug Jose、奥村 耕一 

１．授業概要 

本授業では、英語をビジネスや ICTの現場で活用し、コミュニケーションを図るだけでなく、海外の大学や

国内外の研究機関で求められる発表能力を高めるものである。 

具体的には、前半では International Baccalaureate（IB）などを題材に、海外の大学レベルで求められる

基礎能力や知識を概観し、そこで用いられる英語表現そのものとあわせて学ぶことで、国内外のアカデミッ

クリテラシーの基礎を習得する。後半ではまた、ICT やビジネスの学術論文や製品・サービスの説明書を読

み書きするために必要な語彙力、表現力を学ぶことで、アカデミックと実践を繋ぐための知識と方法論を習

得する。 

２．授業の目的・到達目標 

・海外の大学レベルで求められるアカデミックリテラシーの習得 

・英語でのレポートや論文に求められる語彙力、表現力などの習得 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ オリエンテーション 

２ 
International Baccalaureate① 

（Studies in Language and Literature） 

３ 
International Baccalaureate② 

（Language Acquisition） 

４ 
International Baccalaureate③ 

（Individuals and Societies） 

５ 
International Baccalaureate④ 

（Sciences） 

６ 
International Baccalaureate⑤ 

（Mathematics） 

７ 
International Baccalaureate⑥ 

（The Arts） 

８ Documentation Writing① 

９ Documentation Writing② 

１０ Documentation Writing③ 

１１ Academic Writing① 

１２ Academic Writing② 



１３ Write Paper Writing① 

１４ Write Paper Writing② 

１５ まとめ・発表 

４．成績評価の方法 

各回の理解度・参加度・貢献度：80％ 

最終発表（内容、方法など）：20％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

各回ごとの課題に事前に取り組む。 

配布された資料の単語などを辞書で調べておくとよい。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

各回ごとに資料を配布する。 

 

参考文献： 

『大学生のためのアカデミック英文ライティング：検定試験対策から英文論文執筆まで』 

中谷安男（著）、大修館書店、2016年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

各回の授業は、学生を主体とした「反転授業」の形式で行います。そのため、十分な準備をした上で授業に

出席する必要があります。なお、準備学修に必要な資料等はすべて提供します。 

授業時には能力や理解度を確認するため、課題に関する演習を行います。また、グループワークを取り入れ、

グループへの貢献度も評価の対象となります。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
基礎科目 

授業科目名 科学史 
授業 

形態 
講義 

授業コード HSE112 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 大和 淳司 

１．授業概要 

科学とは時間や空間を超えた普遍的なものと一般に考えられているが、人間の営みである以上、科学も歴史

のなかで誕生し発展してきたものであり、その成果も歴史的な文脈によって規定されている。とりわけ近代

科学は 17 世紀西欧社会において誕生したと考えられ、近世・近代日本における自然研究および近代日本へ

の西欧科学の導入を、当時の歴史的文脈の中で理解することは、現代科学の理解にとっても重要である。以

上をふまえ、本講義では「科学」とは何かについて歴史的に考察し、「科学」に対する理解を深めることを目

的とする。 

２．授業の目的・到達目標 

・科学の発展してきた歴史を理解し、現在の科学技術文明がどのような背景を持っているかを説明できるこ

と。 

・そうした文脈における現在の技術の価値と、今後の発展の方向性を予測し議論できるようになること。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
授業ガイダンスおよび科学史の意義とスコープ。 

第 1 章「科学」という言葉 に沿って、科学、科学者について理解を深める。 

２ 
第 2 章 アリストテレス的自然観 に沿って、古代天文学、古代運動論のセントラル・ドグマについ

て理解し、素朴な直観との関係性、現代科学との関係性について議論する。 

３ 
第 3 章 科学革命（Ⅰ）に沿って、コペルニクス、ケプラーの発見を理解し、これに基づくセント

ラル・ドグマの破壊と新たな宇宙観について議論する。 

４ 
第 4 章 科学革命（Ⅱ）に沿って、ガリレオ、ニュートンによる発見と理論およびその位置づけを

理解し、論証と実験の関係、天界と地上の統一理解への道筋について議論する。 

５ 
第 5 章 科学革命（Ⅲ）に沿って、デカルトの二元論と心身問題を理解し、心の哲学と現代の脳科

学の関係について議論する。 

６ 
第 6 章 科学の制度化 に沿って、大学の成立と科学革命への流れを理解し、それらの現在に至る影

響と特に日本における大学と科学の成立過程と現在の意義について議論する。 

７ 
第 7 章 科学の方法 に沿って、演繹法と帰納法について理解し、仮説演繹法とあわせて実際に使え

るように基本的な訓練を実施する。 

８ 
第 8 章 科学の危機 に沿って、ラプラスの悪魔、非ユークリッド幾何学の発見、ニュートン力学の

破綻と因果律の破れといった、数学、物理学の危機について議論する。 

９ 
第 9 章 論理実証主義と統一科学 に沿って、ラッセルの論理結合記号による定式化を理解し、ヴィ

トゲンシュタインの論理哲学の概要と検証可能性の概念について議論する。 

１０ 
第 10 章、第 11 章、第 12 章を概観し、カール・ホパーの反証可能性、プラグマティズム、クーン

のパラダイム論について理解し、各々の関係と歴史的位置付けについて議論する。 



１１ 
第 13 章 科学社会学の展開 に沿って、科学社会学の成立過程を理解し、マートンノルムとストロ

ングプログラムを背景として発生したソーカル事件の意味について議論する。 

１２ 
第 14 章 科学の変貌と科学技術革命 に沿って、日本における「科学技術」という語の成立背景と

2つの大戦を経て成立した産業科学技術とその規範について議論する。 

１３ 
第 15章および補章に沿って、科学技術の倫理について理解し、科学技術社会論（STS）に基づき 3.11

以降の科学技術の信頼と責任とリスクについて議論する。 

１４ 
計算機科学の歴史を概観し、高速化、高集積化の流れに基づく世代論と同時に、集中と分散を繰り

返した過程について必然性と偶然性の分析に基づき議論する。 

１５ 
ネットワークとソフトウェアの歴史を外観し、工学的発展と社会的役割の変遷と社会における受容

過程について科学史的に基づき開発側ユーザ側の双方の視点で議論を行う。 

４．成績評価の方法 

定期試験：50％ 

授業内での提出物：35％ 

授業内での発言等の貢献度：15％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

予習：各回の教科書指定範囲を読んでおくこと。 

復習：授業の振り返りとして新たな用語を調べてノートに書くこと。課題のある回はこれを実施する。予復

習と合わせて 2-4時間程度。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

『科学哲学への招待』 

野家啓一（著）、筑摩書房、2015年 

 

参考文献： 

『科学史・科学哲学入門』 

村上陽一郎（著）、講談社、2021年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

教科書以外に科学史を学ぶのに良いものを、との声がありましたのでいくつか紹介します。 

「科学史・科学哲学入門」（講談社学術文庫）をはじめとする村上陽一郎氏の著作は定番です。物理や宇宙に

関してでしたら、村山斉氏、大栗博司氏の著作が新書で読みやすいものが多いです。コンピュータ史につい

ては、Amazon kindle unlimited で無料で読める「レトロハッカーズ」のシリーズが楽しいでしょう。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
基礎科目 

授業科目名 ICTと人間 
授業 

形態 
講義 

授業コード HBI112 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎佐藤 千尋、有馬 俊 

１．授業概要 

日々進化する ICTは、個々の要素が著しく進歩しつづけているだけでなく、急速に私たちの日常生活の中に

も導入されている。よって、言葉だけは聞き慣れていても、基本的な技術や性能を理解しないまま誤用して

しまう場合もある。本講義では、光、電気、電波、などの基礎知識から、情報の量や単位、情報の品質に直

結する通信の速度、文字データの標準や音声・画像・映像などのマルチメディア技術と適用、企業活動や事

業活動の中で汎用化している技術やプロセス、身の回りのインターネットサービスの種類と活用方法など、

一般社会人に求められる社会基盤としての ITに関する活用知識を修得する。 

２．授業の目的・到達目標 

本授業では前半に様々な ICT 技術を活用したプロトタイピングを実現するための基本的なリテラシーを、後

半にそれらの技術をいかに人間の社会や生活を豊かにするために応用していくかの基礎的な方法論を学ん

でいく。この両輪を軸に調査、制作、評価の一連のサイクルから経験的にものづくりのコンピテンシーを身

に付けることを目的とする。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
オリエンテーション 

今後の授業の進め方を説明する 

２ 

情報伝達デザイン 

様々なリソースを活用した情報の伝え方を考え、情報伝達、コミュニケーションデザインについて

学ぶ 

３ 
情報編集１ 

記事制作の実践を通して情報の編集技法について学ぶ 

４ 
情報編集２ 

記事制作の実践を通して情報の編集の効果や危険性について学ぶ 

５ 
デザインを行うための基礎知識 

デザインを行うために必要な基礎的な知識や進行手順を学ぶ 

６ 
調査の分析とアイディエーション 

デザインコンセプトに至るまでの調査内容の分析とアイディエーションを行う 

７ 
デザインコンセプト制作 

デザインコンセプトを具体的に決定する 

８ 
プロトタイプ作り／コンセプトビデオ制作１ 

デザインコンセプトを実現するためのプロトタイプの制作 

９ 
プロトタイプ作り／コンセプトビデオ制作２ 

デザインコンセプトを紹介するコンセプトビデオの制作 



１０ 
プロトタイプ作り／コンセプトビデオ制作３ 

最終発表のための発表資料制作 

１１ 
インタラクティブなプロトタイプ設計１ 

既存の ICT技術を活用したインタラクティブなプロトタイプの設計について学ぶ 

１２ 
インタラクティブなプロトタイプ設計２ 

既存の ICT技術を活用して実際にインタラクティブなプロトタイプを制作する 

１３ 
映像制作１ 

簡単な映像制作を通して基礎的な映像撮影技法を学ぶ 

１４ 
映像制作２ 

簡単な映像制作を通して基礎的な映像編集技法を学ぶ 

１５ 
最終発表 

各チームの成果物の発表と共有 

４．成績評価の方法 

課題提出（課題提出率／締め切り順守度／課題作品のクオリティ）：70％ 

最終発表の内容（グループ評価）：30％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

毎回授業の課題制作を通して予習、復習とみなす。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

なし 

７．備考 

多くの作業がグループワークになります。また、グループワークの課題は個人ごとではなくグループごとの

評価になります。 

８．昨年度からの振り返り 

スケジュールを調整した。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
基礎科目 

授業科目名 英米文学演習 
授業 

形態 
演習 

授業コード ELR112 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 阿部川 久広 

１．授業概要 

本授業は英米文学を題材とし、英文解釈（単語、構文理解、文法など）を行うだけでなく、その作品が作ら

れた時代背景、文学上の位置付け、著者の作り出した世界観などを学ぶものである。英米文学の代表的な作

品のいくつかをピックアップし、英米文学における代表的な作品を選出し、その中の主題となる記述をもと

に授業を展開する。音読や精読を中心として内容を解釈し、その時代背景、文学上の位置付け、著者の作り

出した世界観などを学ぶ。本授業を通じ、英語表現を身につけるだけでなく、真の意味での人間に対する深

い洞察力を養い、グローバルな環境での議論に耐えうる世界観、人生観を構築するための武器としての教養

をあわせて身につける。 

２．授業の目的・到達目標 

・英米文学の英文解釈を通じて英語力の向上を図る。 

・英語圏の歴史や文化的な背景、世界観の理解を通じた教養を身につける。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

導入編〜文学とは君たちにとって何だったか（議論＋課題） 

アメリカ文学のテーマと全体像 

Herman Melville "Moby Dick" 精読、音読 

２ 
Herman Melville "Moby Dick"－２ 精読、音読 

バケモノの子 

３ 
Mark Twain 人と時代  

Mark Twain "Adventures of Huckleberry Finn"－１ 精読、音読 

４ Mark Twain "Adventures of Huckleberry Finn"－２ 精読、音読 

５ 
フィッツジェラルドの歴史的位置づけ、その影響 

F. Scott Fitzgerald "The Great Gatsby"－１ 精読、音読 

６ 
F. Scott Fitzgerald "The Great Gatsby"－２ 精読、音読 

華麗なるギャツビー 

７ 
アメリカ文学の巨星としてのフォークナー 

William Faulkner "The Sound and Fury" "Light in August" 他－１ 精読、音読 

８ William Faulkner "The Sound and Fury" "Light in August" 他－２ 精読、音読 

９ 

ロストジェネレーション、テーマと文体、短編 

Ernest Hemingway "A Farewell to Arms" "The Old Man and the Sea" "A Day's Wait" 他－１ 

精読、音読 

１０ 
Ernest Hemingway "A Farewell to Arms" "The Old Man and the Sea" "A Day's Wait" 他－２ 

精読、音読 



１１ 
カズオイシグロは、日本人作家か 

Kazuo Ishiguro "Kulala and the Sun" 他－１ 精読、音読 

１２ 
カズオイシグロは、日本人作家か 

Kazuo Ishiguro "Kulala and the Sun" 他－２ 精読、音読 

１３ 
日米をつなぐ作家 村上春樹 

ノルウエイの森 Norwegian Wood（日本語／英語）精読、音読 

１４ 

音楽と文学 

Beatles "Norwedgian Wood" "No Reply" "Nowhere Man" "In My Life" "Hey Jude" "Let it Be" 

他 

１５ 

君たちにとって、これから文学は何なのか〜議論〜レポート 

予備：Hemingway, Shakespeare, The Police, Paul Austerや Queen, Eagles などから。 

（14回の講義からの補遺） 

４．成績評価の方法 

・クラスでの意見発表や討議の回数と内容：60％ 

・講義ごとのレポート内容：20％ 

・レポート（最終提出）：20％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

講義で扱う作家のうち、少なくとも一人の作品を 1 作品以上、日本語で良いので読んでおくこと。Beatles

など楽曲のあるものは少なくとも 2曲以上、聴いてくること。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

『講義アメリカ文学史入門編』 

渡辺利雄（著）、研究社、2011年 

 

参考文献： 

『ヘミングウェイで学ぶ英文法』 

倉林秀男（著）、河田英介（著）、アスク出版 

７．備考 

・講義に積極的に参加ください（議論、音読）。そして読むことを楽しんでください。 

・講義で扱う書籍には限りがあります。自分の好きな英米小説、できれば一生読み続けられるものを、大学

在学中に 1つでもいいので見つけてください。 

８．昨年度からの振り返り 

・Shakespare, Faulknerについて解説する時間を設けるよう講義を調整します。 

・講義で取り扱う予定以外でも、注目すべき作家（Paul Auster, Stuart Dybek, Rebecca Brownなど）は極

力、取り上げます。 

・Queenの楽曲も極力、取り上げます。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
基礎科目 

授業科目名 キャリアデザインⅡ 
授業 

形態 
講義 

授業コード CD2111 単位数 1単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 富澤 豊 

１．授業概要 

入学からインターンシップまでの 3年弱の学習や経験を通じて得たこと、感じたことを振り返り、卒業後の

活躍を見据えたキャリアプランやキャリアを考える要素となる今日的な話題、考え方について学習を進め

る。 

大学生活の中での活動を履歴書やポートフォリオ、キャリアカルテに整理することで、これまでの振り返り

と自己理解を深める。また、インターンシップでは、実際の企業などで実践的な業務を行ってきた。この経

験の中で考えた職業人として必要なスキル、知識、社会人基礎力について整理し、今後の大学生活において

何を実現させていくのか、そのためにどのような学びを深めるのかを考え、キャリアプランや行動計画を作

成する。キャリアに関する今日的な話題を取り上げることで、多角的に自己や周囲のキャリアについて興味

関心を持ち、主体的に学び選択していく素地を作る。 

上記を通じ、残る大学生活や今後の職業人生に対し、主体的に行動する、選び取るための意識と判断基準を

持つことを目指す。 

２．授業の目的・到達目標 

これまでの学習やインターンシップを経て得た学びをもとに、自分や周囲のキャリアプランや職業選択を主

体的に行うための意識づけ、判断基準を持つ。 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
振り返りと目標設定（１） 

（キャリアプラン、インターンシップや大学での学習の振り返り） 

２ 
振り返りと目標設定（２） 

（職業人としてのスキル、知識、社会人基礎力） 

３ 
振り返りと目標設定（３） 

（これまでの学習や活動の整理、履歴書やポートフォリオなど自己の活動の伝え方） 

４ 
振り返りと目標設定（４） 

（今後のキャリアプラン、大学生活での目標） 

５ 
キャリアを取り巻く今日的な話題（１） 

（企業や社会での中での役割、他者とのかかわり方） 

６ 
キャリアを取り巻く今日的な話題（２） 

（仕事とメンタルヘルス、制度的なサポート） 

７ 
キャリアを取り巻く今日的な話題（３） 

（多様な働き方、ライフスタイル） 

８ 
まとめ 

（キャリアとは何か、自分なりのキャリアプラン） 



４．成績評価の方法 

授業への参加態度（70％）、授業における提出物（30％）から総合的に判断する。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

事前準備学習 30分～60分。当回の振り返りのための復習 30分程度。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

必要な資料を適宜配布する。 

 

参考文献： 

なし 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 マネジメント（経営学基礎） 
授業 

形態 
講義 

授業コード IMG121 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 三澤 一文 

１．授業概要 

イノベーションは、科学・技術に関する革新的な発明や発見だけでなく、コンビニエンスストアや宅急便の

ような新しいビジネスのしくみを生み出すこともその一つである。近年は、日々、進歩する ICT（インター

ネット、人工知能、仮想・拡張現実、ロボット、など）を効果的に活用することで、ますます、イノベーシ

ョンを起こし易くなっている。 

本授業では、経営学における戦略論や組織論の観点から、イノベーションを（偶発ではなく）体系的に生み

出す戦略（狙い）や組織・プロセス（進め方）の考え方の基礎を学習する。具体的には、経営論の構成要素

を概観するとともに、戦略の策定や具体化に必要な理論やフレームワーク、将来予測、成長戦略など経営戦

略に関する事項や、組織や個人のマネジメントに関する諸理論について、各回毎提示される事例の分析や課

題の検証を通じ修得する。これらの学習を通じ、ビジネスの実践を効果的、効率的に行えるよう、学習を深

める。 

２．授業の目的・到達目標 

イノベーションにかかわる経営戦略・組織論である「イノベーション・マネジメント」の基礎を習得する。

本授業を履修することで、必修科目の「イノベーションプロジェクト」を始め、他の授業科目の学習を円滑

に進めることができ、また、起業を含む今後の具体的ビジネスの実践が効果的、効率的になる。具体的には、

ビジネスのアイデアを顧客への新たな価値提供に結び付け、事業として成長させる方法と進め方を、毎回の

授業で、段階を追って学習する。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

イントロダクション： 

なぜ経営学を学ぶのか？ 

本授業で学習する講義の全体像と方法論の概要 

２ 

組織論の基礎（１）： 

変化に対応できず凋落してしまうことを避けるには？ 

意思決定の単純化の効用、集団と個人の意思決定の違い、非言語コミュニケーションの重要性 

３ 

組織論の基礎（２）： 

変化を先取りしてイノベーションを起こすには？ 

継続的トライ＆エラー、規律あるチーム実行力、永続目的を追求し直観力を磨くリーダーシップ 

４ 

戦略論のステップ１： 

なぜ多くの人は未来に目を向けないのか？ 

未来予測の限界とシナリオ計画の効用、イノベーション普及曲線、イノベーションを妨げる組織の

特徴 

５ 

戦略論のステップ２： 

新ビジネスのヒントと成功要因を発見するには？ 

セグメンテーションの効用、大きな社会変化の着眼点、ビジネスの流れの大局と競合分析の有用性 



６ 

戦略論のステップ３： 

顧客に新しい便益が提供でき有望性もある事業や製品を企てるには？ 

市場の成熟度と競争環境の分析の必要性、ブルーオーシャン戦略の考え方 

７ 

戦略論のステップ４： 

イノベーションを具体的に起こすための方策は？ 

顧客起点の発想の必要性、3つの典型的な戦略の有用性、イノベーションと商業化の両立の重要性 

８ 

戦略論のステップ５： 

戦略の実行時にたびたび直面する問題は？ 

強みや機会の活かし方、弱みや脅威への対応策、客観的判断と主観的判断の両立、アジャイルの有

用性 

９ 

戦略論のステップ６： 

戦略の実現可能性を最大限にするために必要なものは？ 

実行組織のハード面とソフト面の両利き、有形資源と無形資源の活用、理論と実践の両立 

１０ 

戦略論のステップ７： 

継続してイノベーションを成功させる方法は？ 

顧客第一主義の重要性、周辺事業への拡大によるイノベーション、サービタイゼーションの有用性 

１１ 

戦略論のステップ８： 

ビジネスの持続可能性を追求できる組織に必要な条件は？ 

明確な長期ビジョンの必要性、普遍的な行動指針・使命、経済的成功を超える目的の維持 

１２ 

戦略論のステップ９： 

イノベーションの実現をスピードアップさせるには？ 

外部資源の効果的活用、顧客中心の仕事の流れ・連携の必要性、ストリートスマートの重要性 

１３ 

戦略論のステップ１０： 

組織が起業から成長軌道に乗るまで発展するために必要な方法は？ 

問題解決方法の組織内浸透、テスト＆ラーンの徹底、買収・提携戦略の活用 

１４ 
期末発表（１）： 

振り返り報告・発表、受講生全員による相互評価・フィードバック 

１５ 
期末発表（２）： 

振り返り報告・発表、受講生全員による相互評価・フィードバック 

４．成績評価の方法 

毎回の授業内討議への参加、発表：30％ 

毎回の授業課題の提出：30％ 

期末振り返り報告・発表：20％ 

期末レポート：20％ 

 

 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

毎回の授業内クラス討議を円滑に進めるために、授業前に UNIPAに掲示する講義資料や参考書の指定ページ

の読了などの予習（毎週 1～2時間程度）が必要。 

毎回の授業の課題を指定期日までに UNIPAにアップすること。 

期末振り返り報告・発表と期末レポートについては、別途、担当教員から指示する。 

 

 

 



６．教科書／参考文献 

教科書： 

『チーズはどこへ消えた？』 

スペンサー・ジョンソン（著）、門田美鈴（訳）、扶桑社、2000年 

 

参考文献： 

『コア・テキスト イノベーション・マネジメント』 

近能善範（著）、高井文子（著）、新世社、2010年 

本授業では第 1、3、4、5、9、11、12章を参考書として学習する（他の章は 2年次の「オペレーションズ・

マネジメント」の授業で学習予定）。 

７．備考 

「マネジメント（経営学基礎）」の方法論はビジネスだけでなく広範囲に多くの場面でも応用できますので、

学内外のプロジェクトや日常生活でも活用する（練習する）ようにこころがけてください。 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度授業のフィードバックにもとづき、毎講義の授業内グループ討議をさらに効率的に行うために、授業

の講義資料を UNIPAで事前に確認してから授業に臨むようにしてください。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 マーケティング基礎 
授業 

形態 
講義 

授業コード MK1122 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 ◎富澤 豊、織戸 恒男 

１．授業概要 

マーケティングの基礎的な概念とその発想法を習得することで、情報通信技術を用いたビジネスやサービス

を検討する中で、実務としてマーケティング戦略の立案、戦術の策定ができるようにする。 

具体的にはビジネスの現場で活用するためのマーケティングの基本的な知識やスキル、理論を幅広く学ぶ。

身近な商品・サービスの実例を用いて、経営に欠かせないマーケティングの基礎知識を理解する。あわせて、

デジタルマーケティングやソーシャルメディアを活用したマーケティングなど今日的な話題を学ぶことで、

ビジネスの現場でマーケティングを活用するための知識・スキルを習得する。 

２．授業の目的・到達目標 

マーケティングの基礎理論を理解し、情報通信技術とビジネス、マーケティングとの関係性と実践方法を説

明できるようになる。 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

●授業内容：マーケティングとは何か 

●目標：マーケティングの重要性の理解。起業との関係性。 

●理解すること：稼ぐこと、儲けること、ビジネスにおけるマーケティングの意義。 

２ 

●授業内容：マーケティングの基本的な考え方 

●目標：人間の基本的行動とマーケティングの関係性。 

●理解すること：日常の何気ない行動に潜んだマーケティング活動。 

３ 

●授業内容：STP戦略①Segmentation 

●目標：視点を多角的に持つことの重要性の理解と会得。 

●理解すること：あらゆる分野を広く学ぶべきなのはなぜか。 

４ 

●授業内容：STP戦略②Targeting、Positioning 

●目標：ポジショニング戦略の理解とその実践方法の会得。 

●理解すること：さまざまな距離感をつかむことの重要性。 

５ 

●授業内容：4P・4C①Product 

●目標：自らが関わる製品・サービスの価値とは何かを理解する。 

●理解すること：品質とはなにか。 

６ 

●授業内容：4P・4C②Price 

●目標：自らが関わる製品・サービスはどのような価格設定をすればよいのかを理解する。 

●理解すること：価格戦略。買ってもいいと思う瞬間のこと。 

７ 

●授業内容：4P・4C③Promotion 

●目標：自らが関わる製品・サービスをどのように広めるのがよいのかを理解する。 

●理解すること：「伝説」とは何か。 



８ 

●授業内容：4P・4C④Place 

●目標：自らが関わる製品・サービスはどのような売り方をすればよいのかを理解する。 

●理解すること：顧客接点の重要性。 

９ 

●授業内容：ネーミングとパッケージ 

●目標：名前・外観がもたらす効用について理解する。 

●理解すること：第一印象の重要性。 

１０ 

●授業内容：サービス・マーケティング 

●目標：対顧客もしくは見込み顧客にどのようなサービスを提供すればよいのか理解する。 

●理解すること：カタチのないものを提供すること。 

１１ 

●授業内容：マーケティング・リサーチ 

●目標：事業戦略、市場戦略を考えるうえで必要なマーケティング調査について理解する。 

●理解すること：市場分析の意味。 

１２ 

●授業内容：GISマーケティング 

●目標：エリアマーケティングの最新手法を理解し、自らの事業への活用を検討する。 

●理解すること：地域特性を考慮したマーケティングの考え方について理解を深める。 

        地域データのデジタル化はどこまで可能か。 

１３ 

●授業内容：Webマーケティング 

●目標：手軽であるがゆえに難しい Webに関するマーケティングを理解する。 

    マーケティングの今日的な手法について理解を深める。 

１４ 

●授業内容：スポーツマーケティング 

●目標：世界規模のイベントで用いられるマーケティング手法を理解する。 

●理解すること：儲ける仕組みづくり。 

１５ 

●授業内容：マーケティングの未来 

●目標：これまでの振り返りをし、マーケティングを体系的に捉え、自らの事業への活用法を適切

に説明できる。 

●理解すること：1回目から 14回目の授業内容。 

４．成績評価の方法 

・各回での事例検討レポートおよび授業態度・参加度：40％ 

・期末のレポート：60％ 

 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

毎回の授業内容について、事前に教科書などをよく読むこと。 

また第 10 回～第 14 回は Google クラスルームを用いて各回のレポートを作成する。事前準備をし、自分の

身の回りのモノで当てはまる事項を考えてきたうえで、グループ討議を行う（各回 30～60分程度）。 

【授業サイト】 

「とみざわのマーケティング基礎」※iU の Googleアカウントからのみ閲覧可。 

https://sites.google.com/i-u.ac.jp/tomizawa/mkiso_home?authuser=1 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

『戦略的想像力を養うマーケティングの着眼点』 

富澤 豊、祇園書房、2022年 

 

参考文献： 

なし 



７．備考 

この科目は「大学等における修学の支援に関する法律」において本学が申請した実務経験のある教員による

授業科目です。 

８．昨年度からの振り返り 

前半 10 回を講義形式、次の 4 回をグループ討議併用で行っていましたが、新年度は対面授業前提となるた

め、事前学習をしたうえで、教員との討議中心に行います。アクティブ・ラーニングの形式はとりませんが、

随時グループ討議も行います。指定教科書および必要な書籍をよく読んでから授業に参加すること。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 法務リテラシーⅠ 
授業 

形態 
講義 

授業コード LL1123 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 境 真良 

１．授業概要 

IT／ICT 事業に関わる、あるいは自ら起ち上げ、実施していく上で、社会制度としての法システムへの理解

はかかせない。我が国の法システムの概要を、民事法・経済法の領域を中心に解説していく。その中で、法

規定の形だけでなく、それがどのように執行され事業における得失をどう生み出していくのかという視点か

ら、理解を深める。 

２．授業の目的・到達目標 

以下の点についてその概要を理解する。 

・我が国の法システム 

・民法のしくみと機能 

・商法と競争法の仕組みと機能 

・労働法の仕組みと機能 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
ガイダンス〜我が国の法と法システム 

「法律」／三権分立と司法システム／判例とは何か／人権／憲法 

２ 
民法（１）〜基本的考え方 

人、契約、債権・債務関係、債務履行／正常な過程と異常な過程／法人／法律行為 

３ 
民法（２）〜契約 

契約の成立／契約の内容と効果／契約の終了／契約の限界 

４ 
民法（３）〜物権 

所有／動産と不動産／占有権と自力救済／物権間の衝突 

５ 
民法（４）〜債権 

債権／債権の発生と消滅／債権と債務の移転／共同の債権と債務／連帯と保証 

６ 
民法（５）〜民法編のまとめ 

契約／権利・義務関係の変動と契約と対抗要件／社会規範としての民法の狙い 

７ 
商事法（１）〜商事法制と会社 

商法と民法／商行為／会社／法人の種類／株式会社とは 

８ 
商事法（２）〜会社制度と株式 

会社の設立／資本金と株式／会社の運営／会社の終了と再生 

９ 
商事法（３）〜企業と資金調達 

融資と投資／大量な決済処理の手法／企業を巡る債権債務と企業会計 

１０ 
商事法（４）〜競争を巡る法制 

「正しい」商行為／外観を巡る規律／競争と競争法制 



１１ 
労働法制概論 

雇用契約と労働契約の主類型／雇用・労働関係規律の基本思考／労働法の役割 

１２ 
刑事罰と不法行為 

民事法と刑事法の不法行為／両罰規程／適用の考え方とその異同 

１３ 
裁判（１）〜概観 

司法の独立／民事裁判と刑事裁判／裁判と判決の効果／親告罪 

１４ 
裁判（２）〜権利行使としての裁判 

民事裁判のプロセス／保全手続／本訴／民事執行／法務戦略のデザイン 

１５ 
まとめ 

総括／契約と契約書の意義／形式と実体とその解離とその限界／企業経営と法務 

４．成績評価の方法 

毎授業時実施するグループワーク及び中間レポート：50％ 

期末テスト（リモート授業時は期末レポート）：50％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

法令については、授業時に主要部分抜粋を配布するので、事前に目を通しておくこと。また、授業時に次回

の主要事項を指示した場合には、インターネットなどで事前調べをしておくこと。なお、授業で言及する話

題は情報技術、経済原理や現実のサービス動向、商品動向まで多岐に及びますが、授業で言及したキーワー

ドについては、インターネットなどで関連分野のことがらと共に調べること。 

（各回 30～60分程度は必要） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

授業時に毎回レジュメ及び必要により参考資料を配布する。 

 

参考文献： 

授業時に参照した法令は、適宜 e-Gov法令検索（http://elaws.e-gov.go.jp/）などで調べること。 

産 業 動 向 や 業 界 事 情 に つ い て は 、 ITmedia （ http://www.itmedia.co.jp/ ） や CNET Japan

（http://japan.cnet.com/）など各種情報通信関連サイトなどに定期的に目を通し、最新の状況をキャッチ

アップすること。 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

全体量はまずまずだったと思う。 

商事法制については、会社について早く触れないと学生への引き込みが弱くなるが、やはり商行為から入ら

ないと会社の意味がわかり難くなるので、商行為から会社の紹介までを 1回とする工夫をしてみた。 

授業後半のグループワーク＋発表についてはよい手法だと考えているが、ケースのデザインにはまだ改善の

余地があり、より工夫を凝らしたい。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 アカウンティング入門 
授業 

形態 
講義 

授業コード AC1123 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 中嶋 隆一 

１．授業概要 

ICT の進歩により飛躍的な発展を遂げるビジネス社会で有為な人材として活躍するためには、ビジネス社会

の共通言語である会計を学ぶことが重要である。この授業では、会計を初めて学ぶ人達を対象に、会計の全

般的で基礎的な内容を平易に解説する。会計といえば、一般的に企業会計を意味することが多い。会計情報

は企業を取り巻く各種ステークホルダー（利害関係者）の意思決定に利用されるからである。そこで、企業

において会計が果たす役割を外部報告会計（財務会計）と内部報告会計（管理会計）という 2つの相互関連

する視点で区分し、会計の基本的な考え方とその守備範囲についてわかりやすく説明する。 

２．授業の目的・到達目標 

ICT を利用してビジネス社会で活躍する人材の育成をめざし、必要とされる会計の基礎知識を広く習得する

ことを目的としている。これにより、会計の基本的考え方・必要性が理解できるようになる。とりわけ、会

計情報の重要性をより深く学び、会計をビジネスのツールとして利用できるようになることが目標である。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
ガイダンス・・会計とは何だろう。会計は何に役立つのだろう。 

－会計の意義・目的・仕組みについて－ 

２ 
会計について深掘りする。 

－会計の対象、会計の分類、会社の健康チェック－ 

３ 
会計情報の重要性を理解する。 

－財務 3表（B/S、P/L、C/F)の係わり－ 

４ 
会社の財政状態表示とは 

－貸借対照表(B/S)のひな形と表示内容－ 

５ 
会社の経営成績表示とは 

－損益計算書(P/L)のひな形と表示内容－ 

６ 
キャッシュの流れを考えよう。 

－キャッシュ・フロー計算書(C/F)のひな形と表示内容－ 

７ 
財務諸表作成のプロセス① 

－簿記のルール：仕訳と転記の基礎－ 

８ 
財務諸表作成のプロセス② 

－簿記のルール：仕訳と転記の確認－ 

９ 
財務諸表作成のプロセス③ 

－簿記のルール：試算表(T/B)の作成－ 

１０ 
財務諸表作成のプロセス④ 

－簿記のルール：精算表(W/S)、決算書(F/S)の作成－ 



１１ 
財務諸表作成のプロセス⑤ 

－簿記一巡の手続きの確認－ 

１２ 
会社に影響を及ぼす会計制度 

－日本における企業会計法の概要－ 

１３ 
会計の基本的前提条件 

－会計の理論構造－ 

１４ 
外部報告会計と内部報告会計について 

－財務会計と管理会計の範囲－ 

１５ 
管理会計の考え方 

－コーヒー缶の値段のつけ方－ 

４．成績評価の方法 

授業内小テスト・レポート・課題プレゼンテーション等を含む平常点：30％ 

最終試験（授業範囲すべてを含む）：70％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

予習：毎回完結型のテーマによる授業のため、関連する事例等をインターネット等で調べておく。 

復習：授業時に適宜配布するレジュメと講義内容の復習。 

授業時に適宜課す課題については平常点に係るので、提出準備をしておく。 

（あわせて 1時間程度） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

すべてオリジナルのレジュメ形式で毎回配布する。 

 

参考文献： 

『会計学基礎論 第五版』 

神戸大学会計学研究室（編）、同文館出版、2016年 

『会計学入門（第 5版）』 

櫻井久勝（著）、日本経済新聞出版、2018年 

『管理会計入門〈第 2版〉』 

加登豊（著）、梶原武久（著）、日本経済新聞出版、2017年 

『管理会計・入門（第 4版）』 

浅田孝（著）、頼誠（著）、鈴木研一（著）、中川優（著）、佐々木郁子（著）、有斐閣、2017年 

その他テーマごとに適宜提示する。 

７．備考 

授業クラスごとに設定したグーグルクラスルームで授業用資料を配布・連絡します。 

履修者はこちらからの連絡後、速やかに所属するクラスルームへ登録し、資料を授業前に用意して授業に臨

んで下さい。 

８．昨年度からの振り返り 

会計（アカンティング）は、簿記と共にビジネスの世界の共通言語とされ、大変重要である。とはいえ、昨

年度からの授業では、当初オリジナルな用語の使い方、内容の難しさに、会計を苦手とする学生が多かった。 

しかしながら、その基礎となる簿記システムを学ぶことで、会計の内容がより理解されやすくなる。全 15回

という短期間で会計のすべてを網羅・解説することは難しいが、この授業ではその基礎である簿記一巡の手

続きについて 3分の 1の時間を割いている。これにより、少しでも難しいあるいは苦手とされやすい会計に

興味を持ち、その重要性が理解されることを期待する。 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 オペレーションズマネジメント 
授業 

形態 
講義 

授業コード OPM121 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 三澤 一文 

１．授業概要 

企業の現場にとって、「価格競争に陥らないような独創的な製品やサービスを開発したい」「製品開発のスピ

ードで他社より勝りたい」「コスト競争力をもっと上げたい」「高い品質で顧客に満足してもらいたい」とい

った要望に応えられる方法論はたいへん重要である。 

本授業では、企業の活動全般（製品・サービスの企画開発、原材料や部品の調達、生産、流通、販売、経営

管理、など）を対象に、いかなる企業にとっても重要なコスト削減や時間短縮、品質向上、顧客満足度向上

を実現するオペレーション（仕事の進め方や日々の仕事のやり方）の構築・改善・改革の方法論を学ぶ。 

２．授業の目的・到達目標 

無理にものづくりやサービス開発のスピードを上げると、出来上がりの品質が悪くなる可能性がある。また、

製品の訴求力にこだわり過ぎるとコスト競争に勝てなくなる可能性も高まる。このように、現実に、ものづ

くりやサービス開発を成功させるには、これらの相反、矛盾する複数の要望のあいだでの微妙な調整が欠か

せない。 

本授業を受講することで、以上のような、企業のものづくりやサービス開発の現場で実際に起きている典型

的な問題とその原因を理解し、さらにそれらの問題の解決方法を習得することができる。 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

イントロダクション： 

日本のイノベーションの強み・弱み・機会・脅威は？ 

オペレーションズマネジメント（OM）の概要 

２ 

オペレーションズマネジメントの基礎理論（１）： 

なぜオペレーションズマネジメントはイノベーションに必要不可欠なのか？  

オペレーションズマネジメント理論を軽んじてイノベーションに失敗した有名企業の事例 

３ 

オペレーションズマネジメントの基礎理論（２）： 

なぜあの企業は継続してロングセラー商品を生み出せるのか？ 

イノベーションを生み出すオペレーションズマネジメント方法論の歴史 

４ 

独創性追求のイノベーション（１）： 

なぜ企業は不毛な値引き競争に陥るのか？  

良いコモディティ化と悪いコモディティ化の違い、スウォッチの成功事例と日産の失敗事例 

５ 

独創性追求のイノベーション（２）： 

脱コモディティの 5つの戦略 

企業事例（トヨタ、米国の半導体メーカー、日本の精密機器メーカー、など） 

６ 

スピードアップのイノベーション（１）： 

なぜ新規事業の開発は滞るのか？  

組織やプロセスのサイロ化（分断化）による弊害、失敗事例（日用品メーカー、日本の半導体） 



７ 

スピードアップのイノベーション（２）： 

新規事業・製品開発のスピーディな進め方 

アジャイル手法、クロスファンクション手法、成功事例（アマゾン、グーグル、など） 

８ 

コスト削減のイノベーション（１）： 

なぜコストは思うように下がらないのか？ 

問題の先送りがコストアップを招く、見えないコストと見えるコスト、コスト改善手法の限界 

９ 

コスト削減のイノベーション（２）： 

モジュール化、アウトソーシング、サプライチェーンマネジメント（SCM） 

成功事例（レゴ、アップル、ZARA、など） 

１０ 

品質向上のイノベーション（１）： 

日本製は本当に品質が良いのか？ 

品質の考え方の３つの変化（定義の変化、範囲の変化、基準の変化） 

１１ 

品質向上のイノベーション（２）： 

顧客満足度を格段に上げる品質向上の 3つの方策 

企業事例（アメリカ航空宇宙局 NASAの失敗、トヨタ、リコー、日産、など） 

１２ 

今後の OMの方法論（１）： 

オープン・イノベーション、デジタル SCM、コクリエーション、デジタル・トランスフォーメーシ

ョン 

企業事例（ナイキ、IKEA、レゴ、など） 

１３ 

今後の OMの方法論（２）： 

サービタイゼーション、イノベーションラボ、コーポレートベンチャーキャピタル 

企業事例（コマツ、ネスレ、アマゾン、など） 

１４ 
期末発表（１）： 

振り返り報告・発表、受講生全員による相互評価・フィードバック 

１５ 
期末発表（２）： 

振り返り報告・発表、受講生全員による相互評価・フィードバック 

４．成績評価の方法 

毎回の授業内討議への参加、発表：30％ 

毎回の授業課題の提出：30％ 

期末振り返り報告・発表：20％ 

期末レポート：20％ 

 

 

 

 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

毎回の授業内クラス討議を円滑に進めるために、授業前に UNIPAに掲示する講義資料や参考書の指定ページ

の読了などの予習（毎週 1～2時間程度）が必要。 

毎回の授業の課題を指定期日までに UNIPAにアップすること。 

期末振り返り報告・発表と期末レポートについては、別途、担当教員から指示する。 

 

 

 

 



６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

『コア・テキスト イノベーション・マネジメント』 

近能善範（著）、高井文子（著）、新世社、2010年 

本授業では第 2、6、7、8、10章を参考書として学習する（他の章は１年次の「マネジメント（経営学基礎）」

の授業で学習）。 

『技術マネジメント入門』 

三澤一文（著）、日本経済新聞出版社、2007年 

『DXとは何か』 

坂村健（著）、KADOKAWA、2021年 

７．備考 

「オペレーションズ・マネジメント」の方法論はビジネスだけでなく広範囲に多くの場面でも応用できます

ので、学内外のプロジェクトや日常生活でも活用する（練習する）ようにこころがけてください。 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度授業のフィードバックにもとづき、毎講義の授業内グループ討議をさらに効率的に行うために、授業

の講義資料を UNIPAで事前に確認してから授業に臨むようにしてください。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 マーケティング応用 
授業 

形態 
講義 

授業コード MK2122 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 富澤 豊 

１．授業概要 

「マーケティング基礎」を履修した上で、さまざまな企業が実際に展開してきたマーケティングの応用法に

ついて学ぶ。特に、本学の位置する東京都墨田区周辺と縁の深い企業を選定、事例として取り上げ、その取

り扱う製品・サービスがマーケティングの観点からどのような企図があるのかを検証する。特に、受講者に

とって日常的に接することが可能なサービス・商品について詳しく取り上げ、各企業のマーケティング活動

が理論的な裏付けに基づいた展開であることを理解する。 

２．授業の目的・到達目標 

「マーケティング基礎」を履修した上で、さまざまなケースにおける応用方法について学び、その実践的な

応用方法を理論的に説明することができる。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
イントロダクション 

墨田区周辺地域と産業をマーケティングの観点から考察する 

２ 
マーケティング研究① 

プロダクトの差別化を意識させ 50年に 1度の超大ヒット商品（事例：アサヒビール） 

３ 
マーケティング研究② 

国民に習慣化させるためのマーケティング法（事例：ライオン） 

４ 
マーケティング研究③ 

独自技術の絞り込みから派生させるマーケティング戦略（事例：花王） 

５ 
マーケティング研究④ 

鉄道がもたらす地域マーケティング（事例：東武鉄道） 

６ 
マーケティング研究⑤ 

低迷期を抜け出すためのマーケティング戦術（事例：タカラトミー） 

７ 
マーケティング研究⑥ 

日本初の多目的キッチンがもたらしたもの（事例：クリナップ） 

８ 
マーケティング研究⑦ 

世界シェアを誇るプロダクトのマーケティング（事例：YKK） 

９ 
マーケティング研究⑧ 

他の誰もできないモノだから作る職人魂（事例：岡野工業） 

１０ 
マーケティング研究⑨ 

不動産を活用するマーケティング戦術（事例：澁澤倉庫） 

１１ 
マーケティング研究⑩ 

事業の屋台骨を揺るがす危機を乗り越える（事例：マルハニチロ） 



１２ 
マーケティング研究⑪ 

黒子としてのマーケティング法（事例：デリカフーズ） 

１３ 
マーケティング研究⑫ 

大手を追随させる製品開発術（事例：ダイショー） 

１４ 
マーケティング研究⑬ 

一般的ではないジャンルを生き抜くニッチマーケティング（事例：小森コーポレーション） 

１５ 

これまでの振り返り 

マーケティングの未来像を墨田区周辺地域から考える 

墨田区にどんな企業（事業）が生まれそうか 

４．成績評価の方法 

各回での事例検討レポート：30％ 

討議への参加態度：50％ 

期末のレポート：20％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

各回ごとに以下の準備学習を行う。 

事前学習：次回取り上げる企業についての事例検討レポートを Googleクラスルームに提出。 

事後学習：各回ごとの事例検討レポートのブラッシュアップを行い期末のレポートに向けて事例検討の深堀

を行う。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

授業内で逐次指示する。 

７．備考 

対象となる企業は、社会情勢等により変更となる場合があります。 

1年次「マーケティング基礎」の単位を取得している方が対象となります 

８．昨年度からの振り返り 

前年度はオンラインでの実施でしたが、今年度は対面での実施を前提とします。 

毎回必ず予習をし、討議に参加し、毎回レポートを提出していただきます。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 アカウンティング応用 
授業 

形態 
講義 

授業コード AC2123 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 中嶋 隆一 

１．授業概要 

「アカウンティング入門」で学んだ会計の基本知識をもとに、この授業では財務会計と管理会計の応用領域

についてエッセンスを学ぶ。前者では、企業の健康状態をチェックするために必要な会計情報は、カルテと

もいうべき財務諸表から得られる。そのため、財務諸表の体系および内容を理解し、分析できなければビジ

ネスに役立たない。とりわけ財務 3表とも呼ばれる貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書の

関連性とそれらの計算構造の仕組みを理解しておくことが重要である。 

後者では、企業等の経営管理者が組織運営にあたって不可欠なシステムの構造と機能についてより理解を深

め、同時に、管理会計上で直面する課題解決のために、それらの手法を実際に活用できるような知識を習得

することが重要である。ここでは、主に利益管理、原価管理、意思決定、および管理会計の新たな展開にか

かわるテーマを中心に取り上げ、実際の事例を交えながら概説する。 

どちらの領域も相互関連的であり、また、単なる実践的な会計処理方法を学ぶだけではなく、その理論的根

拠や応用事例も同時に理解することで、企業価値を高める創造力をも身につけることを目指している。 

２．授業の目的・到達目標 

この授業を通じて、会計情報の重要性、財務諸表の読み方、分析ができるようになり、ICT を利用した企業

の発展およびグローバル社会への対応が可能となる。同時に、企業の付加価値を高める創造力を養うことが

目標である。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
ガイダンス 

－企業の変化と会計情報－ 

２ 
①貸借対照表（資産会計） 

－資産の区分表示とその内容－ 

３ 
②貸借対照表（資産会計） 

－資産の評価基準と流動・固定の分類基準－ 

４ 
③貸借対照表(負債会計) 

－負債の分類とその構成内容－ 

５ 
④貸借対照表(資本会計) 

－資本の分類と構成内容－ 

６ 
①損益計算書(損益会計) 

－損益項目の分類と構成内容－ 

７ 
②損益計算書(損益会計） 

－営業外損益の例：外貨建て取引の検討－ 

８ 
③損益計算書(損益会計） 

－工事進行基準と工事完成基準－ 



９ 
キャッシュ・フロー計算書の作成 

－直接法と間接法の表示－ 

１０ 連結財務諸表の仕組みと作成方法 

１１ 
①経営分析の基本 

－静態分析と動態分析について－ 

１２ 
②経営分析の基本 

－収益性・安全性・成長性の分析－ 

１３ 
財管一致に関する問題 

－管理会計的視点から－ 

１４ 原価計算の種類と考え方 

１５ 
会計の応用分野について 

－会計の新たな展開（IFRSと研究開発費、ESG、SDGｓ、DX化の方向性と組織の問題等）－ 

４．成績評価の方法 

授業内小テスト・レポート・課題プレゼンテーション等を含む平常点：30％ 

最終試験（授業範囲すべてを含む）：70％ 

 

 

 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

予習：毎回完結型のテーマによる授業のため、関連する事例等をインターネット等で調べておく。 

復習：授業時に適宜配布するレジュメと講義内容の復習。 

授業時に適宜課す課題については平常点に係るので、提出準備をしておく。 

（あわせて 1時間程度） 

 

６．教科書／参考文献 

教科書：すべてオリジナルのレジュメ形式で毎回配布する。 

 

参考文献： 

『財務会計講義 第 19版』 

桜井久勝（著）、中央経済社、2018年 

『新・現代会計入門 第 3版』 

伊藤邦雄（著）、日本経済新聞社、2018年 

『管理会計 第 2版』 

岡本清（著）、廣本敏郎（著）、尾畑裕（著）、挽文子（著）、中央経済社、2008年 

『管理会計 第七版』 

櫻井通晴（著）、同文館出版、2019年 

その他必要に応じ適宜参考文献を紹介する。 

 

７．備考 

毎回、各所属クラスごとに設定したグーグルクラスルームで、授業に使用するレジュメ・資料等を配布しま

す。授業前に準備しておく。 

課題についてもすべてグーグルクラスルームで配信する。 

 

 



８．昨年度からの振り返り 

会計（アカンティング）応用の授業は、1 年次の会計（アカンティング）入門を履修済みであることを前提

としている。会計の重要性はいうまでもないが、苦手としている人が多い。いわゆる HOW-TO形式の本で「初

心者にもわかる本」を読めば簡単に理解されるものではない。ビジネス系の他の科目と異なり、この科目を

理解するには、まず基礎知識の修得が必要である。それはこの科目のオリジナルな用語法、システム（理論

構造）を理解する必要があるからで、本来は簿記システムの総合的理解と地道な努力あってこそ、道が開け

る科目である。その上で、この科目の実践的な役立ちが見えてくる。決して派手さはないが、着実に会計思

考力を身に付けることで、確実にビジネスに強力な武器として役立つ。受講する学生諸君の地道な努力に期

待する。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 法務リテラシーⅡ 
授業 

形態 
講義 

授業コード LL2123 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 境 真良 

１．授業概要 

「法務リテラシーⅠ」の講義内容を前提として、IT／ICT 事業に関わる、あるいは自ら起ち上げ、実施して

いく上で必要になる諸法について、電気通信に関する事業者責任、知的財産の取扱い、表現規制への対応を

中心として解説していく。 

２．授業の目的・到達目標 

以下の点についてその概要を把握する。 

・電気通信事業法の規制概要と、主として届出電気通信事業者に係る事業責任の構造 

・知的財産の取扱い、特に自らの事業を媒介として生じた問題に対する事業責任 

・広告の表示にまつわる社会的責任 

・射幸性の社会的制御の仕組みと基準 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

ガイダンス〜前編の総括 

三権の役割／民事法と刑事法／民事法制の基本フレーム／商取引と企業経営を巡る法務／行政法

と知的財産法 

２ 

IT／ICTを巡る法制度（１） 

電気通信事業法概論／通信とは何か／通信と放送と電波制度／電気通信事業法が事業者に課す主

な責務／特別な内容の通信に関する責務／電気通信事業者のその他の責務 

３ 

IT／ICTを巡る法制度（２） 

個人情報保護法概論／個人情報とは何か／個人情報の利活用を巡る制約／同意の効果とそのやり

方／個人情報の漏洩パターン／問題の発生とその収拾 

４ 

IT／ICTを巡る法制度（３） 

サイバーセキュリティとは何か／問題の発生とその態様／問題を誰がどう防いでいるか／事業者

の責任とその遂行／サイバーセキュリティを巡る法制／責任が発生しても事業を存続させるため

に 

５ 

IT／ICTを巡る法制度（４） 

表現の責任と媒介者の責任／カラオケ法理〜独立犯か共犯か／違法情報公開とその収拾／著作権

侵害コンテンツ公開とその収拾／プロバイダ責任制限法概論／名誉毀損とその収拾 

６ 

コンテンツを巡る法制度（１） 

著作権法概論／著作権法の世界観／保護される複製、保護されない複製／許諾をとるべき相手／自

分が使う時、誰かに使わせる時 

７ 

コンテンツを巡る法制度（２） 

ウェブサイト制作と著作権／制作過程におけるコンテンツの取扱い／複製の範囲〜独創性と類似

性と依拠性／インライン表示の取扱いと引用／コンテンツ制作を委託した場合／出来上がったウ

ェブサイトについて 



８ 

コンテンツを巡る法制度（３） 

創造と派生のエコシステム／プログラムの著作物／コンテンツの二次創作／ライセンス方式／主

要なライセンスとその方式 

９ 

広告と射幸性を巡る法制度（１） 

広告のメカニズム／広告を巡る問題と責任の所在／広告主の責任と特商法他の規律／広告表示者

の責任／広告とウィルス供用罪／「不適切な情報」の拡散と法的、社会的責任 

１０ 

広告と射幸性を巡る法制度（２） 

娯楽性と射幸性／景表法概論／景表法と賭博罪〜射幸性規制の相関関係／ネット広告と射幸性／

ゲームと射幸性〜「ガチャ」を中心に／ゲームプレイと射幸性〜「賞金」論を中心に 

１１ 

金融行為を巡る法制度 

金融を巡る法制度概論／決済行為と金融／資金決済法の適用範囲／デポジット（プリペイド）の法

規制／クラウドファンディングの法規制／仮想通貨を巡る法規制／与信を巡る法規制 

１２ 

ハードウェアを巡る法制度 

機器の供給者と利用者の責任分界点／取扱い説明書の機能と限界／消費者に機器の安全性をどう

伝えるか／PSE マーク（電安法）概論／技適マーク概論／JIS マーク概論／製造物責任法概論／そ

の他の製造供給者責任 

１３ 

その他のネット系ビジネスを巡る法制度 

ネットを入口にするということについて／事業規制について／リアルな事業の規制体系外観／・ネ

ット系ビジネスと準拠法と規制実施 

１４ 

労働に関する法制度 

働く契約の主類型／雇用・労働関係規律の基本思考／労働法の役割／労働組合／雇用主として守る

べき主たる労働条件規律／労働規律の構造変化 

１５ 

まとめと補遺 

行政庁と各種規制の機能と効果／電気通信の規制と表現の規制／知的財産の機能と効果／知的財

産侵害リスクの考え方／リーガルマインド 

４．成績評価の方法 

毎授業時実施するグループワーク及び中間レポート：50％ 

期末テスト（リモート授業時は期末レポート）：50％ 

 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

法令については、次回授業で触れる法律については適宜 e-Gov法令検索（https://elaws.e-gov.go.jp/）な

どで調べること。また、授業時に次回の主要事項を指示した場合には、インターネットなどで事前調べをし

ておくこと。なお、授業で言及する話題は情報技術、経済原理や現実のサービス動向、商品動向まで多岐に

及ぶが、授業で言及したキーワードについては、インターネットなどで関連分野のことがらと共に調べるこ

と。（各回 30～60分程度は必要） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

授業時に毎回レジュメ及び必要により参考資料を配布する。 

 

参考文献： 

授業時に参照した法令は、適宜 e-Gov法令検索（https://elaws.e-gov.go.jp/）などで調べること。 

産 業 動 向 や 業 界 事 情 に つ い て は 、 ITmedia （ http://www.itmedia.co.jp/ ） や CNET Japan

（http://japan.cnet.com/）など各種情報通信関連サイトなどに定期的に目を通し、最新の状況をキャッチ

アップすること。 



７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

情報通信法制、著作権法制、消費者保護法制の三本柱は適切だったと実感。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 ファイナンス入門 
授業 

形態 
講義 

授業コード FIB123 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 中嶋 隆一 

１．授業概要 

一般に、企業は資金を調達し、それらを運用して、収益を生むという活動をおこなう。そのため、ビジネス

リーダーは、資金調達活動、投資活動、財務活動を、つねに考えて行動する必要がある。その際、会計情報

を利用してファイナンス（財務：企業財務あるいは経営財務ともいう）をおこなうことは重要である。 

最近、ICT を利用したビジネスの現場で、コーポレートガバナンスの強化とともに、このファイナンスの重

要性が増している。そこで、この授業では、将来ビジネスリーダーを目指す学生を対象に、経営プロセスに

そって、会計の知識をもとにファイナンスの基礎とその考え方を修得してもらう。それにより、経営の効率

性や収益性を高め、企業価値の最大化を目指すファイナンス本来の基本的スタンスが理解できるようにな

る。 

２．授業の目的・到達目標 

ICT を利用してビジネスの世界で活躍する人材の育成をめざし、必要とされるファイナンスの基礎知識を修

得することを目的としている。単なる技術的手法を学ぶだけでなく、理論的考察をおこなうことで、実践力

と創造力を養い、会計とともにビジネスの世界で重要なツールとして利用できるようになることが目標であ

る。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
ファイナンスとは何かを考える。 

－ファイナンスの意義と必要性－ 

２ 
投資とは何か、現在と将来の価値を考える。 

－事業投資への意思決定について－ 

３ 
株式会社とは①  

－会社の種類について理解する－ 

４ 
株式会社とは② 

－会社の設立、会社の機関設定を考える－ 

５ 
会計とファイナンス 

－営業循環と資金の流れ、会計とファイナンスの役割について考える－ 

６ 
比例縮尺図を作成する。 

－財務 3表(B/S、P/L、C/F）の関係－ 

７ 
会社の利益構造を考える。 

－利益とキャッシュ・フローとの係わり－ 

８ 
黒字倒産の事例を考える。 

－キャッシュ・フロー計算書の枠組みと間接法表示－ 

９ 
キャッシュ・フローの管理（資金繰り） 

－キャッシュ・フローを増やすためのポイント－ 



１０ 
資本コストとは 

－企業価値向上のために－ 

１１ 有利子負債コストの計算 

１２ 有利子負債コストの節税効果について 

１３ 
株主資本コスト率の計算 

－CAPM（資本資産評価モデル）について－ 

１４ 
会社全体の資本コストを考える。 

－WACC（加重平均資本コスト率）について－ 

１５ 

企業価値について考える（応用）。 

－資本効率と企業価値を高める方法とは－ 

KPIの利用と DCF法等の概要を説明する。 

４．成績評価の方法 

・授業内小テスト・レポート・課題プレゼンテーション等を含む平常点：30％ 

・最終試験（授業範囲すべてを含む）：70％ 

 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

予習：毎回完結型のテーマによる授業のため、関連する事例等をインターネット等で調べておく。 

復習：授業時に適宜配布するレジュメと講義内容の復習。 

授業時に適宜課す課題については平常点に係るので、提出準備をしておく。 

（各回 1～2時間程度） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

毎回、レジュメ形式で配布した資料により授業をおこなう。 

 

参考文献： 

『あわせて学ぶ 会計&ファイナンス入門講座』 

保田隆明（著）、田中慎一（著）、ダイヤモンド社 、2013 年 

『ビジネスリーダーが学んでいる 会計＆ファイナンス』 

日沖健（著）、中央経済社、2015年 

『図解 簿記からはじめる企業財務入門』 

津森信也（著）、東洋経済新報社 、2014年 

『コーポレートファイナンス入門〈第 2版〉』 

砂川伸幸（著）、日本経済新聞出版社、2017年 

『新・企業価値評価』 

伊藤邦雄（著）、日本経済新聞出版社、2014年 

『コーポレート・ファイナンス〈第 10版〉上・下』 

リチャード・ブリリー（著）、スチャワート・マイヤーズ（著）、フランクリン・アレン（著）、 

藤井眞理子（訳）、國枝繁樹（訳）、日経 BP、2014年 

７．備考 

本講座は、アカンティング応用受講者のみを前提として講義する。また、理解度の程度により、講義テーマ

で取り扱う内容も多少変える予定である。 

なお、授業クラスごとに作られたグーグルクラスルームで授業用資料を配布・連絡する。 

履修者はこちらからの連絡後、速やかにクラスルームへ登録し、資料を授業前に用意して授業に臨んでいた

だきたい。 



８．昨年度からの振り返り 

昨年度初めて開講した授業であったが、受講者へ最初にお話ししたように、アカンティング応用履修者のみ

を前提とした授業であった（今年も同様）。内容はなるべく平易に、会社の起業を起点として、「会計とファ

イナンス」との係わりから、その後の会社の成長にともなって必要となる資金繰り、利益構造、資本コスト

と行った項目を順に取り上げ、ファイナンスの必要性・重要性を説明した。今年も同様の手法で授業を進め

ていく予定である。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 問題形成と問題解決 
授業 

形態 
演習 

授業コード SPS121 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 三澤 一文 

１．授業概要 

将来を見越したイノベーションを起こし、世界的な視野をもって決断し、俊敏に実行できるリーダー人材に

は、高度な問題の発見・解決能力は必須である。そのために、本授業では、世界の有力企業で実際に広く活

用されている問題解決手法を学習する。 

具体的には、①問題を明確にする②問題をブレイクダウンする③達成目標を決める④真因を考え抜く⑤対策

を立てる⑥対策をやりぬく⑦結果とプロセスを評価する⑧成果を定着させる、といった 8つのステップから

成る問題解決手法を事例学習やグループワークを通じて体系的に学ぶ。 

 

２．授業の目的・到達目標 

本授業を受講することで、受講生は、将来、リーダーとなる人材が押さえておくべき問題発見・解決の手法

を習得することができる。今から 80 年以上前に、トヨタの創業者の豊田喜一郎は、自動織機の工場の片隅

にある板張りの囲いの中で、本業とはまったく関係のない小さなガソリンエンジンをこっそりつくり始めた

が、その「起業家精神」は、「問題解決手法」として形を変えて今も受け継がれている。 

本授業で学習する問題解決手法を、意識して日々の問題解決に応用する場面を増やすことで、トヨタのよう

に、いかなる問題の解決にも役立つ物事の進め方、すなわち「仕事の型」が身に付く。 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

イントロダクション：いかなる困難な状況でも生き抜く知恵を持つストリート・スマートになるた

めに 

なぜ問題解決手法を学ばないと残念な結果になるのか？ 

問題形成・解決には論理的思考・心理学・組織論の 3つが必要 

本授業で学ぶ方法論の概要 

２ 

ステップ１：問題を明確にする 

隠れた問題を見つける方法 

目的の目的を考える重要性 

「ユーザーエクスペリエンス」のデザインとは？ 

３ 

ステップ２：問題をブレイクダウンする 

あいまいな問題を具体化していく方法 

取り組むべき問題の優先順位を決める 

顧客ニーズを探るための「30の価値要素」とは？ 

４ 

事例研究（１）：社会課題編 

公共交通の利用が広がらない社会的問題とは？ 

世界で始まった MaaS（Mobility as a Service） 

日本国内での MaaS普及のための課題は？ 



５ 

ステップ３：達成目標を決める 

挑戦的で具体性のある目標を設定する 

よくある間違いやすい目標の決め方 

適切に目標設定するためのフレームワーク「SMART」とは？ 

６ 

ステップ４：真因を考え抜く 

先入観を持たずに多くの視点から考える 

無意識の思い込み「アンコンシャス・バイアス」の壁 

事実に基づいて深く問題の原因を考える手法「5 Whys」の実践方法は？ 

７ 

事例研究（２）：情報システム編 

統合基幹業務システム（ERP：Enterprise Resource Planning）とは？ 

ERPのメリットとデメリット 

なぜ、今、ERPの先をいく新世代の情報システムが必要なのか？ 

８ 

ステップ５：対策を立てる 

ブレインストーミングの基本と応用例（ディズニー・メソッド、ボディ・ストーミング、など） 

ゲーミフィケーションとは？ 

効果とリスクの観点から実行に値する対策に絞り込むための方法論と事例研究 

９ 

ステップ６：対策をやりぬく 

チーム一丸となってスピード重視で実行するための条件 

チーム内外の報告・連絡・相談を徹底するための注意点 

予定どおりにいかない場合にすばやく次の案を検討するアジャイル手法の要点 

１０ 

事例研究（３）：プロジェクト・マネジメント編 

プロジェクトの成功とは？ 

QCD（品質、コスト、納期の管理）を再考するための事例研究 

シングルタスクとマルチタスクの実行力の違い 

１１ 

ステップ７：結果とプロセスを評価する 

結果だけでなく途中のプロセスもしっかり振り返るための KPT（Keep, Problem, Try）手法とは？ 

アンカリングと IKEA 効果の心理学的観点からの留意点 

成功と失敗の両面から学び、同じ失敗を繰り返さないための方法 

１２ 

ステップ８：成果を定着させる 

成果を仕組みとして標準化し、多くのメンバーで活用することの重要性 

改善の機会と戦略の 4つのパターン 

問題解決手法の FAQ（よくある質問） 

１３ 

事例研究（４）：起業編 

顧客ニーズの本当の意味とは？ 

なぜ、マーケティングは理論どおりにいかないのか？ 

起業後に先行きが見えなくなったときにやるべきことは？ 

１４ 
期末発表（１） 

振り返り報告・発表、受講生全員による相互評価・フィードバック 

１５ 
期末発表（２） 

振り返り報告・発表、受講生全員による相互評価・フィードバック 

４．成績評価の方法 

毎回の授業内討議への参加、発表：30％ 

毎回の授業課題の提出：30％ 

期末振り返り報告・発表：20％ 

期末レポート：20％ 



５．準備学修（予習・復習、課題等） 

毎回の授業内クラス討議を円滑に進めるために、授業前に UNIPAに掲示する講義資料や参考書の指定ページ

の読了などの予習（毎週 1～2時間程度）が必要。 

毎回の授業の課題を指定期日までに UNIPAにアップすること。 

期末振り返り報告・発表と期末レポートについては、別途、担当教員から指示する。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

『トヨタ式リーダー育成法』 

三澤一文（著）、日本経済新聞出版社、2014年 

７．備考 

「問題形成と問題解決」の方法論はビジネスだけでなく広範囲に多くの場面でも応用できますので、学内外

のプロジェクトや日常生活でも活用する（練習する）ようにこころがけてください。 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度授業のフィードバックにもとづき、毎講義の授業内グループ討議をさらに効率的に行うために、授業

の講義資料を UNIPAで事前に確認してから授業に臨むようにしてください。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 組織行動論 
授業 

形態 
講義 

授業コード OBH121 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 ◎青田 努、田口 光 

１．授業概要 

組織は至る所に存在しており、組織と関係せずに生活はできなくなっている。本講義では様々な組織の中で

の人間行動について理解する。人間行動を規定する働きのある組織の構造や形態、組織文化を扱い、仕事へ

の意欲の程度を示すものともいえる動機づけや、働き方を学び、企業トップや管理職に対するコーチング・

コンサルテーション・組織開発ワークショップなどの実践理論と技術の習得を通して、個人が生かされ組織

も創造性を増す組織開発を探求する。 

２．授業の目的・到達目標 

「人事」は企業を経営する上で重要な機能であるにも関わらず、いわゆる「手なり」で実践されることが多

い。しかし、人事には多くの場合「原理原則」があり、それをおろそかにすると痛い目に遭う。そこで、本

講義では人事における原理原則・基本について解説する。 

 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ オリエンテーション 

２ チームビルディング 

３ 心理的安全性 

４ トリガーとブースター（前編） 

５ トリガーとブースター（後編） 

６ リーダーシップとマネジメント（前編） 

７ リーダーシップとマネジメント（後編） 

８ ビジョンとストーリーテリング（前編） 

９ ビジョンとストーリーテリング（後編） 

１０ 組織成長の類型 

１１ 組織能力の獲得 

１２ コーチング（前編） 

１３ コーチング（後編） 

１４ 質問を元にした回答会 

１５ 質問を元にした回答会 



４．成績評価の方法 

参加態度：50％ 

レポート：50％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

原則、予習は不要とする。あったとしてもブログ 1.2 本程度の分量とする。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

必要な場合は都度指示する。 

７．備考 

テーマは回によってシラバス記載の内容より変更が加わる場合がある。 

その際は授業内で必要な連絡を行う。 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度から担当教員に変更があるため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 ビジネスゲームによる経営意思決定 
授業 

形態 
講義 

授業コード DMT121 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 坂本 松昭 

１．授業概要 

世の中にある様々な経営現象（人事現象、市場現象等）を理解するには、なぜそれが起こったかの現象を説

明する原理を学ぶ必要があり、その 1つがゲーム理論である。ゲーム理論は、人はなぜそう決めるのか、企

業はなぜそう決めるのか、という「決める」ことに関する理論である。 

本講義では、「決める（意思決定）」ことは経営現象全てに関わる事を理解し、ゲーム理論を活用し、主に ICT

業界の経営実務における、合理的な意思決定の手法を修得する。 

２．授業の目的・到達目標 

本講義の受講生は、 

（１）意思決定を行う際に考慮すべき諸要因を構造的に把握できるようになり、 

（２）行動を選択する際の評価尺度を理解し、 

（３）行動を選択するためのさまざまな評価手法およびアプローチ方法 

を修得する。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

イントロダクション 

意思決定論を学ぶとどのような違いが生まれるのか？「目標」と「手段」の関係を学び、意思決定

をマネジメントすることの意味を理解します。導入として、社会の中でのゲーム理論の応用例を示

します。 

２ 

ミクロ経済学の基本 

ミクロ経済学の目的を理解することから始め、価格理論とゲーム理論の違いを理解します。価格と

価値の違いを理解することで、人間行動の本質に迫ります。 

３ 

科学的手法と合理的手法 

価値的相対主義について理解し、過去の因果関係を分析することで、未来の因果関係を意図的に作

り出すことを学びます。重要な概念として、「インセンティブ」、「トレードオフ」、「機会費用」、「限

界原理」について学びます。 

４ 

意思決定のマネジメント 

意思決定のプロセスを可視化することを学び、意思決定の階層構造を理解します。①現状、②原因、

③目標、④手段、⑤集団意思形成、⑥手段実施、⑦結果と目標の比較を学びます。 

５ 

達成可能性と選択可能性 

あらゆる目標は達成可能である必要があります。ここが目標（ゴール）と単なるスローガンとの決

定的な違いです。達成可能な目標の立て方を学び、そこに至る複数の選択肢の中で、どの選択肢を

選ぶべきかの基本を学びます。 

６ 

ゲーム理論とナッシュ均衡 

囚人のジレンマなどを題材にゲーム理論の基礎的な考え方を学び、ナッシュ均衡について理解しま

す。利得行列と支配戦略について理解します。簡単な演習を行います。 



７ 

ゲーム理論の応用 

企業経営の様々な場面でゲーム理論の考え方が活かされることを学びます。具体的には、展開型ゲ

ーム、部分ゲーム（完全均衡）、逐次手番の数量競争、有限回繰り返しゲーム、無限繰り返しゲー

ム、交互提案ゲームについて、その考え方と応用の仕方を修得します。 

８ 

企業間競争へのゲーム理論の適用例 

企業間競争を例として、クールノー型競争とベルトラント型競争における意思決定を学びます。競

争相手を想定した際にいかなる戦略が有効となるかを理解し、繰り返し競争に対して応用できる力

を養います。 

９ 

投資採算評価 

企業経営でよく直面する経営資源の配分に関する意思決定、設備投資等における意思決定を題材

に、投資採算評価の仕方とその考え方を身につけます。どのような場合に投資し、どのような場合

に投資しないのかについて理解します。WACC などの概念についても学びます。 

１０ 

経営における投資判断 

回収期間法、投下資本利益率法（ROI法）、正味現在価値法（NPV法）などを正確に理解します。演

習問題を解きながら実践力を養っていきます。余力があれば、金融工学における基礎概念も学びま

す（後のリアルオプションの理解へとつなげるため）。 

１１ 

最適化による意思決定 

最適化とは、制約条件がある中で複数の選択肢を組み合わせ何らかの成果を出すとき、その成果を

最小または最大にすることをいいます。最適化には多くの手法がありますが、ここでは最適化を行

うための問題の捉え方と問題の定義の仕方を学びます。最適化を行うツールでの演習も行います。 

１２ 

シナリオシミュレーションによる意思決定 

事業環境の不確実な変化を題材に、シナリオシミュレーションを用いた将来の取るべき戦略の意思

決定について学びます。Excel関数を用いた評価方法について演習を行います。 

１３ 

リアルオプションによる意思決定 

リアルオプションでは、従来の NPV（正味現在価値法）などでは投資決定できない案件であっても、

実施後の柔軟な意思決定を前提に投資できることを学びます。実務上の課題や将来の展望について

も理解します。 

１４ 

行動経済学への応用 

人は必ずしも合理的な意思決定を行うとは限りません。そこにはどのような歪みがあるのかを理解

し、認知心理学および行動経済学の世界を概観します。 

１５ 

まとめ・総括 

広範な企業経営にまつわる意思決定について改めて概観します。企業経営において直面する問題や

それに対する対処の仕方について、実例を交えて総括します。 

４．成績評価の方法 

授業への参加および積極的な発言：40％ 

授業課題の提出：30％ 

期末レポート：30％ 

 

 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

予習は必須としないが、復習は確実に行うこと。（各回 90分程度） 

授業内で提示した課題をこなし、提出すること。 

 

 



６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

『基礎から学ぶデータサイエンス講座：データ分析をビジネスで使う』 

坂本松昭（著）、同友館、2020年 

『ゼミナール ゲーム理論入門』 

渡辺隆裕、日本経済新聞出版、2008年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 人的資源管理論 
授業 

形態 
講義 

授業コード HRM121 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 ◎青田 努、田口 光 

１．授業概要 

経済・社会活動がグローバル化するなかでの競争激化や、経済社会の成熟化により、日本企業は事業運営に

おいてこれまでにない模索を強いられ、時に大きな事業革新を求められている。一方で、人口高齢化と人口

減少の進行は、企業の人的資源の担い手を大きく変えつつある。本講義では、以上のような状況のもとで、

日本企業が進めている人的資源管理の取り組みとその背景を理解し、今後のあり方について検討を行うため

の視点を身につけることを目的とする。 

２．授業の目的・到達目標 

「人事」は企業を経営する上で重要な機能であるにも関わらず、いわゆる「手なり」で実践されることが多

い。しかし、人事には多くの場合「原理原則」があり、それをおろそかにすると痛い目に遭う。そこで、本

講義では、2 年次の「組織行動論」からの発展として、より実践的な人材・組織領域における考え方につい

て解説する。 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ オリエンテーション 

２ 人的資源管理の機能全体像 

３ 組織成長の類型 

４ 組織能力の獲得 

５ 人事の基本 

６ 後継者育成、代謝 

７ 健康管理、メンタル 

８ コミュニケーション、バイアス 

９ 報酬・労務管理 

１０ 人事に関する法律 

１１ コーチング 

１２ コーチング 

１３ スタートアップの人事制度 

１４ スタートアップの人事制度 

１５ 質問を元にした回答会 



４．成績評価の方法 

参加態度：50％ 

レポート：50％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

原則、予習は不要とする。あったとしてもブログ 1.2 本程度の分量とする。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

必要な場合は都度指示する。 

７．備考 

テーマは回によってシラバス記載の内容より変更が加わる場合がある。 

その際は授業内で必要な連絡を行う。 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 地域創生とイノベーション 
授業 

形態 
演習 

授業コード RRI122 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 久米 信行 

１．授業概要 

墨田区はじめ講師が関与して地域創生に成功した全国の事例を学ぶ。その現場で産業・観光・文化・教育振

興や、SNS等の情報発信で活躍したキーパーソンをゲスト講師に招いて議論し、理解を深める。  

また、実際に街あるきや工場見学などのフィールドワークを行い、受講生自らが地域の魅力を発見・発掘し

て SNSで発信する。その成果を学生目線の墨田区観光マップにまとめ、地域のキーパーソンに報告し、講義

web や SNS等で発表する。 

２．授業の目的・到達目標 

地域創生のキーパーソンや、コミュニティビジネスの起業家として活躍するための基礎知識と、SNS 等を活

用した実践的な発信スキルを身につける。  

地域のキーパーソンと講義・フィールドワーク・SNS 等で交流を結び、より深く学びながらプロジェクトを

協働するパートナーを見つける。  

数名のチームを結成し、グループでフィールドワークをしながら、観光マップなどの成果物を作成し発表す

るとともに、キーパーソンへの提言を行う。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

◎概要 

教員紹介とガイダンス。Instagram・facebook への投稿を講義用 facebookへ投稿する方法 

◎事前準備 

インスタグラムと Facebook（講義用新設可）を開設しておくこと 

◎詳細 

１）SNSを活用してキャリアを積んで来た講師の自己紹介をします 

２）教員の SNS投稿事例を紹介しながら、受講生のみなさんに受講半年後の可能性を示します 

３）各自が取材して SNSに投稿するアクティブラーニングの進め方についてお伝えします 

２ 

◎概要 

SNSを活用した地方創生・観光地域づくりの手法 

◎事前準備 

墨田区の魅力について、インターネットで調べておくこと 

◎詳細 

１）教員が全国の観光協会などで講演している内容を講義します 

２）インターネット上の情報の量と質が地方創生の成否に関わることを体感します 

３）当該地域の魅力をインターネットで調べる方法を学びます 

３ 

◎概要 

前回調べた墨田区の魅力と課題について各自発表します 

◎事前準備 

墨田区と地元を比較し魅力と課題についてクラスルームに書いて提出すること 

◎詳細 

１）観光・産業・文化・教育・市民活動の５項目について地元と墨田区の魅力と課題を考えます 



２）数名ずつのグループワークで、墨田区の魅力と課題の表を完成させます 

３）グループ毎に発表をして、それを聴きながら、自グループの表に追補します 

４ 

◎概要 

お店やスポットの探し方と、墨田区イチオシのパン屋さんの発表 

◎事前準備 

墨田区にあるパン屋さんの中からイチオシのお店とパンを投稿 

◎詳細 

１）ネットや専門誌などを活用して、お店やスポットを探す方法を学びます 

２）学生のパン投稿の中から数名をランダムに選んで、発表をしてもらいます 

３）全員で各自の発表にコメントをつけて、一番惹かれた投稿に投票します 

５ 

◎概要 

インスタ映えする写真の撮り方と、墨田区イチオシのラーメン屋さんの発表 

◎事前準備 

墨田区にあるラーメン屋さんの中からイチオシのお店とラーメンを投稿 

◎詳細 

１）スマホでインスタ映えする写真の構図・撮り方・フィルターのかけ方を学びます 

２）学生のラーメン投稿の中から数名をランダムに選んで、発表をしてもらいます 

３）全員で各自の発表にコメントをつけて、一番惹かれた投稿に投票します 

６ 

◎概要 

投稿で紹介した店主と SNSで仲良くなる方法と、墨田区イチオシのカレー屋さんの発表 

◎事前準備 

墨田区にあるカレー屋さんの中からイチオシのお店とカレーを投稿 

◎詳細 

１）写真を撮る時のあいさつと、投稿後のお礼メッセージの出し方を学びます 

２）学生のカレー投稿の中から数名をランダムに選んで、発表をしてもらいます 

３）全員で各自の発表にコメントをつけて、一番惹かれた投稿に投票します 

７ 

◎概要 

読者の興味を惹くタイトルやキャッチコピーの付け方と、墨田区イチオシのスイーツ屋さんの発表 

◎事前準備 

墨田区にあるスイーツ屋さんの中からイチオシのお店とスイーツを投稿 

◎詳細 

１）投稿記事につけるタイトルやキャッチコピーのつけ方について学びます 

２）学生のスイーツ投稿の中から数名をランダムに選んで、発表をしてもらいます 

３）全員で各自の発表にコメントをつけて、一番惹かれた投稿に投票します 

８ 

◎概要 

検索してもらえるハッシュタグのつけ方、墨田区イチオシの看板の発表 

◎事前準備 

墨田区にある面白い看板あるいは美しい看板を見つけて投稿 

◎詳細 

１）投稿記事につけるハッシュタグの選び方つけ方について学びます 

２）学生の看板投稿の中から数名をランダムに選んで、発表をしてもらいます 

３）全員で各自の発表にコメントをつけて、一番惹かれた投稿に投票します 

９ 

◎概要 

Facebookで目立って信用される自己紹介文の作り方と、墨田区イチオシの風景の発表 

◎事前準備 

墨田区にある美しい絶景あるいは面白い珍風景を見つけて投稿 

◎詳細 

１）興味を惹き信用されて自己プロデュースにつながる自己紹介文について学びます 



２）学生の風景投稿の中から数名をランダムに選んで、発表をしてもらいます 

３）全員で各自の発表にコメントをつけて、一番惹かれた投稿に投票します 

１０ 

◎概要 

SNS向きのプロフィール写真の作り方と、墨田区イチオシミュージアムの発表 

◎事前準備 

墨田区にある好きな美術館・博物館を見つけて投稿 

◎詳細 

１）顔と人物像を憶えてもらえるプロフィール写真について学びます 

２）学生のミュージアムの投稿の中から数名をランダムに選んで、発表をしてもらいます 

３）全員で各自の発表にコメントをつけて、一番惹かれた投稿に投票します 

１１ 

◎概要 

自分らしさを強調する独自のこだわりテーマの見つけ方と、墨田区のおすすめスポット発表 

◎事前準備 

墨田区にあるおすすめのスポットを見つけて投稿 

◎詳細 

１）個性を発揮しつつ生涯究めたくなるこだわりテーマの見つけ方を学びます。 

２）学生のおすすめスポット投稿の中から数名をランダムに選んで、発表をしてもらいます 

３）全員で各自の発表にコメントをつけて、一番惹かれた投稿に投票します 

１２ 

◎概要 

自分らしさを表現し SNSへと導く個人名刺の作り方と、墨田区のおすすめ動物・植物発表 

◎事前準備 

墨田区で見つけたおすすめの動物・植物を見つけて投稿 

◎詳細 

１）教員が親しい達人たちの名刺を紹介しながら個性的な名詞作成法について学びます 

２）学生のおすすめ動物の投稿の中から数名をランダムに選んで、発表をしてもらいます 

３）全員で各自の発表にコメントをつけて、一番惹かれた投稿に投票します 

１３ 

◎概要 

私の墨田区ベスト 10＆マップの作り方と、私のこだわりテーマ発表 

◎事前準備 

墨田区で見つけたこだわりテーマに関するものごとを投稿 

◎詳細 

１）これまで 10回にわたって投稿してきたお勧めを A4用紙の裏表にまとめる方法を学びます 

２）学生のこだわりテーマの投稿の中から数名をランダムに選んで、発表をしてもらいます 

３）全員で各自の発表にコメントをつけて、一番惹かれた投稿に投票します 

１４ 

◎概要 

私の墨田区ベスト 10＆マップの最終発表会１ 

◎事前準備 

これまで投稿してきた内容を A4 用紙の裏表にまとめて前日までにネットで、当日授業前に印刷し

て提出 

◎詳細 

１）私の墨田区ベスト 10＆マップを発表してもらいます（発表できるところまで） 

２）全員で各自の発表にコメントをつけて、一番惹かれた投稿に投票します 

３）優秀作は後日、発表動画と合わせて墨田区長や墨田区観光協会理事長などにも謹呈します 

１５ 

◎概要 

私の墨田区ベスト 10＆マップの最終発表会２ 

◎事前準備 

前回の発表を見て改良した場合は、印刷して当日授業前に提出 

◎詳細 



１）私の墨田区ベスト 10＆マップを発表してもらいます（前回の続き） 

２）全員で各自の発表にコメントをつけて、一番惹かれた投稿に投票します 

３）優秀作は後日、発表動画と合わせて墨田区長や墨田区観光協会理事長などにも謹呈します 

４．成績評価の方法 

試験は行わず、毎回のレポートと課題、ならびに最終発表で評価します。 

（出席していてもレポートと課題が提出されなければ単位取得はできません。） 

１．授業中に書くレポート：30％（各回 2％×15回） 

  毎回の学びのまとめと学生発表への評価と投票（クラスルームで提出） 

  当日中に提出できなかった場合は、提出しても 1％換算 

２．第 4～13回まで、10のテーマについての SNS投稿：50％（各回 5％×10 回） 

  自分の SNSにアップした上で、授業用 facebookページに各回前日の 17時までに投稿 

  各回前日 17時までに提出できなかった場合は、提出しても 3％換算 

３．14回と 15回に行う私のベスト 10とマップの提出と発表：20％（クラスルームと印刷各 10％） 

  自分の SNSにアップした上で、授業用 facebookページに前日の 17時までに投稿 

  14回目の前日 17時までにクラスルームで、15回目の前日 17時までに印刷で提出できなかった場合は、

提出しても各 5％換算 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

１．当授業を受講する前の準備 

  Instagramと facebookアカウントの開設（既存の個人と別アカウントも可） 

２．授業開始前の予習 

  10のテーマに従い、墨田区のイチオシを調べておく 

  4回目以降、毎回のテーマに合わせて、前日 17時までに自分の SNSと授業の facebookに投稿する 

３．授業中の課題 

  毎回、授業中に当日の学びを簡潔にまとめるレポートと、学生の発表に対する評価コメントと投票を  

クラスルームに提出する 

３．授業開始後の復習 

  当授業の学びを活かし Instagramと facebookのプロフィールや記事投稿の不備を直していく 

４．最終発表の予習 

  10のテーマを、自分なりのレイアウトで私のベスト 10とマップにまとめる 

  14回目の授業の前日 17 時までに講義 facebookに投稿し、クラスルームにもアップする 

  プリントアウトしたものも 14回目の授業前に提出する 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

なし 

７．備考 

受講する際の注意点 

１．iUのある墨田区を各自が授業時間外にフィールドワークをして魅力を発掘します。 

  街を探訪して歩くことが好きで、記事投稿に時間と手間がかけられる人向けの授業です。 

２．実名顔出しにて facebook 投稿をすることで墨田区のキーパーソンにも見てもらいながら、自分のブラ

ンド価値を高めますので、実名投稿ができる人向けの授業です。 

３．毎回、数名の受講生に、投稿した記事を、クラスの前で発表してもらい、プレゼン力も高めていきます

ので、積極的に人前で発表する力を身に着けたい人向けの授業です。 

４．出席率 100％でも、毎週の記事投稿が出来ない人、最終発表の課題が提出されない人は単位取得できま

せんのでご注意ください。 



８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 イノベーション特論 
授業 

形態 
講義 

授業コード SIB121 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 三澤 一文 

１．授業概要 

本授業では、イノベーションにかかわる重要な時事的テーマを学習する。従来、イノベーションの議論は、

ビジネスの価値を持続的、漸進的に向上させるために、自社開発と外部利用の適切な判断基準はなにか、シ

ステム開発の投資効率はどう評価すべきか、イノベーションを加速させるための組織のしかけは何か、とい

った論点を中心に進められてきた。 

しかし、今後のイノベーションの議論は、ICT のさらなる格段の進歩を見据え、人と情報を中心にして、ビ

ジネスの価値を加速的に向上させることに論点が移る。そこで、本授業では、ICT 関連の技術分野を含む最

新のイノベーションの潮流（たとえばスマート・ファクトリー、デジタル・オペレーション、など）や、経

営分野で今後のイノベーションに関わる重要トピック（たとえばデジタル・トランスフォーメーション、ア

ジャイル、など）などを学習する。 

２．授業の目的・到達目標 

今後の市場、顧客、技術などの最新動向を踏まえ、イノベーションを実践する際の典型的課題と取組み方法

を先進企業の事例で学習する。それにより、イノベーションを具体的に実現、加速させる高度なスキルを習

得する。 

加えて、実社会に入る直前の 3年次の授業として、イノベーションを ICTと経営の両方から複眼的に考える

ことの必要性や、技術やマーケティング、営業、管理など様々な専門の人たちと協働的に活動することの重

要性を認識する。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

イントロダクション：イノベーションのエコシステム（ビジネス生態系）の重要性 

・変化し続ける時代の中で、国際社会と地域社会の産業発展へ貢献し、新たなサービスやビジネス

を生み出すには、単独のビジネス活動だけでは不可能 

・継続的なイノベーションには「エコシステム（ビジネス生態系）」が必須 

・エコシステムの中で活躍できる人材となるためには、経営と技術の両方に関する知識と実践力を

組み合わせた応用力を身に付けることが重要 

・本授業は、デジタルな未来に必要な経営と技術の知識・スキルを、エコシステムの観点から産学

連携の形式で講義 

・エコシステムの主要ステークホルダー（利害関係者）である ICT利用側（ユーザー企業）、ICT提

供側（システムベンダー並びにコンサルティング企業）、ICT教育・サービス支援側（人材サービ

ス企業並びに大学）の各々の立場から学習・議論 

２ 

エコシステムにおける ICT利用側（ユーザー企業）の視点（１）：プロジェクト事例（パート１） 

・目的：ITを活用した顧客サービスと満足度の向上、自動化による顧客対応時間の短縮と利便性の

向上、管理業務の効率化、など 

・方法：ビジネスの在り方そのものの変革によるサプライチェーン全体の利便性向上を目的とした

新基幹システムの導入、など 

・結果：業務自動化による業務生産性の向上、顧客へのプラットフォーム提供によるサービス品質

の向上、など 



３ 

エコシステムにおける ICT利用側（ユーザー企業）の視点（２）：プロジェクト事例（パート２） 

・目的：匠の技のデジタル継承による事業継続リスクの回避、など 

・方法：クラウド・プラットフォーム上に人 間の感覚値をデジタル化するデータ活用基盤を構築、

など 

・結果：数年を要する匠の技の継承期間を数日から数週間に短縮•業務、ルールの標準化による属

人化の排除、作業歩留まりの向上、など 

４ 

エコシステムにおけるコンサルティング企業の視点（１）：デジタル経営の基礎と応用（パート１） 

・AIとは何か？ 

・企業で AIはどう活かされているか？ 

・AIと個客化マーケティングの潮流 

・その他 

５ 

エコシステムにおけるコンサルティング企業の視点（２）：デジタル経営の基礎と応用（パート２） 

・CRM（Customer Relationship Management：顧客関係管理）とは何か？ 

・顧客ロイヤルティ概論 

・カスタマーエクスペリエンス向上の実践 

・その他 

６ 

エコシステムにおけるコンサルティング企業の視点（３）：デジタル経営の基礎と応用（パート３） 

・Digital化時代の営業・マーケティング概論 

・顧客共創とは何か？ 

・営業力強化概論 

・その他 

７ 

エコシステムにおける人材サービス企業の視点（１）：デジタル技術の基礎と応用（パート１） 

・IoT／モノのインターネット 

・AI（人工知能） 

・ビッグデータ 

・今後注目しておきたいテクノロジー 

・その他 

８ 

エコシステムにおける人材サービス企業の視点（２）：デジタル技術の基礎と応用（パート２） 

・クラウド概要 

・クラウド活用しているサービス事例 

・クラウドを支える技術 

・AWS、Microsoft Azureにおけるクラウドサービス 

・その他 

９ 

エコシステムにおける人材サービス企業の視点（３）：デジタル技術の基礎と応用（パート３） 

・エクスペリエンス（体験）に対する感情のデータをビジネスに取り入れる重要性 

・エクスペリエンス・データとは従業員満足度や顧客満足度、ブランド認知度などの基幹業務外デ

ータ 

・エクスペリエンスを可視化し、改善に向けてアクションを起こす XM マネジメント 

・XMマネジメントの事例 

・その他 

１０ 

エコシステムにおけるシステム・ベンダーの視点（１）：デジタル・プラットフォームの基礎と応

用（パート１） 

・DX(デジタル・トランスフォーメーション)がビジネスの経営管理に及ぼす影響 

・経営戦略と情報システムの融合の重要性と企業における ERP(Enterprise Resource Planning)の

位置づけ 

・ERPとは企業の経営資源・情報を一元管理し、経営判断に貢献することを目的とした情報システ

ムパッケージ 

・その他 



１１ 

エコシステムにおけるシステム・ベンダーの視点（２）：デジタル・プラットフォームの基礎と応

用（パート２） 

・ERPの基礎とソリューション 

・これまでの ERPシステムの概要と課題 

・これからの ERPシステムとその概要 

・その他 

１２ 

エコシステムにおけるシステム・ベンダーの視点（３）：デジタル・プラットフォームの基礎と応

用（パート３） 

・ERPの導入方法の概要と事例 

・ERPの導入の際によく起きる失敗とその原因 

・ERP導入を成功させるために 

・その他 

１３ 

エコシステムにおける大学教育の視点：国内主要大学の事例 

・あらゆる ICTシステムは、業務と技術の 2 つがかみ合うことでうまく機能するが、現在の高等教

育は ICTにおける技術重視の傾向が強く、業務の知識をバランスよく備えた人材を十分輩出して

いるとはいえない 

・国内のいくつかの大学では、日本で圧倒的に不足する「業務がわかる IT スペシャリスト」を育

成する特別クラスを開設し,ビジネス系の学生でも情報処理の基礎から高度なシステム開発スキ

ルまで実践的に学ぶことができつつある 

・上記に関する国内主要大学の事例紹介 

１４ ゲスト講師と履修生を交えてのパネル討議 

１５ 全体振り返りと授業内最終レポート作成・提出 

４．成績評価の方法 

毎回の授業内討議への参加、発表：30％ 

毎回の授業課題の提出：30％ 

授業内最終レポート：40％ 

 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

・授業前に UNIPAに掲示される講義資料がある場合には、事前に内容を学習すること。 

・毎回の授業の課題は指定期日までに UNIPAにアップすること。 

・最終レポート（テーマは第 1 回授業で発表）は第 15 回授業の指定時間内で作成、完了させ、提出するこ

と。 

 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

『DXとは何か』 

坂村健（著）、KADOKAWA、2021年 

『Why Digital Matters？”なぜ”デジタルなのか』 

プレジデント経営企画研究会（編）、プレジデント社、2018年 

『両極化時代のデジタル経営 ポストコロナを生き抜くビジネスの未来図』 

デロイトトーマツグループ（著）、ダイヤモンド社、2020年 

『グローバル経営のモダナイゼーション』 

NTT データグローバルソリューションズ（著）、日経 BP、2019年 



７．備考 

・本授業は就業や起業の前に修得すべき重要な職業スキルを中心に、企業や大学から多数のゲスト講師が講

義されます。そのため、通常の講義日程とは異なり、集中講義形式となります。 

・本授業では、企業や大学から多数のゲスト講師が講義されますので、授業に遅刻しないように十分に注意

してください。 

・参考書の『DXとは何か』は、できれば本授業の開始前に一読することを推奨します。その他の三冊の参考

書は、関心の程度に応じ、本授業の前後に一読することを推奨します。 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 コーポレートファイナンス 
授業 

形態 
講義 

授業コード CFI123 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 辻 貴之 

１．授業概要 

企業における資金の調達・運用、設備投資等に関して包括的に学び、理論を正確に理解した上で、その応用

力を身につけることを目的とする。具体的には、基本的なファイナンスに関する理論、企業における資金調

達と資本構成の実態、資本コストの考え方やその算出方法、企業における配当政策、債権と株式の評価方法、

現在価値の概念を用いてキャッシュフローを評価する方法、デリバティブに関する基本的な理論とリスクヘ

ッジのためのデリバティブの利用などに関する知識を修得し、企業の財務意思決定の基礎理論を理解する。 

２．授業の目的・到達目標 

起業を志す、もしくは起業する人が、技術だけではなく、思想と理論を踏まえて、自らの「コーポレート」

において「ファイナンス」を活用できる状況となること。単に理論を知るのではなく、自身や履修者同士の

問題意識や課題の解決を意識しながら学ぶことで、体得することを狙う。その過程を経て、履修者同士が今

後も「ファイナンス」をきっかけにしたコミュニティとなり、授業後の日々でも課題解決しあえる関係にな

ることを期待する。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ コーポレートファイナンスとは 

２ 財務諸表（B/S、P/L、C/F計算書）の関係 

３ ファイナンスを意識した事業計画とその重要性 

４ 現在価値と将来価値 

５ 投資家の視点（ポートフォリオ理論・市場の効率性） 

６ 資本コスト（CAPM・WACC） 

７ 資金調達方法（債券と株式） 

８ 企業価値評価（ROIC・DCF） 

９ 資本政策（投資家や契約方法の選び方・考え方） 

１０ 最適資本構成（MM理論） 

１１ 利益還元政策（配当政策） 

１２ デリバティブの種類と活用方法 

１３ M&Aやアライアンスの活用方法 

１４ コーポレートガバナンスはなぜ必要か(CGコード対応) 

１５ ラップアップ 



４．成績評価の方法 

・授業への参加状況・レポート等を含む平常点：50％ 

・最終レポート：50％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

予習：各回のテーマに関する自身の課題や問題意識を整理しておく。 

復習：講義内容を自分自身や履修者の課題解決に活かし、レポートやプレゼンなどで共有してもらう（履修

者のファイナンスに関する知識や経験に関する習熟度によっては、グループワーク形式で行うことも

検討する）。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

『起業のファイナンス』 

磯崎哲也（著）、日本実業出版社刊、2015年 

『道具としてのファイナンス』 

石野雄一（著）、日本実業出版社刊、2005年 

『コーポレートファイナンス 戦略と実践』 

田中慎一（著）、保田隆明（著）、ダイヤモンド社、2019年 

『世界標準の経営理論』 

入山章栄（著）、ダイヤモンド社、2019年 

７．備考 

「ファイナンス入門」を履修していることが望ましい。 

なお、履修者の理解度等に応じて、テーマをシラバス記載の内容より変更する可能性がある。その際は、授

業で必要な連絡を行う。 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 イノベーションプロジェクトⅠ 
授業 

形態 
演習 

授業コード IP1125 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 
◎志村 一隆、久米 信行、乘浜 誠二、松村 太郎、川上 慎市郎、坪倉 大輔、岩本 恵、 

田中 大士、斎藤 祐士 

１．授業概要 

3〜5 人のグループ単位で事業計画の策定を行い事業の立ち上げを目指す、一連の中核プログラムの一部で

ある。 

Ⅰでは、身近な街の生活者など身の回りの人々の行動観察から課題を発見し、その課題を解決するプロダク

ト／サービスを考案し、その開発に取り組む。ワークショップ形式の授業では、デザイン思考、リーンスタ

ートアップのメソドロジーを取り入れて行い、適切なチームビルディングと事業開発のステップを踏めるよ

うになることを狙う。また、その活動を通じて自分自身が「事業を興す」ために必要なビジネスの知識と ICT

のスキルが不足していることを痛感させ、個々の学生の今後の学習の意欲を高めるように促す。 

２．授業の目的・到達目標 

・異なる価値観、性格のメンバーと、ゴールに向けて協働し期待された結果を出せるようになる 

・観察、定義、解決策の考案・実装というデザイン思考の基本プロセスを理解し、実践できる 

・身近なところに潜む課題解決に必要なスキルセットをイメージし、主体的に学習する意欲を得る 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 科目の全体像と流れの説明、グループ編成、チームビルディング 

２ 顧客観察と理解の手法、フィールドワーク 

３ 顧客課題の分析と特定（１）共感マップ 

４ 顧客課題の分析と特定（２） 

５ 課題の解決策のアイデア創出（１）バリュープロポジション・キャンバス 

６ 課題の解決策のアイデア創出（２） 

７ アイデアのプロトタイピング（実装） 

８ プロトタイプのテスト（１）フィールドワーク 

９ テスト結果の分析と再実装への反映 

１０ プロトタイプのテスト（２）フィールドワーク 

１１ ストーリーテリングの手法 

１２ ストーリーの構想とプレゼンテーション練習 

１３ 中間プレゼン発表とフィードバック 

１４ プレゼンテーションの再構成 

１５ 最終プレゼン発表とフィードバック 



４．成績評価の方法 

・12回目までの各回のグループでの成果物提出とその内容：各回 4％、計 48％ 

・グループ内メンバーのグループワークにおけるリーダーシップの相互評価：各回 2％、計 30％ 

・中間および最終プレゼン発表におけるパフォーマンス：各 11％、計 22％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

・予習：事前に、それぞれの回で必要となる知識やフレームワークについて教科書の指定範囲を読み込み、

解説動画を視聴しておく（約 1時間） 

・復習：次回講義までにその成果物をグループ単位でまとめ、発表できるようにしてくる（約 2〜3時間） 

・課題：各回ともグループワーク課題が課され、それに取り組んで成果を発表する。もしくは、前回課され

た課題の成果を発表したうえで、その見直しに取り組む 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

各回ごとに必要な資料を適宜配布する。 

 

参考文献： 

『Lean Customer Development: Building Products Your Customers Will Buy』 

Cindy Alvarez（著）、O'Reilly Media、2017年 

『起業の科学 スタートアップ・サイエンス』 

田所雅之（著）、日経 BP、2017 年 

７．備考 

この科目は「大学等における修学の支援に関する法律」において本学が申請した実務経験のある教員による

授業科目です。 

８．昨年度からの振り返り 

昨期はグループワーク、プレゼンなどに多くの時間を割いたが、リーダーシップなどグループ内の役割分担

がうまくいくチームといかないチームに分かれた。 

今期は自らの知見・経験に加え、投資家・経営者をゲスト講師に迎え、学生の視野を広げ、ビジネスアイデ

アを見つける可能性を拡大したい。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 イノベーションプロジェクトⅡ 
授業 

形態 
演習 

授業コード IP2125 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 
◎志村 一隆、久米 信行、乘浜 誠二、松村 太郎、川上 慎市郎、坪倉 大輔、岩本 恵、 

田中 大士、斎藤 祐士 

１．授業概要 

3〜5 人のグループ単位で事業計画の策定を行い事業の立ち上げを目指す、一連の中核プログラムの一部で

ある。 

イノベーションプロジェクトⅡでは、Ⅰのグループからメンバーを再編成したうえで、身近な生活者の課題

を発見し、その課題の解決策となるプロダクト／サービスを簡単なソフトウェア開発スキルを用いて実際に

実装してみる（プロトタイピング）ことを通じて、解決策の実現可能性を高め、質を上げられるようになる

ことを目指す。このため、Ⅰに比べてプロトタイピングからテストにかけてのサイクルをやや長めにとり、

最終プレゼンでは単なるアイデアのみならず、実装されたプロダクト／サービスとその事業化の可能性まで

を展示・説明できるようにする。また、この活動を通じてソフトウェア技術やデータ解析のスキル習得に対

する意欲をさらに高める。 

２．授業の目的・到達目標 

・異なる価値観・性格のメンバーと、素早く打ち解けて協働できる対人スキルを身につける 

・デザイン思考の基本プロセスを正しく理解し、その仮説検証サイクルを素早く回せるようになる 

・ICT を用いた課題解決に必要なスキル（ソフトウェア開発・データ解析など）の全体像を把握し、それを

用いたプロダクト実装と事業化した際の簡単な収益シミュレーションができるようになる 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 科目の全体像と流れの説明、グループ編成、チームビルディング 

２ 顧客観察と課題の分析・特定（１） 

３ 顧客観察と課題の分析・特定（２） 

４ 課題の解決策のアイデア創出 

５ アイデアのプロトタイピング（１） 

６ プロトタイプのテスト（１）フィールドワーク 

７ ビジネスモデルへの落とし込み（１）ビジネスモデル図 

８ アイデアのプロトタイピング（２） 

９ プロトタイプのテスト（２）フィールドワーク 

１０ ビジネスモデルへの落とし込み（２）UXデザインと MOT 

１１ ビジネスモデルへの落とし込み（３）収支モデルと KPI 

１２ ストーリーの構想とプレゼンテーション練習 

１３ 中間プレゼン発表とフィードバック 



１４ プレゼンテーションの再構成 

１５ 最終プレゼン発表とフィードバック 

４．成績評価の方法 

・12回目までの各回のグループでの成果物提出とその内容：各回 4％、計 48％ 

・グループ内メンバーのグループワークにおけるリーダーシップの相互評価：各回 2％、計 30％ 

・中間および最終プレゼン発表におけるパフォーマンス：各 11％、計 22％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

・予習：事前に、それぞれの回で必要となる知識やフレームワークについて教科書の指定範囲を読み込み、

解説動画を視聴しておく（約 1時間） 

・復習：次回講義までにその成果物をグループ単位でまとめ、発表できるようにしてくる（約 2～3時間） 

・課題：各回ともグループワーク課題が課され、それに取り組んで成果を発表する。もしくは、前回課され

た課題の成果を発表したうえで、その見直しに取り組む 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

各回ごとに必要な資料を適宜配布する。 

 

参考文献： 

『Lean UX 第 2版―アジャイルなチームによるプロダクト開発（THE LEAN SERIES）』 

ジェフ・ゴーセルフ（著）、ジョシュ・セイデン（著）、坂田一倫（監）、エリック・リース（編）、 

児島修（訳）、オライリージャパン、2017年 

『UX for Lean Startups: Faster, Smarter User Experience Research and Design』 

Laura Klein（著）、 O'Reilly Media、2013年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

新たなビジネストレンド、海外市場など学生の知見を広げるゲスト、トピック紹介をさらに盛り込んでいく。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 スタートアップ基礎（起業論） 
授業 

形態 
講義 

授業コード TEN121 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 江端 浩人 

１．授業概要 

新しい領域が確立され、技術革新が著しく、新しい価値が世の中に多数提供されるときには既存の価値提供

モデル（ビジネス制度、社会制度、生活様式など）を進展させることよりも、新しいモデルを確立すること

が必要であろう。まさに現代はその時期にあたり IT革命（デバイス、通信技術、AI、IoT、Big Data活用な

ど）や多様な価値観（働き方改革、Diversity & Inclusion、SDGsなど）に基づく多様な変化が数多く起こ

っている。 

本授業では、これまで成功した企業やビジネスモデル、起業家が輩出された背景やそれぞれの想いや取って

きた手法をもとに、起業に必要な要素にわけて学びを深めることで、今、起業家に必要と思われる要素を推

測し実証する。そのうえで、自らの想いを形にするためのビジネスモデルやパッション・ビジョン・ミッシ

ョンを作り、今後の自分自身の成長計画につなげる。 

２．授業の目的・到達目標 

授業を受けた個人が必要に応じ起業を検討できるように、各種基礎知識のインプットとそれを自分ごと化で

きる素地を与える。具体的に世の中の進展とそれに伴う個人が貢献できる価値提供、起業に必要な心構え（マ

ナー、モラル、リスク管理含む）やビジネス知識を講義・ディスカッションする。 

また、個人あるいは組織としてどのように社会に価値提供できるかというフレームワークを身につけ、自ら

のパッションに基づくビジョン・ミッションを構築することを目標とする。さらにそのために必要な各種資

産を棚卸して自分の今後の成長計画を作ることを目指す。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ イントロダクション：本授業に必要な心構えと授業の目標の明確化 

２ 実際の起業のケース：MEDERIのケースを想定、STP分析（ターゲットの設定、ポジショニング） 

３ グループディスカッション：起業家に必要な各種要素のディスカッション 

４ 
現代デジタル社会の特徴：SNS、IoT、AI、Crowd Funding、デジタルトランスフォーメーション等、

現代のトレンドと起業・ビジネスモデルに関して講義・ディスカッション 

５ 
創業のケース（ノイエジーク）：グループディスカッション Vision、Mission、Passion、行動指針

などの重要性 

６ 
BMC（ビジネスモデルキャンバス）の理解、エアークローゼットのケース、グループディスカッシ

ョン 

７ ゲスト講演：起業に関する起業家の講演 AriCloset or Safie 

８ 収支計画の立て方：焼き芋の事業計画を策定 

９ 
起業のネタをピックアップ：学生よりのフィードバックや現在学生が欲しがっているサービスのデ

ィスカッション 

１０ 企業の社会的責任／SDGs など、グループディスカッション 



１１ 
起業・事業継続に関する落とし穴：モラルハザード、リスク管理等、失敗例、グループディスカッ

ション 

１２ ビジョナリーカンパニー：成功する会社の秘訣、グループディスカッション 

１３ 
スタートアップの要点：学生の質問からポイントを抽出し解説 

SWOT分析、5-Forces Analysis、sustainability ＋ Innovationなど 

１４ ベンチャーファイナンス: 起業・ベンチャー運営に必要なお金にまつわる内容・Q&A 

１５ 
総括：Passion、Vision、Missionレポート、起業家としての要素およびそれを活かす方法 

ディスカッションなど 

４．成績評価の方法 

最終評価はパッション・ビジョン・ミッション レポートの個別提出（60％）による。 

グループワークショップへの参加度やディスカッションへの参加も考慮に入れる(40％)。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

個人による事前資料の理解。グループワークでの準備が毎回 1-3時間ほど要求される。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

プリントを適宜配布します 

 

参考文献： 

『ビジョナリー・カンパニー―時代を超える生存の原則』 

ジム・コリンズ（著）、山岡洋一（訳）、日経 BP、1995 年 

『［新版］競争戦略論Ⅰ』（単行本 2018/7/19） 

マイケル E．ポーター（著）、竹内弘高（訳）、ダイヤモンド社、1999年 

『マーケティング視点の DX』 

江端浩人（著）、日経 BP、2020 年 

７．備考 

Passion、Mission、Visionレポートの提出が必須となりますのでご留意いただきたい。 

 

この科目は「大学等における修学の支援に関する法律」において本学が申請した実務経験のある教員による

授業科目です。 

８．昨年度からの振り返り 

この教科は学生の皆様に知識を与えるながらも、学生の皆様にグループで考えていただくことを中心に考え

ております。是非、グループの課題を皆様できちんと時間を作って議論されてください。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 イノベーションプロジェクトⅢ 
授業 

形態 
演習 

授業コード IP3125 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 
◎志村 一隆、久米 信行、乘浜 誠二、松村 太郎、川上 慎市郎、坪倉 大輔、得上 竜一、 

髙橋 直秀 

１．授業概要 

3～5 人のグループ単位で事業計画の策定を行い事業の立ち上げを目指す、一連の中核プログラムの一部で

ある。イノベーションプロジェクトⅢでは、デザイン思考・リーンスタートアップの技法を用いて解決する

課題に国連の「持続可能な開発目標」（SDGs）とも関連するものをテーマとし、またその解決策を持続的に実

現させ規模的に拡大するための事業戦略まで落とし込む。そのため、課題の調査分析やアイデアの構想だけ

でなく、経営戦略のフレームワークを活用した事業計画作成と、グループメンバーを「経営チーム」と見立

てた場合の組織の長期ビジョン開発も行う。最終プレゼンの場には学外から投資家も招いて、評価を受ける。 

２．授業の目的・到達目標 

・異なる価値観、性格のメンバーと協働しながら、他者にも協力を促せる強度のある長期ビジョンをまとめ

られるようになる 

・デザイン思考によるプロダクト／サービス開発と事業戦略開発とを連動させながら、事業化のための仮説

検証サイクルを回せるようになる 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 科目の全体像と流れの説明、グループ編成、チームビルディング 

２ 顧客観察と課題の分析・特定（１） 

３ 顧客観察と課題の分析・特定（２） 

４ 課題の解決策のアイデア創出 

５ アイデアのプロトタイピング 

６ プロトタイプのフィールドテスト 

７ ビジネスモデルへの落とし込み・収益シミュレーション 

８ プロトタイプのブラッシュアップとテスト 

９ スケールのための事業戦略立案（１） 

１０ スケールのための事業戦略立案（２） 

１１ 経営理念と長期ビジョンの開発 

１２ ストーリーの構想とプレゼンテーション練習 

１３ 中間プレゼン発表とフィードバック 

１４ プレゼンテーションの再構成 

１５ 最終プレゼン発表とフィードバック 



４．成績評価の方法 

・12回目までの各回のグループでの成果物提出とその内容：各回 4％、計 48％ 

・グループ内メンバーのグループワークにおけるリーダーシップの相互評価：各回 2％、計 30％ 

・中間および最終プレゼン発表におけるパフォーマンス：各 11％、計 22％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

・予習：事前に、それぞれの回で必要となる知識やフレームワークについて教科書の指定範囲を読み込み、

解説動画を視聴しておく（約 1時間） 

・復習：次回講義までにその成果物をグループ単位でまとめ、発表できるようにしてくる（約 2～3時間） 

・課題：各回ともグループワーク課題が課され、それに取り組んで成果を発表する。もしくは、前回課され

た課題の成果を発表したうえで、その見直しに取り組む 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

各回ごとに必要な資料を適宜配布する。 

 

参考文献： 

『リーンブランディング―リーンスタートアップによるブランド構築（THE LEAN SERIES）』 

ローラ・ブッシェ（著）、堤孝志（監）、飯野将人（監）、エリック・リース（編）、児島修（訳）、 

オライリージャパン、2016年 

『ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか』 

ピーター・ティール（著）、ブレイク・マスターズ（著）、瀧本哲史（その他）、関美和（訳）、NHK出版、 

2014年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は、チームビルディングとプレゼンテーションのスキル向上に時間を割いた。 

今年度も、昨年度同様、チームビルディング、プレゼンテーションスキルの向上、並びにグローバル市場を

含めた視野の広さを培っていく。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 ビジネスフィールドリサーチⅠ 
授業 

形態 
実習 

授業コード FR1122 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎久米 信行、乘浜 誠二、松村 太郎、川上 慎市郎、各務 茂雄、徳本 昌大 

１．授業概要 

実際の企業が直面している課題の分析とその解決策の立案実習を通じて、実務における経営学の応用力を体

得する。 

具体的には、前半の回で国内外の企業のケースを用いて「ケースを解き、クラスで議論する」というケース

スタディの基本的な学習方法とその学習目的を理解・習得する。そのうえで、本学が連携する企業から提示

された事例に基づき、グループでその事例に対し、調査（企業訪問、現場観察、2 次情報収集、インタビュ

ー等）、仮説形成、分析し、課題解決策をまとめ、企業の担当者にプレゼンテーションするための資料作成、

パフォーマンス等準備を行う。実際の企業担当者から講評を得る。 

経営戦略や財務会計を中心としたケースを主に扱い、1年次前期に履修した「マネジメント（経営学基礎）」

を実際の企業の経営に当てはめて検討した場合の経営判断における示唆を得、またそれを実際の企業の担当

者に評価されることを目指す。 

２．授業の目的・到達目標 

・プロジェクトベースドラーニング（課題解決型学習）という学習方法を正しく理解し、スピーディーに問

いと検証を回せるようになる 

・企業の戦略について、定性、定量の両方の側面から分析を深め、実現可能な施策を導ける 

・戦略や財務などの分析ツールを正しく使いこなし、その適用条件や限界についても理解する 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 本コースの全体像と学習の進め方のオリエンテーション 

２ 問題解決（１）問題（イシュー）を発見する／問題の箇所（where）とロジックツリー 

３ 問題解決（２）問題の原因分析（why） 

４ 問題解決（３）因果構造図 

５ 問題解決（４）問題の解決方法（how） 

６ 問題解決（５）期限・目標・C/P 

７ 論理思考（１）説得力の論理構造（PS） 

８ 論理思考（２）演繹法と帰納法 

９ 論理思考（３）主張と根拠の三角形 

１０ 論理思考（４）PSの構築 

１１ フレームワーク思考（１）マトリクス（四象限法） 

１２ フレームワーク思考（１）マトリクス（四象限法） 

１３ フレームワーク思考（２）プロセス 

１４ フレームワーク思考（２）プロセス 



１５ フレームワーク思考（３）要素 

１６ フレームワーク思考（３）要素 

１７ デジタル時代の経営戦略（１）産業構造とサプライチェーン 

１８ デジタル時代の経営戦略（２）産業構造：レイヤーと利益配分 

１９ デジタル時代の経営戦略（３）ビジネスモデル 

２０ デジタル時代の経営戦略（４）マルチサイドプラットフォーム（１） 

２１ デジタル時代の経営戦略（５）マルチサイドプラットフォーム（２） 

２２ デジタル時代の経営戦略（６）成長戦略と評価軸 

２３ デジタル時代の経営戦略（７）競争戦略と優位性（１） 

２４ デジタル時代の経営戦略（８）競争戦略と優位性（２） 

２５ デジタル時代の経営戦略（９）DX（デジタル・トランスフォーメーション） 

２６ デジタル時代の経営戦略（１０）B2B領域における DX 

２７ リアルケース（１）データベース等を用いた二次情報の収集 

２８ リアルケース（２）フレームワークの選択 

２９ リアルケース（３）解釈と考察 

３０ リアルケース（４）企業活動の総合的な理解 

４．成績評価の方法 

・クラス内での議論への貢献（発言）：各回 2％、計 60％ 

・ケース回（12回）の課題提出とその内容：各回 2％、計 26％ 

・リアルケース分析のレポート：14％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

・予習：ケーススタディの予習のための調べ学習（約 1時間） 

・復習：ケースセッションの振り返り（約 30分） 

・課題：指示に基づいたケースの分析とプレゼンの準備 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

『経営戦略言論』 

琴坂将広（著）、東洋経済新報社、2018年 

『コンサルを超える 問題解決と価値創造の全技法』 

名和高司（著）、東洋経済新報社、2018年 

『イノベーションの DNA 破壊的イノベータの 5つのスキル（Harvard Business School Press）』 

クレイトン・クリステンセン（著）、ジェフリー・ダイアー（著）、ハル・グレガーセン（著）、 

櫻井祐子（訳）、翔泳社、2012年 

『問題解決 あらゆる課題を突破するビジネスパーソン必須の仕事術』 

高田貴久（著）、岩澤智之（著）、英治出版、2014年 

『ロジカル・プレゼンテーション 自分の考えを効果的に伝える戦略コンサルタントの「提案の技術」』 

高田貴久（著）、英治出版、2004年 

『改訂 3版 グロービス MBA マネジメント・ブック』 

グロービス経営大学院（著）、ダイヤモンド社、2008年 



７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

・昨年度は BFRの前後期でケーススタディとリアルケース分析とを分けて実施したが、この 2つをより連続

的・一体的に実施できれば良かったという意見があったため、前期の中にリアルケース分析を一部導入す

ることにした。 

・昨年度は問題解決と論理思考をそれぞれ前後期の冒頭に実施したが、これらを最初に学べれば良かったと

いう意見があったため、前期の冒頭に集約して実施することにした。 

・昨年度、ケーススタディの事前予習課題が多い（読む分量が多く大変）という意見があったため、特に前

期の範囲については数ページのショートケースの本数を増やし、予習の負担が軽減されるように配慮し

た。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 イノベーションプロジェクトⅣ 
授業 

形態 
演習 

授業コード IP4125 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 
◎志村 一隆、久米 信行、乘浜 誠二、松村 太郎、川上 慎市郎、坪倉 大輔、得上 竜一、 

髙橋 直秀 

１．授業概要 

3～5 人のグループ単位で事業計画の策定を行い事業の立ち上げを目指す、一連の中核プログラムの一部で

ある。 

イノベーションプロジェクトⅣでは、Ⅰ～Ⅲまでに身につけたデザイン思考やリーンスタートアップの技法

を踏まえながら、墨田区内の実際の企業と協働し、その企業の抱えるユニークな技術や強みを生かしたイノ

ベーションの創出に取り組む。 

Ⅰ～Ⅲまでの顧客ニーズを起点としたプロジェクトと異なり、技術シーズを起点としたイノベーションを創

出するためには、その技術の意味合いを深く理解し、そこから発想を飛躍させてプロダクトやサービスを構

想しながら、逆算してそれを解決策として求める社会的な課題の探索を行う必要がある。企業の経営者や技

術担当者も巻き込みチームビルディングを行いながら、技術分析のフレームワークを用いて技術を要素分解

し、デザイン思考の仮説検証サイクルを超高速で回すことを目指す。 

２．授業の目的・到達目標 

・企業の競争力の源泉であり、イノベーションのシーズともなる技術の意味を深く理解し、それを顧客ニー

ズと結びつける発想の飛躍をデザイン思考の手法を用いて生み出せるようになる 

・これまでの学びを生かし、イノベーションのアイデアを実現可能な事業計画にまで落とし込んで、企業の

担当者にその意図や価値が明確に伝わるようにプレゼンできるようになる 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 科目の全体像と流れの説明、グループ編成、チームビルディング 

２ 技術シーズの分析（１）技術の意味合いを理解する 

３ 技術シーズの分析（２）技術の要素から発想を飛躍させる 

４ 顧客課題仮説の立案と検証（１） 

５ 顧客課題仮説の立案と検証（２） 

６ 技術を用いたプロダクト／サービスのプロトタイピング 

７ プロトタイプのフィールドテスト 

８ プロトタイプのブラッシュアップと再テスト 

９ ビジネスモデルへの落とし込み・収益シミュレーション 

１０ スケールのための事業戦略立案（１）トラクションの獲得 

１１ スケールのための事業戦略立案（２） 

１２ ストーリーの構想とプレゼンテーション練習 

１３ 中間プレゼン発表とフィードバック 



１４ プレゼンテーションの再構成 

１５ 最終プレゼン発表とフィードバック 

４．成績評価の方法 

・12回目までの各回のグループでの成果物提出とその内容：各回 4％、計 48％ 

・グループ内メンバーのグループワークにおけるリーダーシップの相互評価：各回 2％、計 30％ 

・中間および最終プレゼン発表におけるパフォーマンス：各 11％、計 22％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

・予習：事前に、それぞれの回で必要となる知識やフレームワークについて教科書の指定範囲を読み込み、

解説動画を視聴しておく（約 1時間） 

・復習：次回講義までにその成果物をグループ単位でまとめ、発表できるようにしてくる（約 2～3時間） 

・課題：各回ともグループワーク課題が課され、それに取り組んで成果を発表する。もしくは、前回課され

た課題の成果を発表したうえで、その見直しに取り組む 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

各回ごとに必要な資料を配布する。 

 

参考文献： 

『トラクション スタートアップが顧客をつかむ 19のチャネル』 

ガブリエル・ワインバーグ（著）、ジャスティン・メアーズ（著）、和田祐一郎（訳）、オライリージャパン、 

2015年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

新たなビジネストレンド、海外市場など学生の知見を広げるゲスト、トピック紹介をさらに盛り込んでいく。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 ビジネスフィールドリサーチⅡ 
授業 

形態 
実習 

授業コード FR2122 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎久米 信行、乘浜 誠二、松村 太郎、川上 慎市郎、各務 茂雄、徳本 昌大 

１．授業概要 

本講座ではビジネスフィールドリサーチ Iの後半と同様、本学が連携する企業から提示された事例に基づい

て、課題解決を提案するプロセスを実習する。 

経営戦略や財務会計に加え、オペレーションや HRM、組織行動、法務など、実際の企業経営者やマネージャ

ーが経営において日々直面する身近な課題を含むテーマを主に扱い、あわせてこれらの領域の理論やフレー

ムワークについても適宜復習を行う。実際の企業の事例に基づく分析・解決を目指し、担当者にプレゼンし

て評価されることを目指す。 

２．授業の目的・到達目標 

・ケーススタディの学習について、周囲の意見も受け止めながら、より広くバランスの取れた視野から分析

を行えるようになる。 

・企業の組織や構成員の行動とその制約などについて、相手の気持ちに立って考え、企業をより良くするた

めの効果的な施策を講じることができるようになる。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 本コースの全体像と学習の進め方のオリエンテーション 

２ 財務会計（１）財務三表とそれを用いた意思決定 

３ 財務会計（２）財務指標から経営を読み解く 

４ 財務会計（３）財務指標から企業を比較する 

５ 財務会計（４）マーケティング戦略と会計の関連 

６ 財務会計（５）価格戦略と意思決定 

７ 管理会計（１）管理会計とは 

８ 管理会計（２）マネジメントシステム 

９ 管理会計（３）マネジメントシステムと組織行動 

１０ 管理会計（４）インセンティブとビジネス倫理 

１１ サービスマネジメント（１）製造業のサービス化 

１２ サービスマネジメント（２）デジタルによる顧客体験価値 

１３ サービスマネジメント（３）サービス・プロフィット・チェーン 

１４ サービスマネジメント（４）従業員マネジメント 

１５ サービスマネジメント（５）規制と顧客価値 



１６ サービスマネジメント（６）グローバル化の戦略と非市場経済 

１７ リーダーシップ（１）デジタル変革による組織・ビジネスへのインパクト 

１８ リーダーシップ（２）変革におけるリーダーシップ 

１９ リーダーシップ（３）起業におけるリーダーシップ（１） 

２０ リーダーシップ（４）起業におけるリーダーシップ（２） 

２１ リアルケーススタディ（１）調査対象企業の選定 

２２ リアルケーススタディ（２）事例の二次情報収集と整理 

２３ リアルケーススタディ（３）情報の分析・解釈 

２４ リアルケーススタディ（４）分析の深耕と仮説立案 

２５ リアルケーススタディ（５）一次情報の収集・分析 

２６ リアルケーススタディ（６）一次情報の収集・分析 

２７ リアルケーススタディ（７）示唆の獲得と課題解決策オプションの抽出 

２８ リアルケーススタディ（８）示唆の獲得と課題解決策オプションの抽出 

２９ リアルケーススタディ（９）プレゼンテーションと講評 

３０ リアルケーススタディ（１０）プレゼンテーションと講評 

４．成績評価の方法 

・（1～20回目）クラス内での議論への貢献（発言）：各回 2％、計 40％ 

・（1～20回目）事前課題等の提出物とその内容：各回 1％、計 20％ 

・（21～30回目）グループ活動での貢献（相互評価）：各回 2％、計 20％ 

・リアルケースの分析プレゼンテーションとその内容：20％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

・予習：リアルケーススタディの予習（約１時間） 

・復習：リアルケーススタディやグループ学習の振り返り（約 1時間） 

・課題：指示に基づいたケーススタディの分析 

 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

都度必要な資料を配布する 

 

参考文献： 

『経営戦略言論』 

琴坂将広（著）、東洋経済新報社、2018年 

『コンサルを超える 問題解決と価値創造の全技法』 

名和高司（著）、東洋経済新報社、2018年 

『イノベーションの DNA 破壊的イノベータの 5つのスキル（Harvard Business School Press）』 

クレイトン・クリステンセン（著）、ジェフリー・ダイアー（著）、ハル・グレガーセン（著）、 

櫻井祐子（訳）、翔泳社、2012年 

『HIGH OUTPUT MANAGEMENT―人を育て、成果を最大にするマネジメント』 

アンドリュー・S・グローブ（著）、ベン・ホロウィッツ（その他）、小林 薫（訳）、日経 BP、2017年 



７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

・昨年度は BFRの前後期でケーススタディとリアルケース分析とを分けて実施したが、この 2つをより連続

的・一体的に実施できれば良かったという意見があったため、前後期とも、ケーススタディとリアルケー

ス分析を両方行うことにした。 

・昨年度は財務・管理会計領域について理解の追いつかない学生が多かったため、財務会計に関する演習回

を増やし、企業分析の際に財務面からの分析をより着実に取り組めるように配慮した。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
通期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 イノベーションプロジェクトⅤ 
授業 

形態 
演習 

授業コード IP5125 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 
◎志村 一隆、久米 信行、乘浜 誠二、松村 太郎、川上 慎市郎、得上 竜一、田中 大士、 

加藤 里香、斎藤 祐士 

１．授業概要 

3～5 人のグループ単位で事業計画の策定を行い事業の立ち上げを目指す、一連の中核プログラムの一部で

ある。 

イノベーションプロジェクトⅤでは通年プログラムとし、1～2 年次のプログラムの中で得た気づきを元に

して、学生自身が起業や新規事業開発などのイノベーション企画を考案し、自発的にチームを編成して取り

組む。教員は各グループの企画案について適切な目標を設定するようにアドバイスし、またそのプロセスに

おいて課題発見やプロダクト開発、学外の専門家や連携企業などパートナーの紹介、事業化に向けた資金調

達などに関し、必要に応じてメンタリングを行う。 

２．授業の目的・到達目標 

・自らの強みや弱みを踏まえて最適なチームメンバーを募り、グループを組成できる 

・グループで社会課題の解決につながるイノベーションの企画を立案し、開発・検討を進められる 

・適切なマイルストーンを設定しながらチームを率いて、設定した企画の目標を達成する 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 科目の全体像と流れの説明、グループ編成、チームビルディング 

２ 企画立案と目標・ワークロードの設定、フィードバック 

３ 各グループからの進捗報告とフィードバック（１） 

４ 各グループからの進捗報告とフィードバック（２） 

５ 各グループからの進捗報告とフィードバック（３） 

６ 各グループからの進捗報告とフィードバック（４） 

７ 各グループからの進捗報告とフィードバック（５） 

８ 中間プレゼン発表とフィードバック 

９ 各グループからの進捗報告とフィードバック（６） 

１０ 各グループからの進捗報告とフィードバック（７） 

１１ 各グループからの進捗報告とフィードバック（８） 

１２ 各グループからの進捗報告とフィードバック（９） 

１３ 各グループからの進捗報告とフィードバック（１０） 

１４ 各グループからの進捗報告とフィードバック（１１） 

１５ 最終プレゼン発表とフィードバック 



４．成績評価の方法 

・2～7回目と 9～14回目の各回のグループでの成果物提出とその内容：各回 4％、計 48％ 

・グループ内メンバーのグループワークにおけるリーダーシップの相互評価：各回 2％、計 30％ 

・中間および最終プレゼン発表におけるパフォーマンス：各 11％、計 22％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

・予習：各グループで設定したマイルストーンに向けてイノベーション企画に取り組み、進捗結果をまとめ

て報告できるようにする（約 2～3時間） 

・課題：グループの進捗結果を発表し、受けたフィードバックをもとに適宜見直しを行いながら企画の実現

に取り組む 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

必要に応じ適宜配布 

 

参考文献： 

『STARTUP（スタートアップ）：アイデアから利益を生みだす組織マネジメント』 

ダイアナ・キャンダー（著）、牧野洋（訳）、新潮社、2017年 

『Yコンビネーター シリコンバレー最強のスタートアップ養成スクール』 

ランダル・ストロス（著）、滑川海彦（訳）、高橋信夫（訳）、TechCrunch Japan 翻訳チーム（訳）、日経 BP、 

2013年 

『スタートアップ・バイブル シリコンバレー流・ベンチャー企業のつくりかた』 

アニス・ウッザマン（著）、講談社、2013年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 インターンシップⅠ 
授業 

形態 
実習 

授業コード IN1124 単位数 12単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎富澤 豊、山内 正人、久米 信行、佐藤 紀行、加藤 直人 

１．授業概要 

インターンシップⅠでは、企業活動の場での課題発見、解決を通して、主にシステム開発を行うために必要

とされる専門的知識及び技術の統合を図り、イノベーション人材として具備すべき知識及び技能を修得させ

る。具体的には、インターンシップ先で担う業務の意義や役割を理解したうえで、システム開発の作業の一

工程を担う。担当する業務についての計画を立てるとともに、実際の状況に応じながら、指導者のフィード

バックのもと、業務の完了を目指す。一連の実務を通じ、システム開発の実務の理解、必要なスキルや能力

を養う。 

２．授業の目的・到達目標 

・与えられた業務がどのような意義を持つのかを理解し、効率的・効果的な方法で業務を完了することを目

標として作業を進めることができる。 

・課題解決や目標の達成に向けた計画を立て、実際の状況に応じた計画修正の必要に自ら気づき、指導者の

承認を受けて修正・変更しながら最後まで実行できる。 

・チームメンバーとしてシステム開発の作業の一工程として、示された設計書の通りに実装することができ

る。 

３．授業計画 

回数 内  容 

３日 

事前指導 

１日目 

（3時限分） 

１．臨地実務実習の意義確認（目的、内容、カリキュラム・マップの中での位置づけ、

自身の科目履修の中での位置づけ、キャリアの中での位置づけ） 

２．社会人マナー①基本（挨拶、服装、電話、メール、他） 

３．社会人マナー②実践（報連相、会議での作法、実習日誌の書き方、他） 

事前指導 

２日目 

（3時限分） 

１．受入先企業の実習計画理解①（全体内容、各工程の意義、自分のスキルとのすり合

わせ、他） 

２．受入先企業の実習計画理解②（受入先企業からの事前課題、他） 

３．受入先企業の実習計画理解③（受入先企業からの事前課題、他） 

事前指導 

３日目 

（4時限分） 

１．実習事前学習①（受入先企業からの事前課題、他） 

２．実習事前学習②（受入先企業からの事前課題、他） 

３．実習事前学習③（受入先企業実習計画の予行、テストケースによる練習、他） 

４．実習事前学習④（受入先企業実習計画の予行、テストケースによる練習、他） 

４０日 

インターンシップ実践（6月～8月末のうち 8週、週 5日） 

初日 

オリエンテーション 

企業の沿革、組織説明、就業規則、実習・研修の体制などの説明と、研修内容について

のオリエンテーションを実施する。また、自分自身の将来の目標について実習先指導

者とすり合わせる。 



４０日 

１週目 

①実習生自らが業務の流れを見聞きし、理解した上で、実習先企業の取り扱う製品や

サービス、ビジネスの企画、開発、生産などの付随した業務内容を補助するための計

画を行い実習期間中の各自の目標設定を行い、実習指導者のフィードバックを得る。 

②システム開発者の仕事の様子（プロジェクト型業務）を見学する。 

③システム開発を行う上での責任範囲、役割を理解し、手順に沿ってシステム開発を

行うことの重要性を聴く。 

～３週目 

①システム開発チームメンバーとして開発作業の補助業務を行う。 

②実習期間 2 週間を振り返り、補助業務内容の反省および、必要とされる知識、技術

の不足部分、問題点と、実習日誌の実習指導者からのフィードバックを基に自己分

析を行う。また、実習先から与えられたテーマを課題として、企画立案、計画準備な

ど、課題毎に取り組む。 

～５週目 

①システム開発の作業の一工程を、示された設計書の通りに実装する課題に取り組む。 

②実習先から与えられた各自の課題に対しての進捗状況を適宜、実習指導者のチェッ

クを受け、企画、計画など内容に修正がないか確認を行いながら業務を遂行する。週

末までに、修正内容の改善計画を確認し、実習指導者のアドバイスを受け、次のステ

ップに移行する。 

～７週目 

①引き続き、与えられた課題を基に業務を遂行する。適宜、実習指導者のチェックを受

け、企画、計画など内容に修正がないか確認を行う。週末までに、修正内容の改善計

画を確認し、実習指導者のアドバイスを受け、最終プレゼンテーションに備えてブ

ラッシュアップを行う。 

～８週目 

①完成した成果物についてのプレゼンテーションならびに実習目標に伴う報告を行

う。 

②実習先企業に協力を得て、できる限り多くのスタッフから評価を得ることを目指す。

その評価を基に、得られた改善点について実習日誌にまとめ、成果物とともに実習

指導者に提出し報告を行う。 

５日 

事後指導 

１日目 

（2時限分） 

１．実習成果の確認①（報告資料作成の準備、他） 

２．実習成果の確認②（報告資料作成の準備、他） 

事後指導 

２日目 

（2時限分） 

１．報告資料作成①（実習成果の確認、他） 

２．報告資料作成②（報告資料作成、他） 

事後指導 

３日目 

（2時限分） 

１．報告資料作成③（報告資料作成、他） 

２．報告資料作成④（報告資料作成、他） 

事後指導 

４日目 

（2時限分） 

１．報告資料作成⑤（報告資料作成、他） 

２．報告資料作成⑥（報告資料作成、他） 

事後指導 

５日目 

（2時限分） 

１．発表会① 

２．発表会② 

４．成績評価の方法 

事前課題（10％）、インターンシップ中の評価（60％）、事後課題（実習日誌、インターンシップ報告書、報

告会でのプレゼンテーション等）（30％）で総合評価する。 

 

 



５．準備学修（予習・復習、課題等） 

インターンシップ先の企業研究、レポート作成等 

図書館などでシステム開発・保守等に関連する文献を調べ、視野を広げること。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

配布資料による。 

 

参考文献： 

なし 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 インターンシップⅡ 
授業 

形態 
実習 

授業コード IN2124 単位数 12単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎富澤 豊、山内 正人、久米 信行、佐藤 紀行、加藤 直人 

１．授業概要 

インターンシップⅡでは、インターンシップⅠを踏まえ、実践活動の場において、情報通信技術を活用した

課題発見、解決を行い、主にビジネスの観点からマーケティングや企画提案・実装するために必要とされる

専門的知識及び技術の統合を図り、企画や起業につながる知識や技能を修得させる。 

具体的には、指示された業務について、アンケートやインタビューなどの調査・分析を通じ、これまで習得

した知識や技能を実践する。また、与えられた業務を推進するための調整や提案を行う。一連の業務を通じ

実際の企業活動の中での実務の理解、必要なスキルや能力を養う。 

２．授業の目的・到達目標 

・自分のやるべき業務を的確に判断し、効率的な方法を考え、率先して創意工夫をしながら取り組むことが

できる。 

・異なる考え方の人たちと意見を交わして調整し、互いに納得できる結論を導き、状況に応じて自分の役割

を適切に変えながら協力して業務を遂行することができる。 

・企業や事業を取り巻く状況について調査統計、アンケートやインタビューといった情報を適切に収集・分

析し、それらを分かりやすく整理し、ビジネス上の的確な示唆を提示できる。 

・情報通信技術も活用し、事業の課題を解決する方策と実行計画、それによって生じるデメリットとその対

処策などもあわせてプレゼンし、指導者の納得と助言を得ることができる。 

３．授業計画 

回数 内  容 

５日 

事前指導 

１日目 

（2時限分） 

１．臨地実務実習の意義確認（目的、内容、カリキュラム・マップの中での位置づけ、

自身の科目履修の中での位置づけ、キャリアの中での位置づけ） 

２．社会人マナー①基本（挨拶、服装、電話、メール、他） 

事前指導 

２日目 

（2時限分） 

１．社会人マナー②実践（報連相、会議での作法、実習日誌の書き方、他） 

２．受入先企業の実習計画理解①（全体内容、各工程の意義、自分のスキルとのすり合

わせ、他） 

事前指導 

３日目 

（2時限分） 

１．受入先企業の実習計画理解②（受入先企業からの事前課題、他） 

２．受入先企業の実習計画理解③（受入先企業からの事前課題、他） 

事前指導 

４日目 

（2時限分） 

１．実習事前学習①（受入先企業からの事前課題、他） 

２．実習事前学習②（受入先企業からの事前課題、他） 

事前指導 

５日目 

（2時限分） 

１．実習事前学習③（受入先企業実習計画の予行、テストケースによる練習、他） 

２．実習事前学習④（受入先企業実習計画の予行、テストケースによる練習、他） 



４０日 

インターンシップ実践（10月～11月末のうち 8週、週 5日） 

初日 

オリエンテーション 

①必要に応じ、企業の沿革、組織説明、就業規則、実習・研修の体制などの説明と、研

修内容についてのオリエンテーションを実施する。また、自分自身の将来の目標に

ついて実習先指導者とすり合わせる。 

②インターンシップⅠで発見した自分自身の課題等について実習先指導者とすり合わ

せる。 

１週目 

①実習生自らが業務の流れを見聞きし、理解した上で、実習先企業の取り扱う製品や

サービス、ビジネスの企画、開発、生産などの付随した業務内容を補助するための計

画を行い実習期間中の各自の目標設定を行い、実習指導者のフィードバックを得る。 

②実習先で行われる実際の会議やミーティングに参加させてもらう。 

③マーケティング業務経験者や企画職経験者の仕事の様子（プロジェクト型業務）を

見学する。 

～３週目 

①営業、マーケティング業務、企画業務の補助業務を行う。 

②実習期間 2 週間を振り返り、補助業務内容の反省および、必要とされる知識、技術

の不足部分、問題点と、実習日誌の実習指導者からのフィードバックを基に自己分

析を行う。また、実習先から与えられたテーマを課題として、企画立案、計画準備な

ど、課題毎に取り組む。 

～５週目 

①企業や事業を取り巻く状況について調査統計、アンケートやインタビューといった

情報を適切に収集・分析し、それらを分かりやすく整理する課題に取り組む。 

②実習先から与えられた各自の課題に対しての進捗状況を適宜、実習指導者のチェッ

クを受け、企画、計画など内容に修正がないか確認を行いながら業務を遂行する。週

末までに、修正内容の改善計画を確認し、実習指導者のアドバイスを受け、次のステ

ップに移行する。 

～７週目 

①前回の課題、インターンシップⅠを踏まえ、情報通信技術も活用し、事業の課題を解

決する方策と実行計画、それによって生じるデメリットとその対処策などもあわせ

てプレゼンテーションする課題に取り組む。 

②課題に対し、実習指導者のチェックを受け、企画、計画など内容に修正がないか確認

を行う。週末までに、修正内容の改善計画を確認し、実習指導者のアドバイスを受

け、最終プレゼンテーションに備えてブラッシュアップを行う。 

～８週目 

①完成した成果物についてのプレゼンテーションならびに実習目標に伴う報告を行

う。 

②実習先企業に協力を得て、できる限り多くのスタッフから評価を得ることを目指す。

その評価を基に、得られた改善点について実習日誌にまとめ、成果物とともに実習

指導者に提出し報告を行う。 

３日 

事後指導 

１日目 

（3時限分） 

１．実習成果の確認①（報告資料作成の準備、他） 

２．実習成果の確認②（報告資料作成の準備、他） 

３．報告資料作成①（実習成果の確認、他） 

事後指導 

２日目 

（3時限分） 

１．報告資料作成②（報告資料作成、他） 

２．報告資料作成③（報告資料作成、他） 

３．報告資料作成④（報告資料作成、他） 

事後指導 

３日目 

（4時限分） 

１．報告資料作成⑤（報告資料作成、他） 

２．報告資料作成⑥（報告資料作成、他） 

３．発表会① 

４．発表会② 



４．成績評価の方法 

事前課題（10％）、インターンシップ中の評価（60％）、事後課題（実習日誌、インターンシップ報告書、報

告会でのプレゼンテーション等）（30％）で総合評価する。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

インターンシップ先の企業研究、レポート作成等 

図書館などでシステム開発・保守等に関連する文献を調べ、視野を広げること。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

配布資料による。 

 

参考文献： 

なし 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 コンピュータとソフトウェア基礎 
授業 

形態 
講義 

授業コード CSW131 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 堀田 耕一郎 

１．授業概要 

コンピュータがどのような仕組みで動作するのか、基本的な考え方について利用シーンを意識しながら学

ぶ。まず、コンピュータシステムの利用シーンの変遷について学ぶ。次に、伝統的なコンピュータを題材に、

ハードウェア、ソフトウェアの両面から動作の仕組みを学ぶ。これには、コンピュータの命令構成、データ

表現、メモリと計算の仕組みを含む。さらに、ネットワーク化されたコンピュータの活用事例とそれに伴う

問題点の事例を通じて、コンピュータシステムの将来像を考える基礎とする。最後に実際の製品ソフトウェ

ア開発の手順を照会することで、ここまでに学んだ内容を実務と関連付ける。 

２．授業の目的・到達目標 

コンピュータがどのように機能しているのか、その動作原理と各機能の利用方法について、ソフトウェアの

動作を通じて理解する。これにより、コンピューティングリテラシーを身に着ける。 

 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 情報技術の利用シーン：「情報」の活用と表現 

２ コンピュータシステムの構成要素、デジタルとアナログ 

３ ユーザーインターフェース、10進数、2進数、16進数 

４ ブール代数と論理回路、2の補数 

５ 2進数の表現、CPUの基本動作（コンピュータの命令） 

６ CPUの基本動作（メモリとレジスタ） 

７ コンピュータのソフトウェア（１）：基本的なソフトウェアの種類 

８ コンピュータのソフトウェア（２）：アプリケーションプログラム 

９ コンピュータネットワーク（１）：ネットワークの仕組み 

１０ コンピュータネットワーク（２）：World Wide Web 

１１ コンピュータの応用分野（１）：大規模計算 

１２ コンピュータの応用分野（２）：音楽や動画の配信、電話とネットワーク 

１３ ICT社会での問題点、コンピュータのトラブル、コンピュータのセキュリティ問題 

１４ 商用ソフトウェア開発の実態（１）：ソフトウェアの設計 

１５ 商用ソフトウェア開発の実態（２）：ソフトウェアの評価 



４．成績評価の方法 

小テストを含む課題の提出状況とその内容の評価、および講義への貢献度（質問等）：50％ 

講義中に行う小テストの得点：25％ 

期末の成果物とその評価：25％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

講義毎に復習中心の簡単な課題を提示するので、次の講義までに回答を用意すること。その内容を、次の講

義内での議論のきっかけとする。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

必要な資料を適宜配布する 

 

参考文献： 

『基本を学ぶコンピュータ概論（改訂 2版）』 

安井浩之（著）、木村誠聡（著）、辻裕之（著）、オーム社、2019年 

『教養としてのコンピューターサイエンス講義』 

ブライアン・カーニハン（著）、日経 BP、2020年 

『数学ガールの秘密ノート／ビットとバイナリー』 

結城浩（著）、SBクリエイティブ、2019年 

『コンピュータはなぜ動くのか～知っておきたいハードウエア＆ソフトウエアの基礎知識～』 

矢沢久雄（著）、日経 BP、2003 年 

『プログラムはなぜ動くのか 第 2版 知っておきたいプログラムの基礎知識』 

矢沢久雄（著）、日経 BP、2007 年 

その他、講義中に随時紹介する。 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

講義をきちんと聞き、課題に取り組んでいれば理解できるようにしています。覚えるのではなく考えてくだ

さい。 

お互いに話しやすい環境にしたいと思っております。くだらないと思うことでも、ぜひ質問してください。

ほとんどの場合、講義への貢献になります。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 プログラミングⅠ 
授業 

形態 
実習 

授業コード PG1131 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎寺脇 由紀、毛 鳳雨、多賀 祥平 

１．授業概要 

ICT 技術を用いて、プロダクトやサービスにイノベーションを起こすためには、コンピュータに問題解決の

手順を教えるための言葉であるプログラム言語の習得は必要不可欠である。本講義では、近年幅広く使われ

ている Java を対象にして、オブジェクト指向プログラミングの理論をもとに、プログラミング言語により

ソフトウェアをどのように作成するのかという基本と、問題を解決するためのアルゴリズムの概念と実装の

基礎について理解する。具体的には変数の表示・計算、条件分岐、制御構造、配列、クラスなどを学習しな

がら、これらを用いた簡単なプログラムを記述できることを目標とする。プログラミングの基礎的な考え方

を学ぶとともに、最終的には、簡単なプログラムを自分で書けるようになることで、ICT の技術を活用しサ

ービスやビジネスをイノベーションするための基礎的なスキルを身に付ける。 

２．授業の目的・到達目標 

Java を使って、自ら考えプログラムが作成できるようになる。また、Java を通して、コンピュータの本質

的な側面および、ソフトウェアをつくる技術であるプログラミングを理解する。 

Javaを習得し、オブジェクト指向プログラミングの基礎概念である、カプセル化、インヘリタンス（継承）、

ポリモーフィズム等を理解し、問題に応じた適切なアルゴリズムを選択できるようになる。 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

プログラミングの基礎知識： 

本講義の進め⽅および、プログラミングの基礎知識を説明する。 

また講義で用いる学習管理システム（LMS：Learning Management System) google classroomの登

録・利用方法を学ぶ 

２ 

Java言語概要： 

Javaについて外観し、Javaアプリケーションと実行方法を知る。 

また実習環境 PeMT（Programming Environment for Mass Teaching）の利用方法を解説する。 

３ 
変数・画面への表示： 

変数、データ型について学び、簡単なプログラムを作成し実行する。 

４ 

書き方のルール： 

識別子、予約語、命名規約、コメントの書き方など望ましいプログラムの書き方および、コンパイ

ルエラーへの対処法を習得する。 

５ 

アルゴリズム、および、プログラムの制御構造： 

アルゴリズムとは何かを学び、3つの制御構造を説明できるようになる。また、領域図とフローチ

ャートを用いたアルゴリズムの表現方法を学ぶ。 

６ 

アルゴリズム演習（加算・交換）： 

加算・交換・判断、それぞれのアルゴリズムを理解し、演習を通してそれぞれのアルゴリズムをフ

ローチャートで表現する。また、作成したアルゴリズムをレビューする方法を学ぶ。 



７ 

アルゴリズム演習（判断）： 

判断のアルゴリズムを理解し、演習を通してそれぞれのアルゴリズムをフローチャートで表現す

る。 

８ 

アルゴリズム演習とレビュー（判断）： 

判断のアルゴリズムについて、複数の演習を通してそれぞれのアルゴリズムの表現とアルゴリズム

のトレースを習得する。 

９ 

アルゴリズム演習（反復）： 

反復のアルゴリズムを理解し、演習を通してそれぞれのアルゴリズムをフローチャートで表現す

る。 

１０ 

アルゴリズム演習とレビュー（反復）： 

反復のアルゴリズムを理解し、複数の演習を通してそれぞれのアルゴリズムの表現とアルゴリズム

のトレースを習得する。 

１１ 
データ構造： 

データ構造について概説する。また、代表的なデータ構造である配列の扱い方について学ぶ。 

１２ 

アルゴリズム演習とレビュー（配列）： 

配列を扱うアルゴリズムをフローチャートで表現し、アルゴリズムのトレースすることで、配列を

扱うアルゴリズムを習得する。 

１３ 

アルゴリズム総合（集計・探査）： 

集計の考え方を学び、フローチャートで表現しレビューをする。また、探査については、探査法の

種類について講義した後、逐次探査法・2分探査法の考え方を学び、領域図・フローチャートで表

現し、レビューをする。 

１４ 

アルゴリズム総合（整列）： 

整列法の種類について講義し、基本選択法、単純交換法を扱う（領域図・フローチャートでの表現・

レビューを行う）。 

１５ 

アルゴリズムとプログラム： 

順次構造など単純なアルゴリズムを用いて、フローチャートで表現したアルゴリズムをどのように

プログラミングすればよいかを学ぶ。 

１６ 

デバッグ： 

コンパイルエラー、例外、論理エラーについて学び、よくあるコンパイルエラーおよび例外につい

ての対処方法を学び、エラー対応を習得する。 

１７ 

プログラム演習（順次構造）： 

フローチャートに基づいて正確にプログラミングし、プログラムの品質を担保するための技法を習

得する。 

１８ 

プログラム演習（選択構造１）： 

関係演算子と論理演算子からなる条件式を用いて最も基本的な制御フロー文をフローチャートに

基づいて正確にプログラミングし、プログラムの品質を担保するための技法を習得する。 

１９ 

プログラム演習（選択構造２）： 

複数の実行経路をもつ制御フロー文をフローチャートに基づいて正確にプログラミングし、プログ

ラムの品質を担保するための技法を習得する。 

２０ 

プログラム演習（反復構造１）： 

繰り返し文をフローチャートに基づいて正確にプログラミングし、プログラムの品質を担保するた

めの技法を習得する。 

２１ 

プログラム演習（反復構造２）： 

無条件分岐文をフローチャートに基づいて正確にプログラミングし、プログラムの品質を担保する

ための技法を習得する。 



２２ 

プログラム演習（配列の走査）： 

フローチャートに基づいて正確にプログラミングし、配列の走査について習得する。プログラムの

品質を担保するための技法を習得する。 

２３ 

プログラム演習（制御構造をつかいこなす１）： 

単純集計、数値の偶数のみを集計するなど、複数の演習を扱いフローチャートに基づいて正確にプ

ログラミングする技法を習得する。 

２４ 

プログラム演習（制御構造をつかいこなす２）： 

配列に格納されたデータを集計（合計・平均）を行う、上位者のみを表示するなど、配列に格納さ

れたデータに関して、複数の演習を扱いフローチャートに基づいて正確にプログラミングする技法

を習得する。 

２５ 

プログラム演習（制御構造をつかいこなす３）： 

アルゴリズム探査を扱う。フローチャートに基づいて正確にプログラミングし、プログラムの品質

を担保するための技法を習得する。 

２６ 

プログラム演習（制御構造をつかいこなす４）： 

アルゴリズム整列を扱う。フローチャートに基づいて正確にプログラミングし、プログラムの品質

を担保するための技法を習得する。 

２７ 
プログラム演習（総合解説）： 

プログラム演習の総合解説を行う。 

２８ 

オブジェクト指向プログラミング概要： 

オブジェクト・クラス、また、オブジェクト指向の三大要素である継承・カプセル化・ポリモーフ

ィズムに関する講義を行い、オブジェクト指向の基本概念を学ぶ。 

２９ 

オブジェクト指向プログラミング： 

完成した Java 言語によるプログラムのクラスをつかってみることにより、オブジェクトに対する

理解を深める。 

３０ 
総括： 

本講義にて学んだ内容を総括し、総合解説を行う。 

４．成績評価の方法 

授業への取り組み態度・授業への貢献（40％）、授業内外に行う課題や小テストなどの学習成果物の提出状

況と出来栄え（60％）で評価する。 

 

 

 

 

 

 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

プログラミングの知識や経験は不要。しかし、コンピュータの扱いと、キーボードでの文字入力に慣れてい

ることは必須となる。キーボードでの文字入力については、１分間に 150文字以上のタッチタイピングがで

きることが目安となる。先述の目安に満たないキーボードでの入力に不慣れな人は、タイピングソフトでの

練習を事前に行っておくこと。 

プログラミングを身につけるためには訓練を経ることが必須である。毎回配布する教材の復習および、例題

や演習を繰り返しプログラミングしてみるなど、毎回の授業につき、30分から 60 分の自宅学習が必要であ

る。 

なお、授業中に行う例題や課題を完成できなかった場合は、毎回配布する教材を自身で見直して、次回授業

日までに完成させておくこと． 



６．教科書／参考文献 

教科書： 

教員の作成する教材で進める。  

 

参考文献： 

『Effective Java 第 3版』 

Joshua Bloch（著）、柴田芳樹（訳）、丸善出版、2018 年 

『JIS情報処理用流れ図・プログラム網図・システム資源図』（JIS X 0121-1986） 

７．備考 

本講義では、プログラム学習環境として PeMTというシステムを使います。 

PeMTの使用料金は大学が負担します。 

８．昨年度からの振り返り 

学生同士の交流によって学ぶ形式について好評をいただきました。 

プログラミングの習得のためには、正しい知識を得て、その知識に基づいてプログラミング言語で表現する

ということが重要です。 

本講義では、講義によって知識と技術を得ていただく必要があります。この際、学生同士の交流による学習

を取り入れていきますので、能動的に学習に臨んでいただき、自身の知識を確認したり、定着したりしてい

ただきたいと思います。 

このような学びのためには、個々の学生が講義を傾聴し、講義内容を復習し課題を消化することが不可欠で

す。 

したがって、講義内容を聞き逃さないという姿勢で授業に臨むこと、講義の復習や課題を必ず提出すること

を徹底してください。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 データ構造と処理法 
授業 

形態 
演習 

授業コード ADS134 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 片桐 雅二 

１．授業概要 

プログラムを作成する上で基本となるデータ構造と処理の基本的な流れ（アルゴリズム）について学習する。

内容を解説するとともに、学修する項目毎に課題を設定し、実習形式で実際にデータ処理を行いながら学修

する。選択するデータ構造と処理方法によって、同じ結果を得るための所要時間等が異なることを体験的に

修得する。 

はじめに、文字列照合アルゴリズムおよび整列アルゴリズムを具体例として取り上げ、同一のタスクであっ

てもアルゴリズムによって性能等に違いが生じる事を実習により確認し、アルゴリズムの重要性を学ぶ。そ

の後、基本的なデータ構造（キュー、スタック、木構造など）およびその操作方法（挿入、削除など）につ

いて説明し、その特性を実習により確認する。さらにはネットワーク制御など実際の課題でも用いられる最

短経路問題および最小全域木問題を取り上げ、それらに対するアルゴリズムについて学ぶ。 

２．授業の目的・到達目標 

基本的なデータ構造に対して、その基礎的な操作方法（挿入、削除、探索、整列など）とともにその特性を

理解し、説明できるようになる。 

所望の課題に応じた適切なデータ構造および処理方法を検討する際に、必要に応じて自らより深く調べる手

がかりとして、得た知識を課題解決に活用できるようになる。 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
アルゴリズムとは 

コース概要、授業の進め方、イントロダクション 

２ 
文字列照合アルゴリズム（１） 

文字列の走査とは、素朴な方法、KMP法 

３ 
文字列照合アルゴリズム（２） 

BM法、手法による性能差を考える 

４ 
整列アルゴリズム（１） 

整列問題（ソート）とは、バブルソート、選択ソート、挿入ソート 

５ 
整列アルゴリズム（２） 

クイックソート、マージソート、基数ソート 

６ 
整列アルゴリズム（３） 

整列アルゴリズムに関する演習を行い理解を深めるとともに応用する力を身につける 

７ 
基本データ構造とその操作（１） 

データ構造の重要性、配列、線形リスト、ハッシュテーブル、キュー、スタック 

８ 
基本データ構造とその操作（２） 

二分探索木、平衡木、ヒープ、素集合データ構造 



９ 
基本データ構造とその操作（３） 

演習を行い基本データ構造に関する理解を深めるとともに応用する力を身につける 

１０ 
最短経路アルゴリズム（１） 

最短経路問題とは、グラフ構造とその表現方法 

１１ 
最短経路アルゴリズム（２） 

ダイクストラ法、ベルマン−フォード法 

１２ 
最短経路アルゴリズム（３） 

演習を行い最短経路アルゴリズムに関する理解を深めるとともに応用する力を身につける 

１３ 
最小全域木アルゴリズム（１） 

最小全域木問題とは 

１４ 
最小全域木アルゴリズム（２） 

最良優先探索法、クラスカル法、プリム法 

１５ 
最小全域木アルゴリズム（３） 

演習を行い最小全域木アルゴリズムに関する理解を深めるとともに応用する力を身につける 

４．成績評価の方法 

単元ごとの課題レポートの内容（15％×5 単元＝75％）、定期試験の結果（15％）、受講態度等（10％）によ

り評価する。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

特に復習によって自分なりに頭を整理して理解を深め内容を消化することが大切なので、教科書を活用する

こと（30-60分／回） 

単元ごとにレポート課題を設定する（60-120分×5回） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

『アルゴリズムとデータ構造』 

藤田聡（著）、数理工学社、2013年 

 

参考文献： 

『図解でかんたんアルゴリズム 情報処理のかなめとなる考え方が手に取るようにわかる！』 

杉浦賢（著）、SBクリエイティブ、2012年 

７．備考 

この科目は「大学等における修学の支援に関する法律」において本学が申請した実務経験のある教員による

授業科目です。 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度からの改善点：1 つ目の単元である「文字列照合アルゴリズム」について、より丁寧な説明を行うこ

とで、分野に不慣れな履修者の学修をよりスムーズなものとする。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 オペレーティングシステム入門 
授業 

形態 
演習 

授業コード OPS132 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 佐藤 紀行 

１．授業概要 

情報システムの形成に必要なオペレーティングシステムの役割、基本的概念および実現方式を理解する。 

実際に PCを利用し、CUIでの操作を修得する。基本的な概念を説明した後、実機演習を通じて操作を学ぶ。

具体的にはコマンドを用いた操作、OS操作や管理、簡単なプログラムを用いたプロセスの自動化などを演習

形式で行う。オペレーティングシステムの技術や知識の習得を通じて、コンピュータシステムの動作原理に

対する理解を深める。 

２．授業の目的・到達目標 

OS の構成要素とそれぞれの役割について説明できるようになる。 

コマンドラインによる OSの操作、スクリプトによるテストの編集、OSの操作を行えるようになる。 

OS のユーザー管理、ソフトウェアインストール、資源管理など基本的な管理・設定を行えるようになる。 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
PCの準備と基本操作 

Windowsあるいは macOSでコマンドラインインターフェースに触れる 

２ 
コマンドによるファイル、ディレクトリの操作（１）ディレクトリ、ファイルの作成 

Windows、あるいは macOSでのファイル操作を理解する 

３ 

ネットワークの管理 

SSHによる安全なネットワーク利用のため秘密鍵を生成し、実際に演習用の Linuxをリモートから

コマンドラインインターフェースでログインする 

４ 

コマンドによるファイル、ディレクトリの操作（２）ディレクトリ、ファイルの管理 

SCPを用いたリモートの Linuxのファイル送受を理解する。 

Linuxのコマンドラインでのファイル操作を理解する。 

５ 
ユーザー管理と権限管理 ユーザーの追加と権限の管理 

パーミッションの概念を理解し、実際にファイル、ディレクトリを操作する 

６ 
OSによるプログラム実行の管理 プロセスの表示、一時停止、停止 

OSの”リソース”の概念を理解し、OSが行う”抽象化”に触れる 

７ 
オペレーティングシステムの機能と構成要素 

リソース、抽象化の概念の理解を深化する 

８ 
スクリプトによる操作の基礎（１）テキストデータの高度な編集（grep、パイプ） 

コマンドラインで grepやパイプを用い、テキスト処理を行えることを理解する 

９ テキストエディタの利用 

１０ スクリプトによる操作の基礎（１）シェルスクリプト 



１１ 
スクリプトによる操作の基礎（２）その他のスクリプト言語（ruby） 

rubyを用いた簡単なスクリプトを作成する 

１２ 

ソフトウェアのインストールと設定 

SL コマンドを例にとり、make、CC などを用いてソースコードからプログラムが作成できることを

理解する 

１３ 
ログ管理 OSおよびソフトウェアのログの参照方法と管理 

ウェブサーバのログを例にとり、OSの運用の初歩を理解する 

１４ 
その他の OSの基本操作 

ウェブサーバで CGIを実行することを例にとり、関連する一連の操作を行う 

１５ 

仮想環境の構成 

仮想環境として CGI環境を例にとり、実際に CGIを実行する 

OS仮想化についても触れる 

４．成績評価の方法 

各回の課題の提出状況と、その内容を評価する。（70％） 

加えて、授業中への参加度・貢献度（質問、発言など）を評価する。（30％） 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

各回ごとに課題を提示する。課題の内容には予習も含まれる。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献： 

なし 

７．備考 

あなたが将来経営する会社、運用するチームはほぼ間違いなく IT、インターネットをつかいます。 

そしてそのインターネットで Linuxは重要な位置を占める OSです。 

経営者、リーダーは雇うべきエンジニアを Linuxの知識がないままに正しく評価できるでしょうか？ 

この講義では OSとして Linuxを例に使い方中心に学びます。 

エンジニアでなくとも、エンジニアなしでビジネスの成功はありません。 

まずは知るところ、経験するところから始めましょう！ 

８．昨年度からの振り返り 

放棄される方はおおむね課題が提出できないことがきっかけになっています。 

課題は必ず講義中に着手してください。 

課題は作業自体に時間がかかるものが多くあります。 

課題を進める途中で疑問が湧いてくる性格をもつのはコンピュータの特徴の一つです。 

オフィスアワーや、講義後の時間で積極的に声をかけてください。課題が提出できるまでお付き合いします。 

前回までの内容をもとに次回の講義が進みます。提出物の評価の比重が決定的に重くなっています。 

欠席には事情もあろうかと思いますが、オフィスアワーや、講義後の時間で積極的に声をかけ、欠席の遅れ

を取り返してください。 

スマホしか使ったこともない人がいる中、文字だけのコンピュータ操作はめんくらった学生も多かったと思

います。書画カメラで実際のキーボード操作を見せるなど、Windows、Mac両方で操作を見せられるよう準備

を進めます。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 プログラミングⅡ 
授業 

形態 
実習 

授業コード PG2131 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎寺脇 由紀、毛 鳳雨、多賀 祥平 

１．授業概要 

本講義では、プログラミングⅠに引き続き Java の特徴的機能である、ネットワーク、マルチスレッドなど

を利用する技法を理解する。さらに、 開発するソフトウェアシステムの要求仕様書に基づいて、統合開発

環境を活用してソフトウェアアーキテクチャの設計とプログラム開発、統合テストを実施する。プログラム

やテストに関する仕様の文書化も行う。システム開発の基礎となるプログラミングのさらなる活用を学び、

簡単なシステムを構築できるようになることで、ICT の技術を活用しサービスやビジネスをイノベーション

するための基礎的なスキルを身に着ける。 

２．授業の目的・到達目標 

統合開発環境の利用方法を習得し、複雑なソフトウェアの開発技法を学ぶ。 

構築実習を通じて、ソフトウェアシステムの構築過程を経験し、必要な文書とその役割を理解する。 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
オブジェクト指向プログラミング の基本： 

オブジェクト指向のオブジェクトとクラスを理解する。 

２ 

UMLと Java概論： 

オブジェクト指向プログラミング において特に重要度の高いクラス図とシーケンス図について理

解する。 

３ 
クラスとメソッド： 

クラス定義，オブジェクトの生成を学習し、演習を行う。 

４ 

カプセル化と情報隠蔽： 

カプセル化および、情報隠蔽の意義を説明する。さらに、アクセッサ・メソッドを理解し、使える

ようになる。 

５ 

カプセル化と情報隠蔽（演習）： 

クラス定義、オブジェクト生成などについて、クラス図とシーケンス図に基づいたプログラミング 

演習を行う。 

６ 
コンストラクタ： 

コンストラクタについて学ぶ、コンストラクタの定義と利用について理解する。 

７ 
コンストラクタのオーバーロード・メソッドのオーバーロード（１）： 

コンストラクタのオーバーロードおよび、メソッドのオーバーロードについて学ぶ。 

８ 
コンストラクタのオーバーロード・メソッドのオーバーロード（２）： 

オブジェクト生成時の初期化、同じ名前のメソッドの定義等について演習を行う。 

９ 
修飾子・static変数・staticメソッド： 

static変数とインスタンス変数の違いを学び、演習を行う。 



１０ 
継承（１）： 

オブジェクト抽象化のためのメカニズムである継承について学ぶ。 

１１ 
継承（２）： 

継承の適切な使用について理解し、演習を行う。 

１２ 
継承（３）： 

抽象クラス・抽象メソッドについて学び、演習を行う。 

１３ 
インタフェース： 

メソッドの使い方の統一について学ぶ。 

１４ 
抽象クラスとインタフェース： 

抽象クラスとインタフェースの違いについて理解し、演習を行う。 

１５ 
クラス同士の関係（１）： 

関連・集約について理解する。 

１６ 
クラス同士の関係（２）： 

関連・集約についてクラス図とシーケンス図に基づいたプログラミング演習を行う。 

１７ 
多態性（１）： 

多態性の意義について理解する。 

１８ 
多態性（２）： 

多態性の活用例について学び、演習を行う。 

１９ 
例外処理（１）： 

提供されている例外クラスについて学ぶ。 

２０ 
例外処理（２）： 

ユーザー定義例外について学ぶ。また例外処理の演習を行う。 

２１ 
パッケージ： 

クラスの整理整頓について学び、演習を行う。 

２２ 
Javaの基本動作に関するクラス（１）： 

Objectクラス、Stringクラスなど、Javaの基本動作に関するクラスについて理解する。 

２３ 
Javaの基本動作に関するクラス（２）： 

Objectクラス、Stringクラスなど、JavaAPIの代表的なクラスを活用して演習を行う。 

２４ 
コレクションフレームワーク（１）： 

さらに、コレクションフレームワークについて理解する。 

２５ 
コレクションフレームワーク（２）： 

コレクションフレームワークの実装クラスによる演習を行う。 

２６ 
Javaと UMLの対応（１）： 

クラス図と Javaとの対応を学び、UMLに基づきプログラムを作成する。 

２７ 
Javaと UMLの対応（２）： 

シーケンス図と Java との対応を学び、UMLに基づきプログラムを作成する。 

２８ 
総合演習（１）： 

これまでに習得した技法、またはマルチスレッドの利用する技法について紹介し、演習を行う。 

２９ 
総合演習（２）： 

これまでに習得した技法、またはマルチスレッドの利用する技法について紹介し、演習を行う。 

３０ 
総括： 

学んだ内容を総括し、総合解説を行う。 



４．成績評価の方法 

授業への取り組み態度・授業への貢献（40％）、授業内外に行う課題や小テストなどの学習成果物の提出状

況と出来映え（60％）で評価する。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

毎回配布する教材の復習および、例題や演習を繰り返しプログラミングしてみるなど、毎回の授業につき、

30～60分程度の授業外学習が必要である。 

もし、授業中に行う例題や課題を完成できず、遅れてしまった場合は、自分で教材を見直して、次の授業日

の前日までに完成させておくこと。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

教員の作成する教材で進める。 

 

参考文献： 

『Effective Java 第 3版』 

Joshua Bloch（著）、柴田芳樹（訳）、丸善出版、2018 年 

７．備考 

本講義では、プログラム学習環境として PeMTというシステムを使います。 

PeMTの使用料金は大学が負担します。 

８．昨年度からの振り返り 

教員と一緒にプログラミングをする Hands on形式に好評をいただきました。 

講義する知識や技術を実践する例題に基づいた Hands on を、積極的に取り入れて進めていきたいと思いま

す。 

みなさんは、Hands onの時間に教員のプログラムを写すだけにならないように、講義で得た知識との関連を

意識しながらプログラムを書くということを心がけてください。 

つまり、講義で説明する知識と技術をしっかりと消化していただき、知識に基づいてプログラミングしてみ

るということが重要となります。 

知識が欠けてしまうと、教員の入力した文字を真似して入力しているだけとなります。講義内容を聞き逃さ

ないという姿勢で授業に臨むこと、講義で説明した技術や知識を復習し確実に自分の中に積み上げていくと

いうことを徹底してください。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 ネットワーク技術 
授業 

形態 
講義 

授業コード NWT133 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎Adrian David Cheok、山内 正人 

１．授業概要 

現在多くのシステムがインターネットに繋がり、コンピュータネットワークは社会システムの基盤として動

作している。本講義ではその根幹となる情報通信技術の基礎についてコンピュータネットワークの歴史や成

り立ち、発展の経緯から通信をする上で重要となる標準化とその方法、階層化と各階層におけるプロトコル、

LAN の基礎、ネットワークサービス、ネットワークセキュリティの基礎、最新技術動向など幅広く解説し、

インターネットがどのように構成され、動作するかを理解する。また現在インターネットで広く使用されて

いる IPv4のみならず、今後広く使われていくと考えられる IPv6についても解説し、社会に出ても役立つネ

ットワーク技術について体系的に解説する。 

２．授業の目的・到達目標 

通信における階層化及び各層で構成される各種プロトコル等について理解し、説明できることを目的とす

る。通信における階層化の概念を理解し説明できる、各層で構成される各種プロトコル等について理解し説

明できる、ネットワークに関する最新動向を把握し説明できることを目標とする。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ ネットワークの基礎（１）（コンピュータネットワークの成り立ちや目的、構成について学ぶ） 

２ ネットワークの基礎（２）（通信メディアを作成し、その規格や仕組みを理解する） 

３ 
TCP/IPの基礎（各階層におけるプロトコルが果たす役割について理解することで TCP/IPでどのよ

うに通信が行われているかについて学ぶ） 

４ データリンク（１）（データリンクの役割及び技術、イーサネット等について学ぶ） 

５ データリンク（２）（MACアドレスやその役割等について学ぶ） 

６ IPプロトコル（１）（IPの基礎及び IPアドレスの基礎について学ぶ） 

７ IPプロトコル（２）（IPアドレス及びサブネットマスクについて学ぶ） 

８ IPプロトコル（３）（経路制御について学ぶ） 

９ IPプロトコル（４）（IPヘッダのヘッダチェックサムについて学ぶ） 

１０ IPプロトコル（５）（IPv6について学ぶ） 

１１ IPプロトコル（６）（DNSや DHCPなど IPに関連する技術について学ぶ） 

１２ TCPと UDP（１）（トランスポート層の役割及びポート番号、TCPなどについて学ぶ） 

１３ TCPと UDP（２）（UDP、NAT/NAPTなどについて学ぶ） 

１４ 
アプリケーションプロトコル（E-mail や WWW などで使用されるアプリケーションプロトコルにつ

いて学ぶ） 



１５ まとめ（総まとめ及び最新のネットワーク技術の動向について学ぶ） 

４．成績評価の方法 

最終レポート（30％）と、課題への取り組み（70％）で評価する。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

授業における資料や教材を用いて予習・復習を行う。 

また演習課題については授業外の時間も活用し課題を完了させること。 

（あわせて各回 30～60分程度） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献： 

『マスタリング TCP/IP 入門編 第 5 版』 

竹下隆史（著）、村松公保（著）、荒井透（著）、苅田幸雄（著）、オーム社、2012年 

『コンピュータネットワーク 第 5版』 

アンドリュー・S・タネンバウム（著）、デイビッド・J・ウエザロ（著）、日経 BP、2013年 

『プロフェッショナル IPv6』 

小川晃通（著）、ラムダノート、2018年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

教材の更新 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 オペレーティングシステム演習 
授業 

形態 
演習 

授業コード POS132 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 鎌谷 修 

１．授業概要 

情報通信技術を活用した新たなサービスの開発、実現にあたっては、コンピュータのハードウェア構成やソ

フトウェア制御などコンピュータに関する様々な知識が必要となる。この科目ではコンピュータの仕組みや

考え方、動作原理への理解に基づき、その内部構成についてさらに理解を深めるとともに、オペレーティン

グシステム（以下、OS）の主な役割とその代表的な機能について学ぶ。OSの原理や仕組み、基本機能をより

深く理解するために演習形式で学びを深める。あわせて、今日的な話題である OS の仮想化や IoT など有用

なシステム開発や設計に関連する知識やスキルについても身に付け、情報通信技術を活用したシステム開発

への応用につなげる。 

なお、本授業は「オペレーティングシステム入門」で単純な OS操作を学んだうえで、ICTを活用したシステ

ム開発への応用につなげることを目的に設定されていることから、連続性をもって履修することを推奨す

る。 

２．授業の目的・到達目標 

・コンピュータの内部構成や動作について理解できる。 

・OSの主な役割や機能とその設定について理解し、運用できる。 

・ユーザとハードウェア、ソフトウェアとハードウェアの関係性の中で OS が果たす役割を理解し、サービ

ス開発に生かすことができる。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
ソフトウェアの概要と種類 

（オペレーティングシステムの役割、ミドルウェア、応用ソフトウェアなど） 

２ 
プロセッサの概要と種類 

（基本的な特徴と要素、プロセッサの基本構造、動作原理と性能、高速化技術） 

３ 
OSのインタフェース 

（ユーザインタフェースとプログラミングインタフェース） 

４ 
OSの構成と基本機能 

（シェルとカーネル、制御プログラム、CPUによる命令語の実行、コンパイラなど） 

５ 
プロセス管理とスケジューリング 

（ジョブ、プロセス、スレッドの考え方とスケジューリングなど） 

６ 
プロセス管理における同期と排他制御 

（プロセスの同期と排他制御、デッドロック、プロセス間通信制御、など） 

７ 
メモリ管理機能 

（メモリ管理の概要、メモリ領域管理、仮想メモリ（ページング、アドレス変換など）） 

８ 
ファイル管理 

（ファイル名と属性、ディレクトリ、ファイルシステムの管理） 



９ 
入出力装置と制御 

（入出力装置と制御方式） 

１０ 
OSのセキュリティ 

（アクセス制御、セキュリティモデル、暗号化、認証、認可など） 

１１ 
仮想化技術（１） 

（仮想化技術の概要、ホスト型、実行環境の構築と動作確認） 

１２ 
仮想化技術（２） 

（ハイパーバイザ型、コンテナ型、実行環境の構築と動作確認） 

１３ 
ネットワークの制御 

（通信インタフェース、プロトコル、クライアント・サーバ方式） 

１４ 
組み込み機器用ソフトウェアと IoT 

（組み込み機器用ソフトウェアの種類とその特徴、IoTサービスの動向） 

１５ 
まとめ 

（OSの性能と運用管理、OS のシステム性能に関する要素、運用管理の基本） 

４．成績評価の方法 

各テーマごとに設定される課題の提出状況とその内容：100％ 

・課題への説明が論理的に行われているか。 

・講義内容を反映した内容となっているか。 

・自身の考え、新たな視点を盛り込んだ内容となっているか。 

・参考文献のリストをつけているか。 

 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

予習（標準学習時間：1時間） 

・Webサイト等を閲覧し、基本的な用語・概念について理解をしたうえで授業に臨むこと。 

復習（標準学習時間：1時間） 

・各授業で示した参考文献、Web サイト、演習課題等について振り返り、着実に理解した上で次回の授業に

つなげる。 

 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

『IT Text オペレーティングシステム 改訂 2版』 

野口健一郎（著）、オーム社、2018年 

『MODERN OPERATING SYSTEMS 4th Edition（第 4版）』 

Andrew S．Tanenbaum（著）、ピアソンエデュケーション、2014年 

 

参考文献： 

適宜、参考となる文献や Web サイト等を指示する。 

『オペレーティングシステムの仕組み』 

河野健二（著）、朝倉書店、2019年 

『組込みエンジニアの教科書』 

渡辺登（著）、牧野進二（著）、C&R研究所、2020 

『IoTの基本・仕組み・重要事項が全部わかる教科書』 

八子知礼（著）、杉山恒司（著）、竹之下航洋（著）、松浦真弓（著）、土本寛子（著）、SBクリエイティブ、 

2017年 

 



７．備考 

上記教科書購入については、初回講義の際に担当教員より説明する。 

 

この科目は「大学等における修学の支援に関する法律」において本学が申請した実務経験のある教員による

授業科目です。 

８．昨年度からの振り返り 

講義の位置づけについて、初回講義にてご説明します。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 コンピュータアーキテクチャ 
授業 

形態 
講義 

授業コード CAT131 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 堀田 耕一郎 

１．授業概要 

コンピュータハードウェアのコンポーネントの構造と振る舞い、およびプログラムが動作するために、コン

ポーネントがどのように相互作用するかを学ぶ。システムの安定動作、プログラムの正確な動作を担保する

ための方式に重点を置く。また、主要コンポーネントである CPU内の命令セットアーキテクチャについて、

汎用コンピュータの事例を学んだ後、スーパーコンピュータがどのように高速実行を行うかについて深く検

討する。ソフトウェアの動作と関連させながら学ぶことによって、プログラムを高速化させる方法を理解す

ることができる。 

２．授業の目的・到達目標 

コンピュータがどのように機能しているのか、各機能の動作原理と複数の機能の連携について理解する。コ

ンピュータアーキテクチャを評価できるレベルを目指す。 

 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ デジタル表現と計算回路 

２ ALUとレジスタ 

３ 主記憶装置 

４ コンピュータ命令の動作 

５ 命令の表現形式と命令セット 

６ アドレッシング，サブルーチンの実現 

７ 命令パイプライン（１） 

８ 命令パイプライン（２） 

９ 命令パイプライン（３） 

１０ 記憶階層（１）：主記憶装置とキャッシュ 

１１ 記憶階層（２）：仮想記憶 

１２ 命令レベル並列処理（１） 

１３ 命令レベル並列処理（２） 

１４ 入出力と周辺装置 

１５ 例外処理 



４．成績評価の方法 

小テストを含む課題の提出状況とその内容の評価および講義への貢献度（質問、発言など）：40％ 

講義中に行う小テストの得点：30％ 

期末の成果物とその評価：30％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

前期講義「コンピュータとソフトウェア基礎」を復習しておくこと。 

講義の切れ目で復習中心の簡単な課題を提示するので、次の講義までに回答を用意すること。その内容を、

次の講義内での議論のきっかけとする。 

参考文献に挙げた 

『コンピュータアーキテクチャ（電子情報通信レクチャーシリーズ）』坂井修一（著）、電子情報通信学会（編）、

コロナ社、2014年 

に沿って講義を進める。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

必要な資料を適宜配布する。 

 

参考文献： 

『コンピュータアーキテクチャ（電子情報通信レクチャーシリーズ）』 

坂井修一（著）、電子情報通信学会（編）、コロナ社、2014年 

『コンピュータの構成と設計 第 5版』 

ジョン・L．ヘネシー（著）、デイビッド・A．パターソン（著）、成田光彰（訳）、日経 BP、2014年 

『コンピュータアーキテクチャ技術入門 高速化の追求×消費電力の壁』 

Hisa Ando（著）、技術評論社、2014年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

前期のコンピュータとソフトウェア基礎の理解を前提として進める。 

講義資料は事前に UNIPAにアップロードするので確認して臨むこと。 

また、終了後、講義ビデオを公開するので復習に活用してほしい。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 ソフトウェア設計・構築 
授業 

形態 
演習 

授業コード SDD131 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎桐谷 恵介、白井 貴子 

１．授業概要 

実用的なソフトウェア・システムやソフトウェア製品を開発するために必要となる開発プロセスや開発技術

（分析、設計、検証）に関する基礎知識と実践的なプロジェクトマネジメント手法を学ぶ。また、ソフトウ

ェア設計の代表的なモデリング手法である UML（Unified Modeling Language）を演習形式で理解する。これ

らの学習を通じ、ソフトウェアの設計や構築の基本的な技能と知識を習得するとともに、自らがソフトウェ

アやそれを使用するサービスを設計する際に協同者に対し、仕様や要件を適切に依頼できるようになること

を目指す。 

２．授業の目的・到達目標 

１．ソフトウェアの開発及びマネジメントのプロセスを理解し、活用することができる。 

２．ソフトウェアの分析、設計手法を理解し、実際の開発に応用することができる。 

３．ソフトウェアの特徴を理解し、様々な問題に対して適切に判断し、行動することができる。 

４．ソフトウェアの代表的な設計手法である UMLの概要を理解する。 

５．ソフトウェア開発を取り巻く社会環境や今後の動向について説明することができる。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

ガイダンス 

授業ガイダンス（シラバス記載事項の確認。実習環境の確認、グループ構成など）。 

ITシステムの現状、失敗事例などの例示。 

２ 

ソフトウエア開発プロセス 

ソフトウェアのライフサイクルにおけるプロセスモデルを概観し、プロセス改善の意義と狙いにつ

いて。 

３ 

ソフトウェア設計手法とプロジェクトマネジメント 

代表的な設計手法を取り上げ、比較検討する。さらにプロジェクトマネジメントに必要なプロセス

を概観し、プロジェクトの立上げから終結まで、どのような流れでプロジェクトが進むのかについ

て。 

４ 

ソフトウェアテストとソフトウエア品質 

ソフトウェア開発におけるテストの位置付け、テストの種類、テスト技法について。ソフトウェア

の品質の全体像を理解し、要求される品質を満たすための活動について。 

５ 
オブジェクト指向技術 

再利用性、保守性に着目して、オブジェクト指向技術を理解する。 

６ 
UML（Unified Modeling Language）概説１ 

オブジェクト指向技術において、よく使用される代表的なダイアグラムの書き方について。 

７ 
UML（Unified Modeling Language）概説２ 

オブジェクト指向技術において、よく使用される代表的なダイアグラムの書き方について。 



８ 
UML（Unified Modeling Language）概説３ 

オブジェクト指向技術において、よく使用される代表的なダイアグラムの書き方について。 

９ 

グループ演習１ 

分析・設計モデリング与えられたシステムを 3 つの視点（機能、構造、振る舞い）で整理し、UML

の図を使って表現する。課題設定と要求分析。 

１０ 
グループ演習２ 

分析・設計モデリング前回の続き。ユースケース設定。 

１１ 
グループ演習３ 

分析・設計モデリング前回の続き。クラス図、アクティビティ図、ユースケース図の作成。 

１２ 
グループ演習４ 

分析・設計モデリング前回の続き。シーケンス図、オブジェクト図、その他 UML図の作成。 

１３ 
グループ演習５ 

分析・設計モデリング前回の続き。グループ内ディスカッション。 

１４ 

グループ演習６ 

演習レポート提出 

分析・設計モデリング（発表） 

分析モデリングの結果をグループ毎に発表し、全員で意見交換。 

１５ 授業まとめ 

４．成績評価の方法 

演習結果のレポート（40％）、演習発表内容（20％）、授業での参加姿勢（20％）、授業中ワーク結果（20％）

を考慮し判断する。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

継続した演習を行うことから次回に備えて復習をしておくこと（各回 30分～1時間程度）。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

なし 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

授業の進みが早いとの意見を受け、進め方を見直します。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 データベース 
授業 

形態 
演習 

授業コード DBM134 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 片桐 雅二 

１．授業概要 

ソフトウェアシステムを構築する上で欠かせないデータベース（DBMS、リレーショナル DB、オブジェクト

指向 DB、エンティティ、オブジェクト、データモデル、概念モデリング、正規化、SQL、情報検索）につい

て学習する。データベースに関する一通りの知識を講義により学ぶとともに、実習により基本的な操作およ

び設計を体験し知識を活用する実践力を体得する。 

前半では、データベースの基本について、仕組み・構成要素・基本的機能から、設計の仕方、トランザクシ

ョン処理・同時実行制御、障害復旧などを講義にて学ぶ。後半においては、SQL 問い合わせ、トランザクシ

ョン処理・同時実行制御、設計・正規化などについて実習を行う。その後、NoSQL などの最近のデータベー

スおよび将来に向けたデータベースの重要性について学ぶ。 

２．授業の目的・到達目標 

データベースの原理・考え方や基本構造について理解し、説明できるようになる。 

SQL を用いたデータベースの基本的な操作方法を習得し、使うことができるようになる。 

小規模な関係データベースを設計構築する基礎的な能力を体験的に獲得する。 

 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

データベースとは（１） 

コースのイントロダクション。データベースシステムとはどのようなものか、日頃利用している実

例などにより理解する。また歴史的な発展を知り、その位置付けについて学ぶ。 

２ 
データベースとは（２） 

データベースとは何かを理解するために、DBMS、データモデル、SQLなどの概要を学ぶ。 

３ 

SQL問い合わせ（１） 

SQL言語を用いてデータベースを操作する方法の基本（SELECT、FROM、*、AS、DISTINCT、WHERE）

について学び、簡単な SQL問い合わせの実行を体験する。 

４ 

SQL問い合わせ（２） 

SQL言語を用いてデータベースを操作する方法の基本（算術式、集約関数、GROUP BY、HAVING、ORDER 

BY ）について学び、簡単な SQL問い合わせの実行を体験する。 

リレーショナルデータモデルにおいてデータ操作を行うための基本となる関係代数（射影・選択・

和・差・共通）について、その概要と SQLにおける利用法を理解する。 

５ 

SQL問い合わせ（３） 

リレーショナルデータモデルにおいてデータ操作を行うための基本となる関係代数（結合・直積・

商）について、その概要と SQLにおける利用法を理解する。 

６ 
SQL問い合わせ（４） 

SQL言語を用いてデータベースを操作する実習を行う。 



７ 

データベースの基本要素 

データベースの構成要素と基本的機能を学ぶ。データの構造として、三層スキーマとは何かを理解

する。データの一貫性の維持や安全性（セキュリティ）の確保の必要性を理解し、それらを実現す

る仕組みの概要を学ぶ。 

８ 

データの一貫性（１） 

トランザクション処理とは何か、同時実行制御とは何かを理解する。それぞれを実現するために用

いられる基本的な仕組みついて概要を理解する。 

９ 
データの一貫性（２） 

トランザクション処理および同時実行制御について、その動作を確認する実習を行う。 

１０ 

障害対策 

実際のデータベースの運用において重要となる、障害対策の基本について学ぶ。想定される障害の

種類や、対策として用いられている代表的な方策について、その概要を理解する。 

１１ 

設計・正規化（１） 

データベースの設計とは、どのようなものかを学ぶ。概念スキーマの設計、および論理スキーマの

設計について概要を理解する。 

１２ 

設計・正規化（２） 

概念スキーマ設計として E-R図を用いた設計、論理スキーマ設計としてリレーションへの変換の実

習を行う。（机上演習） 

１３ 
設計・正規化（３） 

論理スキーマ設計として正規化の実習を行う。（机上演習） 

１４ 

データベース応用（１） 

NoSQLと呼ばれ近年注目を集めている新しいタイプのデータベースについて、その概要と特徴を理

解する。 

１５ 

データベース応用（２） 

様々な分野で用いられているデータベースについて特徴的なものを理解し、今後どのような応用の

発展が考えられるかをその重要性とともに学ぶ。 

４．成績評価の方法 

実習レポートの内容（15％×3）、問題演習の内容（15％×3）、受講態度等（10％）により評価する。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

講義については、特に復習によって自分なりに内容を消化することが大切である（30-60分／回）。 

項目毎に、演習問題または実習結果に基づいたレポート課題を設定する（60-120分×6回）。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

『データベース―基礎からネット社会での応用まで―』 

三木光範（著）、田中美里（著）、共立出版、2015年 

 

参考文献： 

『SQL第 2版ゼロからはじめるデータベース操作』 

ミック（著）、翔泳社、2016 年 

『基本がわかる SQL入門』 

西村めぐみ（著）、技術評論社、2020年 

『おうちで学べるデータベースのきほん』 

ミック（著）、木村明治（著）、翔泳社、2015年 

『SQLデータ分析・活用入門』 

西潤史郎（監）、山田祥寛（監）、ソシム、2019年 



７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度からの改善点：SQL問い合わせ（SQL言語）および設計・正規化（E-R図の作成／E-R図→表の変換／

表の正規化）について、説明＆実習の構成を見直すことで、分野に不慣れであってもスムーズな修得ができ

るように工夫する。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 モバイルサービス概論 
授業 

形態 
講義 

授業コード MSD135 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 磯 俊樹 

１．授業概要 

ICT とは、“Information Communications Technology”の略で、情報通信技術全般を指すものであり、人と

人だけなく、“人”と“モノ”をつなげる（コミュニケーションする）様々なサービスに関与している。本

講義では、社会生活で情報をやり取りする際に不可欠なツールとなった“ケータイ”に着目し、人とモノを

つなげているモバイルサービスを実現するために使われている ICTのコア技術を俯瞰する。そして、サービ

スシステムを実現するために、これらのコア技術がなぜ使われているのかを“アプリケーションの利用環境

条件”や“サービス提供上の制約条件”の観点から技術を考察することで、各技術の特性の違いを定性的に

理解する。 

２．授業の目的・到達目標 

人とモノをつなげる“現実世界から情報を獲得する”系サービス、人と人をつなげる“自らの状態を知る”

系サービス、クラウド上の“集合知利用系サービス”、さらには “モバイル端末の入出力インタフェース” 

に関する ICTの主な技術の特徴や用途が平易な表現で説明できることを目指す。そして、“ユーザの視点”、

“サービス提供者の視点”、“技術者の視点”をバランスよく持ってサービス企画立案できる“技術のソム

リエになること”を究極の目標とする。 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

「モバイルサービスの変遷」 

ケータイを中心に進歩してきたモバイルサービスの動向を、社会的な役割や行動心理学の観点で分

析する。 

２ 

「“外界から情報を獲得する系サービス”を実現する ICT（１）」 

ケータイ搭載カメラから情報が得られる二次元コード（QRコードや Visualtag）読取技術の概要を

学ぶ。 

３ 
「“外界から情報を獲得する系サービス”を実現する ICT（２）」 

景観画像から情報を獲得する特定画像認識の概要を学ぶ。 

４ 
「“外界から情報を獲得する系サービス”を実現する ICT（３）」 

モーションセンサとカメラを用いたモバイル XR技術の概要を学ぶ。 

５ 

「中間演習（１）」 

“外界から情報を獲得する系サービス”を実現する ICTの特徴を、サービス適用条件や制約条件等

の観点からまとめる。 

６ 
「“自分の状態を知る系サービス”を実現する ICT（１）」 

ケータイの携行方法にロバストなモーションセンサを用いた歩行状態認識の概要を学ぶ。 

７ 
「“自分の状態を知る系サービス”を実現する ICT（２）」 

把持センサを用いたケータイ利用中の個人認証の概要を学ぶ。 

８ 
「“自分の状態を知る系サービス”を実現する ICT（３）」 

生体情報センサを用いたヘルスケア技術の概要を学ぶ。 



９ 

「中間演習（２）」 

“自分の状態を知る系サービス”を実現する ICTの特徴を、サービス適用条件や制約条件等の観点

からまとめる。 

１０ 
「“集合知利用系サービス”を実現する ICT（１）」 

“モバイル空間統計サービス”の概要を学ぶ。 

１１ 
「“集合知利用系サービス”を実現する ICT（２）」 

ベイズ推定を利用したレコメンドシステム等の概要を学ぶ。 

１２ 
「“集合知利用系サービス”を実現する ICT（３）」 

”my daiz（マイデイズ）”のような質問応答系サービスの概要を学ぶ。 

１３ 

「中間演習（３）」 

“集合知利用系サービス”を実現する ICTの特徴を、サービス適用条件や制約条件等の観点からま

とめる。 

１４ 
「“モバイル端末の入出力インタフェース”で利用される ICT」 

ウエアラブルデバイス等の概要を学ぶ。 

１５ 
「将来あるべきモバイルサービスやケータイの姿」 

今後のモバイルサービスに求められるものや、それを実現するために必要な技術などを議論する。 

４．成績評価の方法 

定期試験：50％ 

中間演習（3回）：40％ 

レポート提出（適時）等の学習意欲：10％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

予習：各単元の実例をインターネットや文献等で 1つ以上調べてスライドにまとめる 

復習：各単元で学んだ内容についてインターネットや文献等で 2つ以上調べてスライドにまとめる。 

（各回 1時間程度） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

必要により、授業時にプリントを配布、または参考資料を適宜指⽰する。 

 

参考文献： 

『ディジタル画像処理』 

画像情報教育振興協会（著）、画像情報教育振興協会、2015年 

『臨床医学のためのウェーブレット解析』 

石川康宏（著）、医学出版、2000年 

『iPhoneのすごい中⾝』 

柏尾南壮（著）、⽇本実業出版社、2010年 

『ジャイロセンサ技術』 

多摩川精機株式会社（編集）、東京電機⼤学出版局、2011 年 

『わかりやすいＧＰＳ測量』 

小白井亮一（著）、オーム社、2010年 

『データ解析のための統計モデリング入門』 

久保拓弥（著）、岩波書店、2012年 

『統計数理は隠された未来をあらわにする―ベイジアンモデリングによる実世界イノベーション』 

樋口知之(著)、照井伸彦(著)、井元清哉(著)、北川源四郎(著)、石井信(著)、東京電機⼤学出版局、2007年 

『デジカメの画像処理』 

蚊野浩（監）、映像情報メディア学会（編）、オーム社、2011年 

『フリーソフトでつくる⾳声認識システム』 

上野俊行（著）、森北出版、2018年 



７．備考 

・本科目は、“技術系の専門科目”、すなわち、技術志向の学生向けの講義である。従って、微分積分や確

率統計に関する基礎知識（「数学基礎 A」ならびに「数学基礎 C」履修レベル）があることが望ましい。 

・進捗状況により授業内で扱う題材の難易度を変更する場合がある。 

・教員のオフィスアワー等を利用した個別対応による指導も可能である。 

８．昨年度からの振り返り 

講義の内容が“技術系の専門科目”であるので、モバイルサービスの実装上の課題に対する技術選定の根拠

が理解できるように解説する。また、スケジュール調整がつく範囲になるが、ゲストスピーカーの招聘を継

続していく。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 情報系数学応用 A 
授業 

形態 
講義 

授業コード MIA132 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 落合 慶広 

１．授業概要 

本科目では微分方程式や最適化法を中心として、各産業分野で利用される代表的な手法の原理や特徴を理解

すると共に、これらの手法を実世界の問題に活用する力を習得することを目標とする。微分方程式は、自然

現象や物理現象を特徴付けをして記述することができ、これを解くことにより、これらの現象の解析や将来

の挙動を予測が可能となる。このため数値計算と合わせて、より多くの実世界の課題が解けるように講義す

る。また、最適化法は、製品設計、流通計画から高度な画像・音声認識処理に至るまで多くの分野で活用さ

れることから、これらの導入にもなるよう講義する。本科目を通じ、これらの手法の原理や特徴を理解する

と共に、実世界の課題を解く力を養う。 

２．授業の目的・到達目標 

・微分方程式や最適化等の基礎知識を習得し、説明できる。 

・上記知識を用い、課題の捉え方や定式化、その課題に適した解法の選択方法や適用方法など、得た知識を

もとに課題解決に活用できる。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

最適化法のガイダンス 

最適化法（１） 

最適化の基本的な考え方、様々な手法の特徴や違い 

２ 

最適化法（２） 

線形計画法の基本的な考え方、代表的な手法の特徴や違い 

・シンプレックス法 

・内点法 

３ 

最適化法（３） 

非線形計画法の基本的な考え方、代表的な手法の特徴と違い 

・制約なし非線形計画問題 

・最急降下法 

・ニュートン法 

・Levenberg-Marguardt法（修正 Marguardt法） 

４ 

最適化法（４） 

収束の早い非線形計画法の代表的な手法の特徴と違い 

・共役勾配法 

・準ニュートン法（DFP（Davidon-Fletcher-Powell法、BFGS（Broyden,Fletcher, Goldfarb, Shanno）

法） 

５ 

最適化法（５） 

・制約あり非線形最適化法、ペナルティ法、ラグランジェ乗数法 

・非線形最適化法とニューラルネットの学習法との関連など 



６ 
最適化法（６） 

多目的最適化法やパレート効率性の考え方、使い方 

７ 
最適化法（７） 

大域的最適化法や遺伝的アルゴリズムの考え方や計算方法と産業応用 

８ 

微分方程式のガイダンス 

微分方程式（１） 

微分方程式の概要、特徴による基本的な分類、解の分類など 

９ 
微分方程式（２） 

変数分離形、斉次方程式などの概要、解き方、使い方 

１０ 
微分方程式（３） 

1階線形微分方程式の考え方、解き方、使い方 

１１ 
微分方程式（４） 

2階線形微分方程式の考え方、解き方、使い方 

１２ 
微分方程式（５） 

実世界の問題でよく知られている微分方程式、活用事例 

１３ 

微分方程式の数値解法（１） 

いくつかの微分方程式を事例とし、より多くの問題が解けるようになる考え方や 

解き方、使い方（差分法、テイラー法など） 

１４ 

微分方程式の数値解法（２） 

いくつかの微分方程式を事例とし、より多くの問題が解けるようになる考え方や 

解き方、使い方（オイラー法、Runge-Kutta法など） 

１５ 
最適化法、微分方程式の活用 

工業製品における形状・機能設計、物流配送計画等、活用事例やその方法 

４．成績評価の方法 

各授業内容の理解と応用する力を下記の観点から評価する。 

・各授業で「課題」を出します。これをノートに解き、写真を撮影して、課題レポートとして提出して下さ

い（80％）。 

 課題を解くために、授業資料、本、インターネット等で調べ学習をして解いて頂いて結構です。 

 Word、PowerPoint 等により､電子文字を用いて作成したレポートは、電子的コピーが作れる為、不可とし

ます。 

 手書きにより作成したレポートの写真（jpegフォーマット）を原則とします。この写真を PowerPointに

貼り付けて提出することは OKです。 

・授業中での取り組み状況、発表や質疑応答などを評価します（20％）。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

本科目では、最適化手法、微分方程式の解法の原理、特徴を学ぶだけでなく、Excel のソルバー、マクロを

行いて、最適化問題や微分方程式を数値的に解く方法についても講義、演習を行い、習得できるようにしま

す。授業でも使い方などを解説しますが、下記の操作に慣れることも必要になります。 

・最適化法：Excelのソルバー（Excelに組み込まれてるプログラム）の使い方 

・微分方程式：Excelのマクロ（Visual Basic）によるプログラミング（Visual Basic プログラミング） 

 

予習：事前に提示する最適化手法、微分方程式について、概要、特徴などを調べてノートに書く（20～30分） 

授業：授業で新しく気づいた事、理解した事、理解度確認課題をノートに書く（90分授業） 

復習：課題に対する調べ学習、考察結果をノートに書いて、レポート提出（20～30分程度） 

 



６．教科書／参考文献 

教科書： 

毎回、授業用の資料を配布する。 

 

参考文献： 

■最適化法の参考書 

・初学者向き： 

『これなら分かる最適化数学―基礎原理から計算手法まで』 

金谷健一（著）、共立出版、2005年 

・理論的： 

『非線形計画法』 

今野浩（著）、山下浩（著）、日科技連、1978年（数式多く理論面が充実） 

・実用向き： 

『最適化プログラミング』 

茨木俊秀（著）、福島雅夫（著）、岩波書店、1991年（FORTRANプログラム記載有） 

『最小二乗法による実験データ解析（新装版）』 

中川徹（著）、小柳義夫（著）、2018年（実課題への適用方法が幅広く扱われている） 

■微分方程式の参考書 

・初学者向き： 

『常微分方程式（原著第 8版）』 

E．クライツィグ（著）、近藤次郎（訳）、堀素夫（訳）、培風館、2006年 

・実利用向き： 

『微分方程式で数学モデルを作ろう』 

David Burghes（著）、Morag Borrie（著）、垣田高夫（訳）、大町比佐栄（訳）、日本評論社、1990年 

７．備考 

数学基礎 A（微分積分）・数学基礎 B（線形代数）の知識を前提として授業を進める為、これらの科目を履修

していることが強く望まれる。 

履修していない場合、該当する知識を自主的に習得することを前提に本科目の履修をお願いします。 

８．昨年度からの振り返り 

最適化法や微分方程式の数値解法を身近なツール（excel）で使えるようになるところが好評でした。 

これらの手法は、実際の社会課題に対しても、非常に役立つ手法ですので、技術を目指している方のみなら

ず、起業を目指している方にもお薦めします。 

特に、最適化法は、ビジネス（会社）活動を効率化、省力化するためにも使うことができ、スケジューリン

グ、荷物の配送コスト、製造の製造コストの省力化、意思決定支援などに幅広く使われています。 

社会科学分野では、オペレーションズリサーチ（主に線形計画法）として知られています。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 情報技術演習Ⅰ 
授業 

形態 
演習 

授業コード IT1131 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 鎌谷 修 

１．授業概要 

ユーザアプリケーションからサーバシステムまでを対象とした情報ネットワーキングシステムの全体アー

キテクチャを理解し、演習による基本動作検証の体験を通じて、より実践的なスキルを習得する。また、与

えられた情報ネットワーキングシステムの例題に対して、ユーザインタフェース設計書を作成し、デザイン

レビュ、基本動作検証、関係データベースの構築、プロジェクト管理までの演習を行う。 

 

２．授業の目的・到達目標 

情報ネットワーキングアーキテクチャの全体像の理解と、演習による実際の動作実証。 

ユーザインタフェース設計書の作成方法の理解と、デザインレビュの演習。 

与えられた要求条件を元にした、ソフトウェア設計スキルや関係データベースの設計構築スキルなどを演習

を交えて習得する。 

データベース連携技術を理解し、実際の動作検証手法について基本的な内容を身に付ける。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 授業の概要と目的、演習の進め方についての説明。アカウント作成と基本操作確認（１） 

２ アカウント作成と基本操作確認（２） 

３ インスタンス作成と動作確認（１） 

４ インスタンス作成と動作確認（２） 

５ データベース構築と動作確認（１） 

６ データベース構築と動作確認（２） 

７ インスタンスとデータベースの連携動作確認（１） 

８ インスタンスとデータベースの連携動作確認（２） 

９ プロジェクト管理ツールの動作確認 

１０ プロジェクト計画の策定 

１１ プロジェクト計画の実施と動作確認（１） 

１２ プロジェクト計画の実施と動作確認（２） 

１３ プロジェクト計画動作結果のとりまとめ（１） 

１４ プロジェクト計画動作結果のとりまとめ（２） 

１５ まとめと振り返り 



４．成績評価の方法 

各テーマごとに設定されるレポートの提出状況とその内容：100％ 

・レポートの記述が論理的に行われているか。 

・講義内容を反映した内容となっているか。 

・自身の考え、新たな視点を盛り込んだ内容となっているか。 

・参考文献のリストをつけているか。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

予習（標準学習時間：1時間） 

・Webサイト等を閲覧し、基本的な用語・概念について理解をしたうえで授業に臨むこと。 

復習（標準学習時間：1時間） 

・各授業で示した参考文献、Webサイト等について振り返り、着実に理解した上で次回の授業につなげる。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

適宜、参考となる文献や Web サイト等を指示する。 

『Amazon Web Services 基礎からのネットワーク＆サーバー構築 改訂 3版』（日本語） 

大澤文孝（著）、玉川憲（著）、片山暁雄（著）、今井雄太（著）、日経 BP、2020 年 

『AWSではじめる Linux入門ガイド』（日本語） 

山下光洋（著）、マイナビ出版、2020年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

演習を円滑に進めるための参考資料を適宜提示させて頂きます。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 システム設計演習 
授業 

形態 
演習 

授業コード PSD131 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎桐谷 恵介、白井 貴子 

１．授業概要 

企業活動における販売管理、生産管理、会計の管理システム、または我々の社会生活に広く浸透している SNS

まで、情報システムは、私達が暮らす社会では欠かすことができない重要なものとなっている。情報システ

ムがどのように作られているか、その設計を理解することは、将来、設計者の立場であっても、利用者の立

場であっても役立つ知識となる。この講義では、社会における情報システムの重要性を理解し、講義や演習

を通じて情報システム設計に関わる際に必要な知識を得ることを目的とする。 

２．授業の目的・到達目標 

情報システムの構築、および設計とは何かを理解すること。 

情報システムの設計方法を理解すること。 

演習を通じて情報システム設計の知識を定着させること。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
ガイダンス 

授業ガイダンス（シラバス記載事項の確認。実習環境の確認、グループ構成など）。 

２ 

情報システムにおける設計、設計の全体像と基本方針 

情報システム開発工程概要、代表的な情報システム構成、ソフトウェア・エンジニアリング、プロ

ジェクトマネジメントについて。 

３ 
要件定義でやっておくべきこと 

要件定義（ビジネス要件、機能／非機能要件）の概要、手法について。 

４ 

データ設計のセオリー 

基本設計(データ設計)の概要、手法。概念データモデル、論理データモデル、物理データモデルに

ついて。外部インターフェイスの設計について。 

５ 
プロセス設計のセオリー 

基本設計（プロセス設計）の概要、手法。業務プロセスの概要定義／詳細定義について。 

６ 

機能の概要定義 

基本設計（機能概要）の概要、手法について。画面・帳票、バッチ処理の概要、論理 CRUD、物理 CRUD

について。 

７ 

機能の詳細定義 

詳細設計（機能詳細）の概要、手法について。画面・帳票、バッチ処理の詳細定義、共通機能の定

義について。 

８ 
グループ演習 1 

要件定義について、業務要件定義書の作成。 

９ 
グループ演習２ 

要件定義について、システム要件定義書の作成。 



１０ 
グループ演習３ 

基本設計について、データ設計、プロセス設計の作成。 

１１ 
グループ演習４ 

基本設計について、機能概要設計の作成。 

１２ 
グループ演習５ 

詳細設計について、機能詳細設計の作成１。 

１３ 
グループ演習６ 

詳細設計について、機能詳細設計の作成２、ユーザビリティ設計の作成。 

１４ 

グループ演習７ 

演習レポート提出 

グループ内ディスカッション。演習成果発表。全員で意見交換。 

１５ 授業まとめ 

４．成績評価の方法 

演習結果のレポート（40％）、演習発表内容（20％）、授業での参加姿勢（20％）、授業中ワーク結果（20％）

を考慮し判断する。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

継続したグループ演習を行うことから次回に備えて復習をしておくこと（各回 30 分～1時間程度）。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

『システム設計のセオリー』 

赤俊哉（著）、リックテレコム、2016年 

 

参考文献： 

なし 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

授業の難易度が高い、進みが早いとの意見を受け、難易度、進め方を見直します。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 データサイエンス 
授業 

形態 
講義 

授業コード DSC135 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 ◎磯 俊樹、Adrian David Cheok 

１．授業概要 

データサイエンスとは、ビックデータの背後に隠れている意味のある情報を抽出する手法を指すものであ

り、画像データやセンサデータ（時系列データ）を対象としたパターン認識やデータマイニングの分野で幅

広く利用されている。 

本講義では、一般的な数値データや画像データならびに時系列データ（音声データやセンサデータ）を例と

して取り上げ、それぞれのデータの特徴を理解するとともに、分析や活用の方法を理解する。これにより“実

応用の場面で使いこなす観点”からデータ解析手法を学修する。実際のサービス応用事例の中で何の目的の

ためにどのように適用されているかという観点から各技術の特徴を理解する。 

また、簡単な実例をプログラミング（MATLAB）等でサンプルに基づき実習することで、各技術の概要や特徴

を体感しながら理解を深める。 

２．授業の目的・到達目標 

実応用の分野で用いられている代表的なデータサイエンスに関する手法を用途に応じて適材適所で見極め

られることを究極の目標とし、各手法の特徴や用途が平易な表現で説明できることを目指す。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
データサイエンスとは 

事例をもとに、データから情報を獲得するまでの処理過程を大局的に理解する 

２ 
数値データの観察 

数値データをさまざまな観点から観察し、データの特徴を理解する 

３ 
数値データの分析 

定性的、定量的な観点での様々な分析手法を学ぶ 

４ 
中間演習（１） 

これまでの振り返りと MATLABを用いたデータ分析 

５ 
画像データの観察する 

ノイズ除去などの前処理手法の理解、画像データの性質の観察 

６ 
画像データからの特徴の抽出 

様々な局所特徴量を用いた BOFによりを事例とした画像の特徴の表現事例 

７ 
画像データの識別（１） 

実応用の分野で用いられている識別手法について学ぶ 

８ 
画像データの識別（２） 

Deep Learningを用いたパターン認識手法について学ぶ 

９ 
中間演習（２） 

これまでの振り返りと MATLABを用いた画像解析・認識 



１０ 
時系列データを整える 

ノイズ除去やデータ補間などのデータの前処理手法 

１１ 
時系列データの観察 

様々な観点からの時系列データの性質の観察 

１２ 
時系列データの特徴の抽出 

音声データを事例とした時系列データの特徴の抽出事例 

１３ 
時系列データの予測 

状態空間モデルを中心に時系列データ予測方法について理解する 

１４ 
中間演習（３） 

これまでの振り返りと MATLABを用いた時系列データ分析 

１５ 
データサイエンスのまとめ 

対象データや用途に応じた各手法の特徴の整理、使い分け 

４．成績評価の方法 

定期試験：50％ 

中間演習：40％ 

レポート提出（適時）等の学習意欲：10％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

予習：各単元の実例をインターネットや文献等で 1つ以上調べ、スライドにまとめる 

復習：各単元で学んだ内容についてインターネットや文献等で 2つ以上調べ、スライドにまとめる。 

（各回 1時間程度） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

必要により、授業時にプリントを配布、または参考資料を適宜指示する。 

 

参考文献： 

『統計学入門（基礎統計学Ⅰ）』 

東京大学教養学部統計学教室（編）、東京大学出版会、1991年 

『見えないものをさぐる―それがベイズ：ツールによる実践ベイズ統計』 

藤田一弥（著）、フォワードネットワーク（監）、オーム社、2015年 

『詳解 ディープラーニング』 

巣籠悠輔（著）、マイナビ出版、2017年 

『ディジタル画像処理』 

画像情報教育振興協会（著）、画像情報教育振興協会、2015年 

『臨床医学のためのウェーブレット解析』 

石川康宏（著）、医学出版、2000年 

『基礎からわかる時系列分析』 

萩原淳一郎（著）、瓜生真也（著）、牧山幸史（著）、石田基広（監）、技術評論社、2018年 

『フリーソフトでつくる音声認識システム パターン認識・機械学習の初歩から対話システムまで』 

荒木雅弘（著）、森北出版、2017年 

７．備考 

・本科目は、“技術系の専門科目”、すなわち、技術志向の学生向けの講義である。従って、微分積分や確

率統計に関する基礎知識（「数学基礎 A」ならびに「数学基礎 C」履修レベル）があることが望ましい。 

・進捗状況により授業内で扱う題材の難易度を変更する場合がある。 

・教員のオフィスアワー等を利用した個別対応による指導も可能である。 



８．昨年度からの振り返り 

データサイエンスの事例を紹介しながら、“データサイエンスで何ができるか”、や“何が重要なのか”等、

大枠について解説する。また、データサイエンスの具体例を体感するために、パターン認識（特徴抽出＋機

械学習）に関する実装済プログラムを動作させるなど実習の機会を増やしていく。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 情報系数学応用 B 
授業 

形態 
講義 

授業コード MIB132 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 片桐 雅二 

１．授業概要 

本科目では、数理論理学や計算理論を中心に、関連する議論も含め、ICT 技術を支える中核的な理論の基礎

を広く学習する。各理論／概念については具体的な応用先の例もあわせて学ぶことで、理解をより深いもの

とする。ソフトウェアを形式的に特徴づけたり解析するためには、計算や論理に関する知識が不可欠である。 

具体的には、集合・論理・関係・写像・代数系・数え上げ・グラフ理論についてその入門的な内容（用語・

定義・記法、基本的概念・原理、応用先の例など）を順次学ぶことで、論理的、数理的に課題解決へのアプ

ローチができるようになることを目指す。 

２．授業の目的・到達目標 

・数理論理学や計算理論等の基礎知識を習得し、説明できるようになる。 

・上記知識を用い、実際の課題についてソフトウェアを用いて解決する際に、必要に応じて自らより深く調

べる手がかりとして、得た知識を課題解決に活用できるようになる。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

コース導入 

コース全体の概要、授業の進め方を理解する。 

集合（１） 

集合の基礎知識として、集合の定義、集合の数学的表現方法、いろいろな集合とその性質、集合に

対する基本的演算などを学ぶ。 

２ 

集合（２） 

引き続き集合の基礎知識として、ベン図による複数の集合の間の関係の表現方法、包除原理などを

学ぶ。また実課題で用いられている集合の応用事例をいくつか紹介する。 

３ 

論理（１） 

論理学の基礎知識として、命題の定義、命題に対する演算としての論理演算、条件付き命題、命題

関数／述語などを学ぶ。 

４ 

論理（２） 

推論の定義、推論の枠組みにおける必要条件と十分条件、全称記号と存在記号などを学ぶ。また実

課題で用いられている論理の応用事例をいくつか紹介する。 

５ 

関係（１） 

関係の定義を直積集合から理解する。関係を表現する方法として関係グラフ・隣接行列・有向グラ

フを学び、関係の合成についても学ぶ。 

６ 

関係（２） 

関係の上で定義できる基本的な性質（反射的・対称的・反対称的・推移的）を学び、集合の分割、

同値関係、剰余類などを学ぶ。また実課題で用いられている関係の応用事例をいくつか紹介する。 

７ 
写像（１） 

写像の定義、単射・全射・全単射・逆写像、写像の合成について学び、鳩の巣原理を理解する。 



８ 

写像（２） 

写像の特別な形としての置換、集合の濃度、写像による集合の表現方法などについて学ぶ。また実

課題で用いられている写像の応用事例をいくつか紹介する。 

９ 

代数系（１） 

代数系の基礎知識として、二項演算および代数系の定義、結合律と交換律、剰余和と剰余積、単位

元と逆元などについて学ぶ。 

１０ 

代数系（２） 

代数系の構造として、半群・モノイド・群について学ぶ。また、群の構造を比較する方法として、

準同型写像と同型写像について学ぶ。 

１１ 

計算の複雑さ・数え上げ 

巡回セールスマン問題や分割問題を紹介し、数え上げの原理を学ぶ。また順列および二項係数につ

いて理解する。 

１２ 

順序集合から束へ（１） 

半順序関係の定義、半順序集合・比較可能・比較不能・全順序集合などについて学び、半順序集合

の要素の関係を図式化するハッセ図の描画方法を理解する。 

１３ 

順序集合から束へ（２） 

最大元・最小元、極大元・極小元、上界と上限・下界と下限、束、分配束と可補束などについて学

ぶ。 

１４ 

グラフ理論（１） 

グラフ理論の基礎的知識として、グラフの数学的定義、グラフの表現方法として隣接行列・接続行

列、特別なグラフとして完全グラフ・正則グラフ・2部グラフ、グラフにおける経路・連結・非連

結・閉路などについて学ぶ。 

１５ 
グラフ理論（２） 

グラフの応用事例として、オイラーグラフ、ハミルトン閉路、平面グラフなどを紹介する。 

４．成績評価の方法 

単元ごとの演習課題の内容（10％×8）、定期試験の結果（10％）、受講態度等（10％）により評価する。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

特に復習によって自分なりに内容を消化することが大切である（30-60分／回） 

単元ごとに演習課題に取り組む（30-60分×8単元） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

『応用事例とイラストでわかる離散数学』 

延原肇（著）、共立出版、2015年 

 

参考文献： 

『イラストで学ぶ 離散数学』 

伊藤大雄（著）、KS情報科学専門書、講談社、2019年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度からの改善点：同値関係やベル数などの意味をつかむことが難しい幾つかの項目について、より丁寧

な説明をすることで、履修者の理解が深まるようにする。 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 情報系数学応用 C 
授業 

形態 
講義 

授業コード MIC132 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 片桐 雅二 

１．授業概要 

本科目では、離散数学や情報理論を中心に、関連する議論も含め、ICT 技術を支える中核的な理論の基礎を

広く学習する。前半では、離散数学の中の一分野である代数学およびグラフ理論について取り上げ、公開鍵

暗号やネットワーク解析などの実課題に適用されている手法の原理を学ぶ。後半は情報理論の基礎として、

情報量・符号理論などの基礎的内容を理解するとともに、その理論が実際に適用されている事例について学

ぶ。授業全体として、例題とその解説によって理解を深めるとともに、各種の課題を ICT／情報システムに

より解決する場合に求められる数理的考え方や応用力を修練する。 

なお、本科目の履修に当たっては、「数学基礎 C」および「情報系数学応用 B」を履修していることが望まし

い。 

２．授業の目的・到達目標 

・離散数学および情報理論の基本知識を習得し、説明できるようになる。 

・離散数学や情報理論を中心に数学的発想と論理的思考について学び、実際の課題解決を検討するための能

力を獲得する。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

コース導入 

コース全体の概要、授業の進め方を理解する 

代数学の基礎（１） 

合同式の基本的な考え方、数学的な定義、数学的な証明の例（ユークリッドの互除法） 

２ 
代数学の基礎（２） 

有限体の基本的な考え方、数学的定義、フェルマーの小定理 

３ 
代数学の基礎（３） 

RSA公開鍵暗号の仕組みを代数学の考え方から理解する 

４ 
グラフ（１） 

グラフ構造の基本的性質、パス、連結性の基本的な定理、手法の基礎 

５ 
グラフ（２） 

グラフ理論の問題とその解を求める難しさ（計算複雑性）の尺度について 

６ 
グラフ（３） 

グラフ彩色問題を事例に、代表的な問題設定とそれに対する代表的な手法の概要 

７ 

グラフ（４） 

複雑ネットワークに関する構造の解析と有用性（中心性、スケールフリー性、スモールワールド性、

PageRank） 

８ 
情報理論の基礎（１） 

情報理論の概要、確率の基礎的な知識の復習 



９ 
情報理論の基礎（２） 

エントロピーの意味、計算方法 

１０ 
情報理論の基礎（３） 

ダイバージェンスの意味、２つの確率分布間のダイバージェンスの計算方法 

１１ 
符号（１） 

様々な符号の定義や違い、計算の方法 

１２ 
符号（２） 

木構造や数直線を用いた語頭符号、クラフトの不等式 

１３ 
符号（３） 

符号化アルゴリズムの基本的な考え方 

１４ 
通信理論 

通信路符号化（通信路モデル）、通信路容量、誤り訂正符号など 

１５ 

情報理論の応用 

情報理論の応用として音声・画像・動画などで用いられている符号化方式、スペクトル拡散通信方

式、情報ハイディングなどのセキュリティ技術 

４．成績評価の方法 

単元ごとの演習課題の内容（75％：15％×5 通）、定期試験の結果（15％）、受講態度等（10％）により評価

する。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

特に、授業内で出された事例・例題を用いて、復習によって自分なりに内容を消化することが大切である。

（30-60分／回） 

単元ごとに演習課題に取り組む。（30-60分×5単元） 

また、授業範囲について講義前日に配布されるプリントにより（必要に応じて参考書等も活用して）予習を

行うことが望ましい。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

『情報工学のための離散数学入門』（該当授業：第 1〜5回） 

西野哲朗（著）、若月光夫（著）、数理工学社、2015年 

『初等離散数学』（該当授業：第 6回） 

秋山仁（著）、占部正承（著）、森北出版、1998年 

『ソーシャルメディア論―行動データが解き明かす人間社会と心理―』（該当授業：第 7回） 

土方嘉徳（著）、サイエンス社、2020年 

『はじめての情報理論』（該当授業：第 8〜15回） 

小嶋徹也（著）、近代科学社、2011年 

『情報量―情報理論への招待―』（該当授業：第 8〜13回） 

山本宙（著）、コロナ社、2019年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 Webシステム演習 
授業 

形態 
演習 

授業コード PWS135 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 落合 慶広 

１．授業概要 

本授業では Web 上統合的システムを構築するための知識とスキルの習得を行う。「プログラミングⅠ・Ⅱ」

や「ネットワーク技術」で習得した知識やスキルは、Webや Andoroid上でのアプリケーション開発や Web上

で使用する様々な業務システムの開発につながるものである。授業内では大規模な Web統合システムの統合

のプロセスを題材に、Web システムの設計、開発を演習形式で行う。授業内での演習を通じ、自分が実現し

たいサービスを形にする力を養う。 

２．授業の目的・到達目標 

本授業では、大規模分散型の Web統合システムを開発する際に用いられる技術、及び、高可用性と事業継続

性を考慮した設計方法などを理解すると共に、簡易実装の演習を通じて、実現する力を習得する。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
HTML（１） 

Web技術の変遷と現状 

２ 
HTML（２） 

Webシステムの開発方法とリスク 

３ 
HTML（３） 

並列分散型 Webシステムを設計・構築する際の課題と解決方法 

４ 
CSS（１） 

プロジェクト開発管理ツール～redmine 

５ 
CSS（２） 

負荷分散とセキュリティを考慮した Webシステムの出入口の設計方法 

６ 
CSS（３） 

スマートな Webシステム：テンプレートエンジンの活用 

７ 
データベース（１） 

RESTによる柔軟な連携 

８ 
データベース（２） 

分散 DB設計：高可用性と分散設計～MySQL・PostgreSQL 

９ 
データベース（３） 

コミュニティサイト、映像配信サイト等で用いられる高負荷対策技術、 

１０ 
Webサイト（１）、ＰＨＰ（１） 

様々な認証方式とサイト間の連携認証 

１１ 
Webサイト（２）、ＰＨＰ（２） 

Webシステムの動作検証、及び、ボトルネックとパフォーマンス検証方法 



１２ 
Webサイト（３）、ＰＨＰ（３） 

ネット上でのファイルサーバ機能の構築～WebDAV 

１３ 総合演習１ 

１４ 総合演習２ 

１５ 課題発表会と最新動向について 

４．成績評価の方法 

各授業において出題する理解度確認課題（80％）と総合演習課題（20％）により評価する。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

・Webシステムを構築するための基本技術（HTML、CSS、PHP、データベース）について演習形式で学びます。 

・授業は講義と演習で構成され、演習では Webサイトの構築演習をする為、パソコン／ノートパソコン等が

必要となります。 

 授業では、OSは Windowsのみを扱います。Macの方は、自身で環境構築ができることを前提として、受講

して下さい。 

 各授業、課題では、各自のノートパソコンを使って演習を行うため、chromeブラウザ、PHP、sqliteのイ

ンストールを行い環境構築を行います。このために 100Mbyte程度の disk空き容量が必要です。 

 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

各授業ごとに資料を配布 

 

参考文献： 

なし 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

授業時、課題共に、演習（プログラミング）が中心となります。 

最終的には、簡単な Webサイトを構築します（総合演習）。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 インタラクティブ・システムデザイン 
授業 

形態 
演習 

授業コード ISD135 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 佐藤 紀行 

１．授業概要 

スマートフォンや PC などにインストールされたアプリケーションを、ユーザが操作し、コンピュータが応

答する。その応答に対してまたユーザが操作を行う（インタラクティブ・システム）。 

よいアプリケーションは、この相互のやり取りが優れているアプリケーションである。ユーザは違和感無く

操作を始めることができ、自然に操作に習熟して、効率よく自分の目的を達成することができるようになる。 

ユーザとコンピュータの間の優れたやり取りは、設計と実装によって実現される。開発されたアプリケーシ

ョンは、テスト・評価され、結果は次のバージョンに反映される。設計・実装・評価の一連の活動は、適切

に計画されている必要がある。 

本講では、ユーザと相互にやりとりするシステムの計画・設計・実装・評価のための知識と技法を、実習を

通じて学習する。 

２．授業の目的・到達目標 

個人演習とグループ演習を行い、インタラクティブなシステムの計画・設計・実装・評価を実施する基本的

な技法について、知識と技能を身に付ける。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

インタラクティブシステムの概要 

身近なインタラクティブを複数あげ、どのようなものが「インタラクティブシステム」に該当する

か大まかに理解する。 

２ 

システムデザインのためのユーザ調査法と、インタラクティブシステムの要件の整理 

実在するシステムを題材に、特に対人インターフェースを持つシステムを設計する時の調査と方法

について概観する 

３ 

システムデザインのプロセスの全体像とシステムデザインの計画法 

「システム」をデザインする時に用いられるプロセスをなぞり、システムを作るプロセスを大まか

に理解する 

デザイン思考の考え方 

システムの設計を行う際に有益な「デザイン思考」について概観し、考え方を理解する 

４ 

インタラクティブシステムの設計（１） 

Webで使えるコンポーネント について概要を理解する。 

Web特有の特性（問題点）を理解し、実装方法がデザインに影響を及ぼすことを理解する 

５ 

インタラクティブシステムの設計（２） 

ユーザ導線の検討 

利用者の視点でシステムの利用シーンを考え、自身のデザインを評価する方法を理解する 

ユーザ導線、ユーザ体験の違いによるシステムの評価が左右されることを理解する 

ワイヤーフレームの制作 

ユーザ導線を書面に残す手法を理解し、自身のデザインの綻びを確認し、協力者に自身の考えを伝

える方法を学ぶ 



６ 
インタラクティブシステムの設計（３－１） 

インタラクティブシステムの企画を考え、調査すべき項目のリストを作成する 

７ 

インタラクティブシステムの設計（３－２） 

前回検討したインタラクティブシステムの企画からワイヤーフレームを制作する 

作成したワイヤーフレームはクラスに公開し、チームメンバーを募る 

８ 
システムのデザイン 

システムアイデア発表会と、チーム分け 

９ 
インタラクティブシステム実装演習（１） 

システムアイデア検討会 

１０ 
インタラクティブシステム実装演習（１） 

要件定義と設計 

１１ 
インタラクティブシステム実装演習（２） 

実装 

１２ 
インタラクティブシステム実装演習（３） 

実装 

１３ インタラクティブシステムの評価 

１４ 
インタラクティブシステム実装演習（４） 

評価とフィードバックによる改修 

１５ 
インタラクティブシステム実装演習（５） 

評価 

４．成績評価の方法 

提出物の提出状況と内容を評価する：40％ 

チーム演習における担当作業の担当範囲と作業成果を評価する：30％ 

講義への参加度・貢献度（質問、発言など）を評価する：30％ 

 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

講義では主に説明・解説を行う。次回までに課題、あるいは自習で内容を理解しておくこと。 

講義の時間内に演習が終わらないときは、次回までに作業を完遂させておくこと。 

次の講義では前回の内容を理解していることを前提に講義を進める。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

適宜プリントを配布する。 

 

参考書籍： 

『UXデザインの教科書』 

安藤昌也（著）、丸善出版、2016年 

『インタラクティブシステムデザイン』 

ウィリアム M・ニューマン（著）、マイケル G・ラミング（著）、北島宗雄（監・訳）、 

ピアソンエデュケーション、1999年 

（こちらは絶版のようですが、図書館に 1冊寄贈してありますのでご参照ください。良い本です。） 

７．備考 

 



８．昨年度からの振り返り 

後半ではチームでインタラクティブシステムのデザインに取り組みます。 

この講義では、自身が興味のあるテーマを実施するチームに所属することが講義内容の理解に有効です。 

しかし、チームの評価が高いことと、個人の評価が高いことは連動しません。 

チームの評価が高くとも、そのメンバー個々では D評価の方もいます。 

前半では自身の考えたシステムを他者に説明する手法も学びます。 

自身の興味のあるテーマに基づくシステムを他者に説明し、自身が中心となってチームを集めることに、ぜ

ひとも挑戦してください。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 情報システムのプロジェクト管理 
授業 

形態 
講義 

授業コード PMS131 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 平山 敏弘 

１．授業概要 

前半は、プロジェクトマネジメントの国際標準およびディファクトスタンダ―ドの知識体系である「PMBOK

（Project Management Body of Knowledge）」を構成する 10スキルの概要を学び、プロジェクト管理の基礎

を理解する。後半では、実務につながるように、実質的なプロジェクト計画やマネジメントの方法を理解す

るため、ソフトウェアの開発～テスト～リリースまでの一連の流れにおける、開発工程とテスト工程の対応

関係を表したモデルである「V 字モデル」や、対応するプロジェクトフェーズ双方向の関連性を確保するた

めに考えだされた「トレーサビリティ・マトリクス」を学び理解を深める。また理論に止まらず、個人特性

に基づいたチームビルディング手法やチーム力アップに不可欠なモチベーションアップ手法／ビジネスコ

ミュニケーション等、実際の現場で必ず必要となる実践力を学ぶ。加えて履修生自身の身近なスケジュール

例を WBS（Work Breakdown Structure）化するなどを通して、どのような場面でもプロジェクト管理が有用

であることを理解する。 

２．授業の目的・到達目標 

PMBOK を通じてプロジェクトマネジメントの基本的知識を得て、情報システムのプロジェクト管理の基礎を

理解することを目的としている。そのために以下の項目ができることを目標とする。 

（１）PMBOKを通じて、プロジェクトのライフサイクルと運営のしくみを理解する 

（２）WBSをベースとしたプロジェクト計画書を作成することができる 

（３）V字モデルやトレーサビリティ･マトリックスを学び、プロジェクトの品質管理をシンプルに確実に 

   行なえるようになる 

また当講義は、プロジェクト管理の理論に止まらず、実際にプロジェクトを推進する際に必須となるチーム

ビルディングが実践できるように、「自分の強み診断」「モチベーションアップ手法」「ビジネスコミュニケ

ーション」などのチーム力を高めるための実践力についても、演習を通じて理解することを目標とする。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

プロジェクト管理とは 

プロジェクト管理とは何か、どのようなことを考えなければいけないのか、プロジェクトを成功に

導くためには何が必要なのかのポイントを理解することにより、次回以降に学ぶ学習内容の前提知

識を身に付けます。 

２ 

PMBOKとは（１） 

PMBOK（Project Management Body of Knowledge：ピンボック）を構成する 10の知識エリア、「品

質管理」、「原価管理」、「スケジュール管理」、スコープ管理」、「要員管理」、「コミュニケーション管

理」、「リスク管理」、「調達管理」、「ステークホルダー管理」、「統合管理」とは何かについて学びま

す。 

３ 

PMBOKとは（２） 

「立ち上げ」、「計画」、「実行」、「監視・管理」、「終結」という 5つに分割されたプロセスについて

学び、知識エリアとのマトリクスによって、どのプロセスで何を作成・管理すべきについて学びま

す。 



４ 

PMBOKとは（３） 

PMBOKで定義されている、「入力」、「ツールと実践技法」、「出力」という 3つのパートを学び、知識

エリアとプロセスとの関連性についての理解を深めます。 

５ 

プロジェクト・フェーズ 

プロジェクトでは、「要件定義」から「システムテスト」まで複数のフェーズがあります。各フェー

ズでどのようなことを実施するのかについて学びます。 

６ 

プロジェクトスケジュール 

PMBOKの知識エリアである「プロジェクト・スケジュール・マネジメント」の計画プロセス群に含

まれる「アクティビティの順序設定」「アクティビティ所要時間の見積」「スケジュールの作成」の

3つのプロセスを中心に説明を行い、プロジェクトスケジュールが作成できるようになることを目

標とします。 

７ 

スケジュールの作成 

プロジェクトスケジュールの様々な技法を学び、その技法を利用して身近な例でスケジュールを作

成する演習を行います。 

８ 

プロジェクトスコープからの WBS（ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー） 

スコープとして定義された成果物を、その構成要素単位で詳細化、細分化した結果を木（ツリー）

構造で表した、WBS（Work Breakdown Structure）について学びます。 

９ 

WBS演習 

履修生の身近にある計画（プロジェクト）について、WBS化する演習を実施することで WBSの理解

を深めます。 

１０ 

マスタースケジュール 

マスタースケジュールとは、プロジェクト全体の流れが最初から最後まで分かる主要な工程表のこ

とです。プロジェクト規模が大きくなればなるほど、各パートの進捗は細分化されるため、全体感

を常に把握しておくことが重要になります。マスタースケジュールを理解することで、プロジェク

ト全体が進む中で、今どこに立ち位置があるのかを確認することが出来るようになります。 

１１ 

マスタースケジュール作成演習 

マスタースケジュール作成の順序を学び、自身の例をもとにしたマスタースケジュール作成の演習

を実施して理解を深めます。 

１２ 

要員計画とコスト管理 

プロジェクトで重要となるコスト見積もりの手法を学びます。 

また要員計画におけるリソースヒストグラムと山崩しとは何かを学び、プロジェクトにおけるコス

ト管理を理解します。 

１３ 

要員管理とモチベーション 

プロジェクトメンバーのモチベーションをアップさせることは、プロジェクトのチーム力アップに

繋がり、要員管理に直結します。動機付け理論を学ぶことにより、メンバーが一丸となって共通の

ゴールに向かってチャレンジするチームビルディングを論理的に実現できるようになります。 

１４ 

プロジェクトにおける追跡可能性 

上位要件と下位要件との追跡可能性や、要件と下流の作業成果物との追跡可能性を格子表（マトリ

クス）に整理した「トレーサビリティ・マトリクス」について学びます。 

１５ 

成功裏に導くプロジェクト管理 

プロジェクト管理においては、理論を学ぶことはもちろんであるが、それだけではプロジェクトを

成功裏には導けません。 

多くのプロジェクト開発関連の裁判において問題とされる「プロジェクトマネジメント義務違反」

について、判例に基づく検証から、プロジェクト管理の重要性を理解し、当講義で学んだことを実

践で活かす必要性を理解します。 



４．成績評価の方法 

（１）試験・テストについて 

   定期試験に準じた最終レポートを提出して頂きます。 

（２）試験以外の評価方法 

   毎回の講義時に提出する提出物（授業内容確認小レポート）、および演習内容・発表により評価をし

ます。 

（３）成績の配分・評価基準等 

   最終レポートの評価に加え、毎回の授業時に提出する小レポートや授業への貢献度、および演習発表

などを下記の割合で判断して評価します。 

（最終レポート：50％、小レポート：15％、授業への貢献度：15％、演習成果物および発表：20％） 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

（予習） 

次回講義内容について、インターネットや参考資料などを利用して、調査しておくこと。また自身の特性診

断などを予め実施しておく場合あり。（標準学習時間：1時間） 

（復習） 

講義内容を復習して、確認しておくこと。また演習や分析作業の講義後には、次回講義時に発表できるため

の資料準備。（標準学習時間：1時間） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

『ITエンジニアのためのプロジェクトマネジメント入門』 

澤部直太（著）、西山聡（著）、飯尾淳（著）、オーム社、2020年 

『モチベーション 3.0』 

ダニエル・ピンク（著）、大前研一（訳）、講談社、2010年 

『さあ、才能（じぶん）に目覚めよう〈ストレングス・ファインダー2.0〉』 

トム・ラス（著）、古屋博子（訳）、日本経済新聞出版社、2017年 

『図解入門よくわかる 最新 PMBOK第 6版の基本』 

鈴木安而（著）、秀和システム、2018年 

『実務で役立つ WBS入門』 

Gregory T. Haugan（著）、伊藤衡（訳）、翔泳社、2005年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

講義内容は難しかったが、有意義な授業であったとの声が多かったので、授業レベルは維持していきたいが、

演習が多かったので理解が深まったとのコメントにもあるように、座学で学んだ内容を演習で確認し、理解

を深めるといった講義形態は継続していきたいと思います。 

また、今年度はハイブリッドのため難しかったですが、もっと議論をしたかったとのコメントもあったので、

対面授業での開催の場合には、その点もより進めていきたいと思います。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 情報技術演習Ⅱ 
授業 

形態 
演習 

授業コード IT2131 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 鎌谷 修 

１．授業概要 

少人数グループ毎に、実際の社会課題及びサービス事例の調査を行い、新たなサービス事例の企画立案、検

討を行う。検討結果から、ユースケースの議論及び、要求条件の明確化を行い、業務フローや機能一覧、ネ

ットワーク構成等の基本設計と、機能設計やデータべース設計等の詳細設計を作成する。ユーザアプリケー

ション及びサーバアプリケーションを実際に構築し、情報ネットワーキング統合システムの基本的な動作検

証までの演習を行う。グループ毎に動作検証結果の中間報告を行い、改善点について議論し、基本設計・詳

細設計の改訂を行う。最終的に得られたサービスの検証を行い、グループ毎に最終報告を行い、演習全体を

総括する。 

２．授業の目的・到達目標 

社会課題を解決するためのサービス検討、ユースケース及び要求条件検討を通じた、情報ネットワーキング

アーキテクチャの全体像の実践的な理解と、演習による実際の動作実証。サービス導入までのプロジェクト

管理と進捗確認によるフィードバックを演習することによる、実践的なプロジェクトマネジメントスキルの

習得。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
授業の概要と目的、演習の進め方、動作検証環境についての説明。検証用アカウント作成と基本動

作確認（１） 

２ 検証用アカウント作成と基本動作確認（２） 

３ 実際の社会課題、サービス事例の調査（１） 

４ 実際の社会課題、サービス事例の調査（２） 

５ プロジェクト計画の策定（１） 

６ プロジェクト計画の策定（２） 

７ プロジェクト計画についての、中間発表会を実施する。 

８ プロジェクト修正計画の策定 

９ プロジェクト計画の実施と動作確認（１） 

１０ プロジェクト計画の実施と動作確認（２） 

１１ プロジェクト計画動作結果のとりまとめと資料作成（１） 

１２ プロジェクト計画動作結果のとりまとめと資料作成（２） 

１３ プロジェクト計画動作結果のとりまとめと資料作成（３）評価結果についての発表会を実施する。 

１４ プロジェクト計画動作結果のとりまとめと資料作成（４）評価結果についての発表会を実施する。 



１５ まとめと振り返り 

４．成績評価の方法 

前半及び後半で設定されるレポートの提出状況とその内容：100％ 

・レポートの記述が論理的に行われているか。 

・講義内容を反映した内容となっているか。 

・自身の考え、新たな視点を盛り込んだ内容となっているか。 

・参考文献のリストをつけているか。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

予習（標準学習時間：1時間） 

・Webサイト等を閲覧し、基本的な用語・概念について理解をしたうえで授業に臨むこと。 

復習（標準学習時間：1時間） 

・各授業で示した参考文献、Webサイト等について振り返り、着実に理解した上で次回の授業につなげる。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

適宜、参考となる文献や Web サイト等を指示する。 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 ソフトウェアプロセスと品質 
授業 

形態 
講義 

授業コード PQS131 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎寺脇 由紀、山岡 茂治 

１．授業概要 

ソフトウェアライフサイクルの主要工程、進化と保守、ソフトウェア品質の概念とテスト技法、管理方法、

および、ソフトウェアプロセスの概念とその改善手法を学ぶ。具体的には、ソフトウェアのもつ独特の性質、

ソフトウェア開発のライフサイクルモデル、および、品質の概念についてソフトウェア工学、および、ソフ

トウェア開発の発展の歴史を通して学ぶ。歴史や概念をはっきりと定義した上で、ソフトウェア品質に関す

る現行規格に対して理解を深め、実例・例題、さらには、現場・現在の問題を通じてソフトウェア品質保証

の技法を生きたノウハウにしていく（客観的事実、一般的見解と区別できる力を養う）。「測れないものは制

御できない：DeMarco（1982）」という言葉のとおり計測はあらゆる管理の基本である。このため本講義では

品質管理の技法についても学ぶ。 

２．授業の目的・到達目標 

ソフトウェアのもつ独特の性質に着目し、それを作るプロセスや手法を学ぶ。さらには、ソフトウェア品質

に対する変遷を学び、高品質なソフトウェアを開発するための考え方を説明できるようになり、各種技法を

使えるようになる。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

ソフトウェアの品質： 

ソフトウェアの品質に対する考え方の変遷を概説する。また、ISO／IEC25010 システム・ソフトウ

ェアの品質を参照しながら、ソフトウェア品質を理解する。 

２ 

ソフトウェアの開発工程と品質管理： 

ソフトウェア開発工程と個々の工程での品質向上について理解し、データ分析のために活用できる

QCの 7つ道具について学ぶ。 

３ 
レビュー技術（１）： 

プログラム開発におけるレビューの役割および分類について理解する。 

４ 
レビュー技術（２）： 

レビューの計画、準備、実施について理解する。 

５ 
レビュー技術（３）： 

例題をもとにレビュー演習を行う。 

６ 
テスト技術： 

ソフトウェア開発におけるテストの目的、テストの種類、テストのタイプについて学ぶ 

７ 
構造ベース技法： 

構造ベース技法（ホワイトボックス）を学び、制御パステストの演習を行う。 

８ 

仕様ベース技法（１）： 

仕様ベース技法（ブラックボックス）について学び、仕様ベース技法のメリット・デメリットを理

解する。 



９ 
仕様ベース技法（２）： 

同値分割・境界値分析について学び、演習を行う。 

１０ 
仕様ベース技法（３）： 

デシジョンテーブル・状態遷移テストについて学び、演習を行う。 

１１ 
プログラム開発におけるテスト作業： 

プログラム開発におけるテストの計画、準備、実施について学ぶ。 

１２ 
プログラムの品質評価： 

プログラムの品質評価について学び、評価の手順と観点を理解する。 

１３ 
品質データの分析： 

P-B曲線、また、QCの手法を説明する。レビューおよびテストの結果の分析について理解する。 

１４ 
評価結果に対する処置： 

テスト結果の合格基準や作業改善について学ぶ。 

１５ 
総括： 

学んだ内容を総括し総合解説を行う。 

４．成績評価の方法 

授業への取り組み態度（20％）、授業中に行う小テスト（30％）、課題・レポート（50％）として評価する。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

毎回の授業につき，30分から 60分の自宅学習が必要である。 

演習について、授業内で演習時間を十分に確保できない回は、授業外（自宅学習）で演習を完了させ提出す

る。 

もし授業や演習に遅れた場合は、毎週配布する教材を各自で復習し、次回授業までにキャッチアップするこ

と。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

『ソフトウェア品質知識体系ガイド―SQuBOK Guide』 

SQuBOK 策定部会（編）、オーム社、2007年 

『ISO／IEC25010：2011 - Systems and software engineering Systems and Software Quality Requirements 

and Evaluation (SQuaRE) - System and Software Quality Models.』 

７．備考 

教科書は、教員の作成する教材にて進める。 

授業では、講義だけでなく演習に取り組む。技法の性質に合わせて、個人演習、ペア演習、グループ演習を

行う。 

教員の指示がある場合はノートパソコンを持参すること。 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 モデル化と要求開発 
授業 

形態 
講義 

授業コード MRD132 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 寺脇 由紀 

１．授業概要 

ソフトウェア開発における開発対象のモデル化と要求仕様の作成について UMLを通じて理解する。学習項目

としては、モデル化の原則、モデルの種類、モデルの分析基礎、要求分析の基礎といった一連のモデル化技

法と要求定義技法について学ぶ。  

これまでの要求定義の目的は、顧客の要求を正確に理解し、それを設計者に伝えるための要求仕様書を作成

することであった。しかし近年ソフトウェアを取り巻く環境は、ニーズの多様性と変動性、さらには短納期

化という新たな問題への対応を要求定義に突きつけている。これらの新しい問題に対応するためには、これ

までの要求工学の技術に加えて、ステークホルダの意図という視点にとどまらず、ニーズの発生場所である

ビジネス環境そのものを理解し、そこで発生している問題を解決することが必要である。そこで本講義では、

単に対象世界をモデル化するだけにとどまらず、その世界が抱えている問題を理解し解決する能力を養うた

めに、経営工学、知識工学、民族学などの周辺領域を概観しながら実際の問題を解決するための論理的な思

考体系もあわせて学ぶ。 

２．授業の目的・到達目標 

要求を定義するプロセスは、要求獲得、要求記述、要求検証、要求管理である。本講義では、要求定義のプ

ロセスを理解し、さらには、要求獲得、要求記述、要求検証を対象とし、ステークホルダの特定に始まり、

ユースケースモデリング、要求仕様化、要求検証においての方法と手法を習得することが目的となる。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
ソフトウェア開発の歴史： 

大規模ソフトウェア開発の歴史を巡り、その歴史の中ででてきた問題を考察する。 

２ 

ソフトウェア工学と要求工学： 

大規模ソフトウェア開発の歴史を踏まえ、ソフトウェア開発の課題とソフトウェア工学および、要

求工学の取り組みを理解する。 

３ 

ソフトウェアプロセスモデル： 

代表的なソフトウェアのライフサイクルモデルを説明し、各ソフトウェアプロセスモデルにおける

特徴を理解する。 

４ 

ソフトウェア開発における手戻り： 

各ソフトウェアプロセスモデルの特徴を踏まえ、ソフトウェア開発における手戻りについて考察す

る。 

５ 
要求定義： 

要求定義について外観し、要求と仕様について理解する。 

６ 
要求定義プロセス： 

IEEE、SQuaREシリーズなどの標準規格を参照し、要求定義のプロセスとプロダクトを理解する。 

７ 

要求獲得（１）： 

要求抽出のための各種技法を外観し、要求工学と、経営学、心理学、認知心理学、一般発見問題な

ど周辺領域との関わりを理解する。 



８ 
要求獲得（２）： 

抽出した要求の合意形成や意思決定の手法を理解する。 

９ 
要求獲得（３）： 

合意形成や意思決定のための各種手法を用いた演習を行う。 

１０ 
要求仕様化技法（１）： 

構造化分析を説明し、演習を行う。 

１１ 
要求仕様化技法（２）： 

オブジェクト指向分析を説明する。 

１２ 
UML（１）： 

静的な側面を表現するモデル表現について理解する。 

１３ 
UML（２）： 

動的な側面を表現するモデル表現について理解し、演習を行う。 

１４ 
UML（３）： 

状態を表すモデル表現について理解し、演習を行う。 

１５ 
総括： 

学んだ内容を総括し総合解説を行う。 

４．成績評価の方法 

授業への取り組み態度（20％）、授業中に行う小テスト（30％）、課題・レポート（50％）として評価する。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

毎回の授業につき、30分から 60分の自宅学習（予習・復習）を標準とします。 

授業中に行う演習等に遅れた場合は、配布した教材を各自で復習し、次回授業までにキャッチアップするこ

と。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

『Software Engineering 10th ed.』 

lan Sommerville、Pearson、2015年 

『ISO／IEC25010：2011 - Systems and software engineering Systems and Software Quality Requirements 

and Evaluation (SQuaRE) - System and Software Quality Models』 

『IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Std 830-1998』 

７．備考 

教科書は、教員の作成する教材にて進める。 

技法の性質に合わせて、個人演習、ペア演習、グループ演習を行う。教員の指示がある場合はノートパソコ

ンを持参すること。 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 システムインテグレーション 
授業 

形態 
演習 

授業コード SIT131 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎平山 敏弘、桐谷 恵介 

１．授業概要 

情報システムを構築するサービスを行うにあたり、要件定義や設計、開発、保守運用を行う IT コンサルテ

ィングの一連の流れを理解するとともに、失敗事例やリスク事例などを学ぶことで、情報システムを通じ、

ビジネスに貢献していくことを目指す。  

前半では、過去の情報システムの失敗例や大規模障害事例などを通じ、成功のために何を注意しなければな

らないかについて学ぶ。また社会やビジネスモデルの変革に影響を与えた情報システム事例などを通じて、

情報システムが社会に与える影響について学ぶ。後半では、ビジネスに役立つ IT システムを導入するため

に発注者側と受注者側が何をするべきか理解する。実践的なプロジェクトマネジメント体系を用いて、経営

に役立つ IT システムを企画・計画し、プロジェクトの実践を通して、成功に導いていく方法について学ん

でいく。  

情報システムの導入、活用、改善に向けて、発注者側と受注者側の双方にメリットを生み出しビジネスに貢

献していくことを目指す。 

２．授業の目的・到達目標 

・情報システムの開発・構築を行う際のリスクやプロジェクトの失敗例を学び、分析することで、成功に導

くために必要な検討項目を理解する。 

・問題の洗い出しから課題のまとめ、施策の立案方法について理解する。 

・システムの企画から設計、開発、運用、保守までの流れについて理解する。 

・事業価値をあげる IT システムの活用方法。特に新しい技術（AIや IoT技術など）をどのように取り入れ

ていくかを理解する。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
ガイダンス 

システムインテグレーションとは、ITシステムとプロジェクトマネジメントの視点より学びます。 

２ 
要件分析入門 

要求から要件への変換、機能要件と非機能要件とは何かを学びます。 

３ 

システム構想策定プロセスとは 

システム構築の超上流工程の進め方について、その意義と進め方、成果物例を学びます。 

またシステム構築ロードマップに関して、上流工程の成果物としてのロードマップの意義と作成方

法について学びます。 

４ 
要件定義の重要性 

システム開発プロジェクトの失敗と要件定義のポイントについて学びます。 

５ 

情報システムの失敗 

情報システムトラブルの三大リスク（システム開発失敗、セキュリティ、システムダウン）から、

失敗の理由を学びます。 

６ 
システム開発の失敗とは 

機能要件が実現されない点が、プロジェクトの失敗に直結することを学びます。 



７ 

非機能要件から見るリスク管理 

非機能要件項目から、大規模なシステムダウンや事業継続等に関するリスク管理を考えられるよう

になります。 

８ 
新たな脅威「セキュリティ視点」での対策とその検討 

サイバー攻撃によるセキュリティ被害を想定した、リスクと注意点について学びます。 

９ 

社会やビジネスモデルの変革に影響を与えた情報システム事例 

ビジネスモデルとは何か、社会を変えた IT 技術とはどのようなものであったのかを、講師が経験

した事例を通じて学びます。 

１０ 

まとめ① レポート作成演習 

失敗事例の調査とシステム開発の際に注意すべき点、およびその対応方法について、レポートを作

成し、提出してもらいます。 

１１ 

要求定義（RFP）の作り方 

業務要件のまとめ方、および RFP（Request for Proposal：提案依頼書）で伝えるポイントについ

て学びます。 

１２ 

発注側の要求定義（RFP）の作成（演習） 

ビジネスモデルキャンパスや課題対策シートから要求仕様書（RFP）を作成する流れと実際に要求

仕様書を作成するワークを行います。 

１３ 

提案書の作り方 

受注者側が要求定義書（RFP）を受け取った後、どのようにして提案書を作成していくのか、構成、

ドキュメント形式、書くべき内容など提案書の作り方を具体的に学びます。 

１４ 

提案書作成の実務（演習） 

RFPから提案書を作成する流れを、具体的なサンプルをもとに提案書として作成する演習・ワーク

を行ないます。 

１５ 
まとめ② 

これまでの学習を踏まえた提案依頼書(RFP)、提案書の発表、講評を行ないます。 

４．成績評価の方法 

下記の割合で評価します。 

・まとめ①および②での課題、レポート提出。（70％、（まとめ①30％、まとめ②40％）） 

・毎回の講義時に提出する授業内容確認小レポートによる評価（30％）。 

 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

予習：次回講義内容に関する事例を参考資料などを利用して事前に調査する。 

復習：授業内で完了しなかった課題については次回発表できるよう準備する。 

（各回 1時間程度） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

『動かないコンピュータ～情報システムに見る失敗の研究～』 

日経コンピュータ編集部（著）、日経 BP、2002年 

『イノベーションを確実に遂行する 実践プログラムマネジメント』 

吉田邦夫（著）、山本秀男（著）、日刊工業新聞社、2014年 

『SECBOOKS 共通フレーム 2013』 

独立行政法人情報処理推進機構（著・編）、独立行政法人情報処理推進機構、2013 年 



７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 ビッグデータ 
授業 

形態 
演習 

授業コード BDP135 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 ◎加藤 直人、落合 慶広 

１．授業概要 

近年、コンピュータ、センサー、機器類が生成するデータの種類、量が爆発的に増大しており、今までのデ

ータ管理ツールでは取り扱うことが困難な規模のデータ（ビッグデータ）になっている。こうしたビッグデ

ータに潜む解析対象（人の行動、環境、社会現象）の傾向や異種データ間の関係性を洗い出すことにより、

従来では発見できなかった知見を見い出し、新たな学問領域やビジネスを開拓できる可能性がある。 

本授業では、こうしたビッグデータ解析に関する基本的な知識や解析技術等を修得する。また、実践例とし

て分散処理システム（Hadoop）やビッグデータ処理 API（BigQuery）などを活用して、実際のビッグデータ

の処理・解析方法を演習を通して学修し、新しい知見を発見する力を養う。 

２．授業の目的・到達目標 

本授業では、ビッグデータ解析の一連の処理～データ収集・解析、可視化、結果の解釈～における基本的な

データの取り扱い方法や解析手法・手順を理解すると共に、ビッグデータ解析特有の問題点やこれを解決す

る方法・技術などについても理解し、様々な分野の多種多様なデータを適切に取り扱う方法を習得する。 

また、ビッグデータ解析を可能にするための解析環境を構築し、解析技術の適用方法、結果の吟味の仕方等

の演習を通して習得し、これらを活用して新しい知見を発見する力を養うことを目的とする。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ ビッグデータの誕生と従来の統計学等との違い 

２ ビッグデータ解析～収集・解析・結果の可視化・解釈～の現状と課題 

３ 
ビッグデータ解析における目標設定、解析計画の策定、及び、データ解析技術、プラットフォーム

について 

４ データ種別に応じたデータ収集、及び、データ登録 

５ 統計解析、可視化ツール :Rと環境構築、入力データ特性の把握 

６ ビッグデータ解析プラットフォーム：Hadoop、Hbase/Hive等について 

７ MapReduceフレームワークと入力データの分散処理（Map処理）について 

８ 分散処理結果の集約処理（Reduce処理）について 

９ データ解析途中結果の検証方法とデータ抽出、解析方法の見直し 

１０ 解析結果の可視化、結果の吟味・検証方法、解析計画の見直し（PDCA） 

１１ 機械学習の利用による高度解析処理 

１２ 解析結果の演繹に基づく産業施策への展開、リアルタイム処理 

１３ 総合演習１ 



１４ 総合演習２ 

１５ 総合演習結果の発表会、今後の展望 

４．成績評価の方法 

各授業において出題する下記により評価する 

・理解度確認課題：70％ 

・課題レポート：30％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

授業で、各種ツール類を利用する為、Linux/Windowsの取扱いに慣れていることが望ましい。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

資料を配布 

 

参考文献： 

『Hadoop徹底入門 第 2版オープンソース分散処理環境の構築』 

太田一樹（著）、岩崎正剛（著）、猿田浩輔（著）、下垣徹（著）、藤井達朗（著）、山下真一（著）、 

濱野賢一朗（監）、翔泳社、2013年 

『HBase徹底入門 Hadoopクラスタによる高速データベースの実現』 

株式会社サイバーエージェント 鈴木俊裕（著）、梅田永介（著）、柿島大貴（著）、翔泳社、2015年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 IoT 
授業 

形態 
演習 

授業コード IOT135 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 ◎鎌谷 修、Adrian David Cheok 

１．授業概要 

IoT（Internet of Things）は身近なものをインターネットとつなげ、新たなサービスやシステムを生み出

す仕組みを指す。IoT を通じ、新たなサービスやシステムを生み出すためには、データベース、ネットワー

ク、ソフトウェアなど、本学で学ぶ情報通信技術に関する様々な知識とスキルが必要となる。本科目では、

ユーザアプリケーションからサーバシステムまでを対象とした IoT システムの全体アーキテクチャを理解

し、演習による基本動作検証の体験を通じて、IoT に関する基本的なスキルを習得する。国際標準に準拠し

た IoTシステムを構築するための、組込みコンピュータ、各種センサ、アクチュエータの制御手法について

理解し、与えられた要求条件を満たすための、IoTシステムの構築について演習を行う。 

２．授業の目的・到達目標 

国際標準に準拠した IoTアーキテクチャ全体像の理解と、演習による実際の動作実証。 

与えられた要求条件を元にした、IoTシステム設計スキルの習得。 

組込みコンピュータ、各種センサ、アクチュエータの制御手法の理解。 

演習による実際の動作検証の手法を身に付ける。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 授業の概要と目的、演習の進め方、演習で必要とされる IoT基本技術についての説明 

２ 
演習に必要な各種 IoT センサ、アクチュエータ、制御ソフトウェアについての説明 

基本動作の検証 

３ 
IoTシステムで利用される各種無線伝送プロトコルの概要 

デバイスネットワーキング設計、データ転送動作の基本検証 

４ 
IoTシステムにおけるゲートウェイモデル、ゲートウェイサーバの構築手法の概要 

データ収集及び変換処理の動作検証 

５ 
IoTシステムにおけるデータ構造、データベース、データ蓄積サーバ技術の概要 

ゲートウェイ連携動作及びデータ蓄積処理の基本検証 

６ 
IoTシステムによって収集したデータの分析手法、可視化技術の概要 

収集データの評価、活用及び処理データ提示の基本検証 

７ 

IoTシステムの例題を提示し、概要の説明 

ソフトウェア仕様設計手法、演習の進め方の説明 

例題に対するユーザアプリケーション開発手法の演習 

８ 演習：センサ及びアクチュエータ制御ソフトウェア開発手法 

９ 演習：ゲートウェイサーバ及びデータ蓄積サーバ制御ソフトウェア開発手法 

１０ 演習：例題に対する、基本動作検証のためのプロジェクト計画を検討、策定、実施 



１１ 演習：プロジェクト計画における、ソフトウェアツールキットの検討 

１２ 演習：プロジェクト計画における、IoTソフトウェア開発 

１３ 演習：プロジェクト計画における、IoTソフトウェア連携動作 

１４ 
プロジェクト計画における IoTシステム基本動作検証結果の取りまとめ 

発表会に向けた準備 

１５ プロジェクト計画結果についての発表会 

４．成績評価の方法 

プロジェクト（ソフトウェア）80％＋発表会における討論 20％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

予習（標準学習時間：1時間） 

・Webサイト等を閲覧し、基本的な用語・概念について理解をしたうえで授業に臨むこと。 

復習（標準学習時間：1時間） 

・各授業で示した参考文献、Webサイト等について振り返り、着実に理解した上で次回の授業につなげる。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

演習等に必要な資料を別途配布する。 

 

参考文献： 

『The Internet of Things: The MIT Press Essential Knowledge Series』 

Samuel Greengard（著）、MIT Press、2015年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 ネットワーク構築Ⅰ 
授業 

形態 
演習 

授業コード DN1133 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 山内 正人 

１．授業概要 

小規模なネットワークにおけるネットワーク機器の構成や技術、動作などの概要について演習形式で実践的

に学ぶ。OSI 参照モデルにおける物理層、データリンク層、ネットワーク層、トランスポート層、アプリケ

ーション層の役割やプロトコルについて理解し、IPネットワークの基礎的な構築を行う。ネットワーク層で

は IPv4 におけるアドレス計画について学び、小規模なネットワークにおいてアドレス計画を実践する。IP

ネットワークのサブネット化を学ぶことで IP ネットワーク分割の概念を理解するとともに、サブネットマ

スクを用いたアドレス計画への対応についても学ぶ。また実際に構築したネットワークはネットワーク管理

ツールなどを用いてテストし接続性に問題ないことを確認する。 

２．授業の目的・到達目標 

小規模なネットワークを構築する技術や概念について理解し、ネットワーク機器の基本設定が出来ることを

目的とする。小規模なネットワークで用いられるネットワーク機器について理解し説明できる、各ネットワ

ーク機器の働きや動作について理解し、説明できる、小規模なネットワークにおいて正しく疎通しているこ

とを確認できる事を目標とする。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ ネットワーク構築の基礎（ネットワーク構築する上での環境整備及び基本用語について学ぶ） 

２ ローカルネットワーク（ネットワーク管理ツールなどを用いてローカルネットワークを知る） 

３ 
ローカルネットワークへの接続（ネットワークの種類やネットワークコンポーネントなどについて

学ぶ） 

４ 
通信媒体と設計（ネットワークに使われる通信媒体とその特性について説明し、適切な媒体の選択

方法について学ぶ） 

５ 中間復習（これまでの内容に関する復習を行う） 

６ 通信の原理（ネットワークを機能させるための通信規格や通信の仕組みについて学ぶ） 

７ イーサネットネットワークの仕組み（通信における階層型モデルや階層型設計について学ぶ） 

８ ネットワークの構築方法（ネットワークの適切な設計やアクセスレイヤの構築などについて学ぶ） 

９ ネットワーク間のルーティング（経路制御表や LANの作成について実践的に学ぶ） 

１０ IPv4アドレス（IPv4 アドレスの目的や構造について学ぶ） 

１１ サブネットマスク（IPv4アドレスの要素とサブネットマスクとの関係について学ぶ） 

１２ IPv4アドレスの取得方法（アドレスの割り当てと DHCPについて学ぶ） 

１３ IPv4アドレス管理（ネットワークの境界とアドレス空間などについて学ぶ） 



１４ IPv6でのアドレス指定（IPv4アドレスと IPv6 アドレスの違いなどについて学ぶ） 

１５ まとめ 

４．成績評価の方法 

課題やクイズ：100% 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

授業における資料や教材を用いて予習・復習を行う。 

また演習課題については授業外の時間も活用し課題を完了させること。 

（あわせて各回 30～60分程度） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

なし 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

教材の更新 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 情報セキュリティ演習Ⅰ 
授業 

形態 
演習 

授業コード PS1133 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 平山 敏弘 

１．授業概要 

ICT 利用なしの世界が考えられない現在、万一企業において情報流失などの事件が発生した場合での金銭的

な損失や企業イメージの低下など、計り知れない損害を被ることになる。本授業では前半に SNS利用の際の

注意点などを理解することで、社会人に必要なセキュリティリテラシーを学ぶ。中盤以降では、インターネ

ットの成り立ちを学んだ後、Web システムを中心としたコンピュータシステムの各構成要素の概要と各構成

要素において注意すべきセキュリティ事項について事例を交えながら学び、情報セキュリティ全般に対する

学習を行う。最後の総まとめでは授業全般を振り返り、情報セキュリティに関する知識とスキルの定着を図

る。 

２．授業の目的・到達目標 

ICT に大きく依存している現代社会において、情報漏えい事件やインターネット上での詐欺事件などが後を

絶たない。これは ICTが取り扱う情報の価値が年々高まってきていることが背景にある。将来 ICTを職業と

する人はもちろんのこと、ICT 業界以外に進む人にとっても ICTを使用せずに暮らすことがほとんど不可能

な状況の中、情報の取り扱い方やその危険性について理解しておくことが、今後益々必要になってくる。 

本授業では、ICT における情報とは何であり、情報セキュリティの事件や事故が自分自身を含む社会全体に

対して、多大な影響を与える可能性があることを、事例などを通じて理解することを目標とする。加えて情

報セキュリティにおける攻撃方法とその対策についての概要を理解し、今後社会人として情報セキュリティ

に対して何をすべきかについて、自身で対策できる対処方法を理解し、実行できることを目標とする。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

情報におけるリスクとは 

現代における情報とは何であり、その情報がなぜ価値あるものに変化したのかについて学びます。 

加えて、IT における情報がどのような危機に瀕しているのかを学ぶことで、情報セキュリティの重

要性を理解します。 

２ 

インターネット概説＆Webシステム概要 

インターネット誕生の背景を学び、なぜインターネットが社会に広まったのかについて学びます。

また Webシステムがどのような構成で構築されているかについて理解します。 

３ 

ネットワーク基礎技術 

サイバーセキュリティを理解する前提知識となるインターネットや TCP／IP プロトコルの概要を

理解します。また IP アドレスを使用してデータがどのように相手に届き、通信が行われるのかに

ついて学びます。 

４ 

ネットワークリスク 

ネットワークに潜んでいる脅威やリスクについて理解し、ネットワーク基礎技術で学んだネットワ

ークの仕組みを利用して、どのようにセキュリティインシデントが発生するのかについて学びま

す。 

５ 

Webサーバーシステムリスク 

Webシステムにおいて、Webサーバーおよび DB サーバーなど Webシステムを構成するコンポーネン

トにおけるリスクを理解すると共に、その対策例について学びます。 



６ 

Webアプリケーションへの脅威 

Webアプリケーションの仕組みを学ぶと共に、どのようなセキュリティ脅威があるのかを理解し、

Security by Design など Webアプリケーション作成時における、設計段階からのセキュリティを

考慮する重要性について学びます。 

７ 

映画に学ぶ情報セキュリティ基礎技術 

情報セキュリティがテーマの映画を鑑賞し、その中で使用されているサイバー攻撃手法について、

第 6 回までの講義で学んだ知識を利用して見つけ出すことで、セキュリティスキルの整理と定着を

図ります。 

８ 

サイバーセキュリティ対策基礎技術まとめ 

Webシステムを構成する各コンポーネントの役割とそこに潜む脅威やリスクについてのまとめを行

い、各回の講義で学んだ内容を総合的に理解します。 

９ 
オペレーティングシステムおけるセキュリティ 

オペレーティングシステムにおけるセキュリティリスクを理解し、その対策を学びます。 

１０ 

認証とアクセス制御 

認証技術とアクセス制御方法について理解し、データ保護の重要性とその対策方法を学びます。 

また暗号化の基本技術については、簡易的なデータ暗号化および復号化を体験することで理解を深

めます。 

１１ 

クラウドセキュリティ 

クラウドコンピューティングの概要、およびクラウド環境におけるセキュリティ／プライバシーの

脅威と対策について学びます。 

１２ 

新たな働き方に潜むセキュリティの脅威と事業継続におけるセキュリティの在り方 

攻撃者のターゲットが個人へ移行している現状を理解することと、自然災害などと同様にセキュリ

ティにおいても事業継続の考え方が必要なことを理解します。 

１３ 

スマートデバイスにおけるセキュリティの脅威と防御策 

スマートデバイスや SNSの標準設定は、世界基準で考えられているため、使用者自身が設定内容を

理解していないことで、予期せぬ自身の情報公開をしているケースがあり、その結果情報漏えい事

件に発展している場合もあります。そのような危険に巻き込まれないため、サイバーセキュリティ

脅威の理解と防御策を学びます。 

１４ 

自分の身の回りに潜むセキュリティ 

大学を狙ったサイバー攻撃事例などをもとに、身近にある情報漏えいの危険性を理解すると共に、

企業・組織としてのリスクを学ぶことにより、企業における情報漏えい対策を学びます。 

１５ 

情報セキュリティ基礎総括 

今日の社会で求められているプラス・セキュリティ人材とは、どのような人材であるのかを知るこ

とにより、全 15 回講義で学んだことが、どのような分野に進んだとしても受講者自身が実践の場

で活用出来る内容であることを理解し、講義終了後もセキュリティ意識が必要であることを理解し

ます。 

４．成績評価の方法 

（１）試験・テストについて 

   定期試験を実施します。 

（２）試験以外の評価方法 

   講義時に提出する授業内容確認小レポートによる評価をします。 

（３）成績の配分・評価基準等 

   定期試験の評価に加え、毎回の授業時に提出する小レポートおよび確認テストを下記の割合で評価し

ます。 

（定期試験 70％、授業内での提出物 30％（小レポート 15％、確認テスト 15％）） 

 

 



５．準備学修（予習・復習、課題等） 

（予習） 

次回講義内容について、インターネットなどを利用して、具体的なセキュリティインシデント（事件・事故）

事例などを調査しておくこと。また自身や自分の周りでの身近な事例があるかについても調べておくこと。

（標準学習時間：1時間） 

（復習） 

毎回講義の最後に確認テストを実施するので、その正解と理由について学んだ講義内容を復習して、確認し

ておくこと。答え合わせは、翌週講義の最初に実施する。（標準学習時間：1時間） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

『情報セキュリティ白書 2020』 

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）、2020年 

『情報セキュリティプロフェッショナル教科書』 

日本ネットワークセキュリティ協会教育部会（著）、アスキー・メディアワークス、2009年 

『サイバーセキュリティ 2020 脅威の近未来予測』 

日本ネットワークセキュリティ協会未来予測プロジェクト（編）、インプレス R&D、2015年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

もっと手を動かしたりしたり、セキュリティの一連の流れを体感したいとのコメントもありましたが、逆に

内容が難しかったとの声も一部ありますので、当講義においてはセキュリティリテラシー＋αのプラス・セ

キュリティ人材向けのレベルを継続していきます。一方アドバンスの学習をしたい方は、3 年生前期に開講

する情報セキュリティ演習Ⅱの履修も是非検討ください。 

また教科書があればとの声もありましたが、セキュリティの世界は情報の変化が早すぎるため、教科書での

情報提供が難しく、随時講師が作成した資料を授業で使用しています。参考資料などについては、授業内で

も、もっと紹介するようにしていきます。 

動画があるのでわかりやすかったや、コンピテンシーやコミュニケーションに関する内容が興味深く、また

役立ったなどの声もありましたので、その点については継続していきます。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 ネットワーク構築Ⅱ 
授業 

形態 
演習 

授業コード DN2133 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 山内 正人 

１．授業概要 

小規模なネットワークにおけるルーティングプロトコルやネットワークサービス、トラブルシューティング

について演習形式で実践的に学ぶ。ルーティングプロトコルの動作について理解し、IPv4 及び IPv6 での設

定を行うことで IPv4と IPv6 の共通点及び相違点について学ぶ。またルーティングプロトコル以外にも IPv4

アドレスの自動設定方法として DHCP の設定を行い、IPv6 アドレスの自動設定方法の Stateless Address 

Auto Configuration（SLAAC）や DHCPv6との仕組みの違いなどについて考察する。またトラブルシューティ

ングの方法について学ぶことで問題の切り分けを行い、ネットワーク管理者へ問題や挙動について正しく説

明することが出来るようになる。 

２．授業の目的・到達目標 

ネットワーク機器を設定し、小規模なネットワーク構築が出来るスキル習得を目的とする。小規模なネット

ワークで用いられるネットワーク機器について理解し説明できる、ネットワーク機器の働きや動作について

理解し、説明できる、小規模なネットワークにおいて正しく疎通していることを確認できる事を目標とする。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
クライアントとサーバ（ネットワークを構築するための環境構築及びクライアントとサーバの関係

について学ぶ） 

２ TCP/IP（TCP/IPプロトコルスイートについて学ぶ） 

３ 
アプリケーションプロトコルとサービス（Web、FTP、Telnet、電子メールなどのアプリケーション

プロトコルについて学ぶ） 

４ ホームネットワークの基礎（ホームネットワークで使われるネットワーク技術について学ぶ） 

５ 復習 

６ ホームネットワークの適切な設定（SSIDなどの適切な設定について学ぶ） 

７ 
ホームネットワークにおけるセキュリティ（ホームネットワークにおける脅威と対策について学

ぶ） 

８ 周辺機器との接続（周辺機器と接続するための近距離無線通信について学ぶ） 

９ ネットワークセキュリティ１（攻撃者とマルウェアについて学ぶ） 

１０ 
ネットワークセキュリティ２（攻撃の方法とそれに対するセキュリティツール等を使用してネット

ワークを保護する方法について学ぶ） 

１１ 
ネットワークセキュリティ３（ファイアウォールなどを使用してネットワークを保護する方法につ

いて学ぶ） 

１２ セキュリティの基本的な考え方について学ぶ 



１３ セキュリティインシデントを擬似体験し、インシデントレスポンスについて学ぶ 

１４ ルータ OSについて学ぶ 

１５ まとめ 

４．成績評価の方法 

課題やクイズ：100％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

授業における資料や教材を用いて予習・復習を行う。 

また演習課題については授業外の時間も活用し課題を完了させること。 

（あわせて各回 30～60分程度） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

適宜プリントを配布 

 

参考文献： 

『マスタリング TCP/IP ルーティング編』 

山川秀人（著）、水谷昭博（著）、亀野英孝（著）、森明治（著）、オーム社、2015年 

『インターネットルーティング入門 第 3版』 

友近剛史（著）、池尻雄一（著）、白崎泰弘（著）、翔泳社、2014年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

教材の更新 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 情報セキュリティ演習Ⅱ 
授業 

形態 
演習 

授業コード PS2133 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 平山 敏弘 

１．授業概要 

情報セキュリティマネジメントの視点より、企業で準備しなければならないセキュリティポリシーを学び、

ビジネスにおける情報の価値を理解することにより、情報におけるリスクとは何かを考える。中盤以降では、

学生では経験することが難しいリスク管理やセキュリティの運用・手法について、グローバル標準であるサ

イバーセキュリティフレームワーク（CSF）などを参考に、セキュリティインシデント発生時の役割や防御・

復旧方法などを学ぶ。また独立行政法人情報処理推進機構（IPA）から毎年発表される「情報セキュリティ

10 大脅威」など最新セキュリティ状況を交えることでより理解を深める。 

２．授業の目的・到達目標 

情報セキュリティ分野は知識を学んだだけでは、その身に付けた能力を活かす事ができません。また近年セ

キュリティ人材が 10 数万人不足と叫ばれているが、セキュリティ人材といってもその役割は様々であり、

一括りで扱うことはできない。 

当授業では、学生では学ぶことが難しいセキュリティインシデント発生時の対応をケーススタディ形式での

演習を通じて学ぶことにより、セキュリティに携わる仕事の種類や役割を理解すると共に、セキュリティマ

ネジメントやセキュリティ運用についての理解も深めることを目標とする。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

身の回りにある危険と個人レベルでのリスク管理 

一般人においてもセキュリティを考慮しなければならない時代である点を理解するため、個人レベ

ルでのリスクとは何かを学びます。 

２ 

身近なインシデント事例 

身近なインシデント事例や情報セキュリティ 10大脅威 を学んだ後、インシデント事例調査の演習

を行います。 

３ 
身近なインシデント事例の発表 

第 2 回で調査したインシデント事例についての発表を行います。 

４ 

セキュリティ運用体制とセキュリティインシデント初動対応演習 

セキュリティ運用について CSIRT（Computer Security Incident Response Team）とは何であり、

そのチーム内でのそれぞれの役割について理解します。 

運用体制について理解した後、自分の PC がウィルス感染し、いきなりマルウェアに「感染しまし

た」とのポップアップ画面が表示された時を想定した演習を実施して理解を深めます。 

５ 

身近なインシデントを分類 

第 2 回および第 3 回の演習で調査した身近なインシデント事例を攻撃毎に分類する演習を実施し

ます。 

６ 

通販サイトの問題点と改善策 

ケーススタディを通して、通販サイトで発生したセキュリティインシデントの問題点と改善策を考

える演習を行います。 



７ 

非機能要件とセキュリティ（当通販サイトで検討すべき非機能要件演習） 

機能要件と非機能要件の概要を学び、非機能要件の中で検討すべきセキュリティ項目について学び

ます。 

ケーススタディである通販サイトにおいて、検討すべき非機能要件の検討を行う演習を行います。 

８ 

セキュリティマネジメント基礎 

企業活動を行なう上で、個人情報などの秘密性の高いデータを取り扱うことが必須となり、そのよ

うなデータ取り扱い時のセキュリティ対策や方針をセキュリティポリシーとして取りまとめます。

セキュリティポリシーとはどのようなものかなど、セキュリティマネジメントの基礎を学びます。 

９ 

サイバーキルチェーンとは 

近年、サイバー攻撃は段階を踏んで行われるようになっています。この攻撃を構造化したものが「サ

イバーキルチェーン」であり、標的型攻撃の一連の行動を軍事行動に似せてモデル化されたもので

すが、事例を通じてサイバーキルチェーンの理解を深めます。 

１０ 

セキュリティ運用と通販サイトでの封じ込め対応演習 

グローバル標準である CSF（サイバーセキュリティフレームワーク）や JPCERT/CCインシデントハ

ンドリングマニュアルなどを参考に、セキュリティインシデント発生時の役割や防御・復旧方法の

基礎を学びます。 

その後、サイバーキルチェーンの考え方に基づき、ケーススタディの通販サイトにおける封じ込め

対応について、リアル感を持った机上演習を実施します。 

１１ 
封じ込め対策の経営層への報告演習 

演習で検討した封じ込め対策について、経営層を意識した模擬報告の発表（演習）を行ないます。 

１２ 

多層防御とスイスチーズモデル 

事故モデルとして提唱された「スイスチーズモデル」は、事故は単独で発生するのではなく複数の

事象が連鎖して発生するとしたものですが、情報リスク管理の多層防御の考え方にも通じるもので

す。スイスチーズモデルと多層防御とは何かを学び、ケーススタディの通販サイトにおける多層防

御対策を検討する演習を行います。 

１３ 

再発防止策検討結果の発表 

演習で検討した多層防御の視点からの再発防止対策について、経営層を意識した模擬報告の発表

（演習）を行ないます。 

１４ 

情報漏えい被害額の算定 

漏えいした個人情報について、1 人当たりの損害賠償額は、500 円ではありません。今回情報漏え

いしてしまったケーススタディ企業での、想定される損失額を算出する演習を行い、情報漏えいが

企業経営へ大きな影響を与えることを理解します。 

１５ 

まとめ 

演習を通じての気づきや学びについて、履修生各人から発表すると共に、第一線での経験がある教

員が発表に対して補足説明を行なうことで、学生では学ぶことが難しいセキュリティマネジメント

やセキュリティインシデントハンドリングについての理解を深めます。 

４．成績評価の方法 

（１）試験・テストについて 

   定期試験に準ずる最終レポートを提出していただきます。 

（２）最終レポート以外の評価方法 

   ・講義時に提出する演習資料と発表評価 

   ・授業時の貢献度（毎回の講義時に提出する小レポートなどにより判断） 

（３）成績の配分・評価基準等 

   最終レポートの評価に加え、授業時作成資料・発表内容および授業への貢献度を総合的に判断して評

価します。 

（最終レポート 50％、授業内での演習および発表用成果物 20％、授業への貢献度 30％） 



５．準備学修（予習・復習、課題等） 

演習成果を発表することが含まれる講義のため、チームおよび個人での演習資料作成など、約 2時間程度の

講義時間以外の予習復習が必要。 

復習） 

講義内で実施した演習について、講義時間内で終了しない内容の継続検討および、演習結果資料のまとめを

行なっておくこと。（標準学習時間：1時間） 

予習） 

次回講義にプレゼンテーション実施できるため発表資料の準備。または、次回講義の際における講義内で使

用される言葉の内容などを調べておくなどの事前調査を行なっておくこと。（標準学習時間：1時間） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

必要な資料については、講義時に配布する資料を使用する。 

 

参考文献： 

『CSIRT：構築から運用まで』 

日本シーサート協議会（著）、エヌティティ出版、2016年 

『すべてわかるセキュリティ大全 2018』 

ITpro、日経コンピュータ（編）、日経 BP、2017年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
職業専門科目 

授業科目名 ネットワーク構築Ⅲ 
授業 

形態 
演習 

授業コード DN3133 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 山内 正人 

１．授業概要 

小規模なネットワークにおけるスイッチドネットワーク、仮想的な LANセグメント、ネットワークの冗長化

及びトラブルシューティングについて演習形式で実践的に学ぶ。ネットワーク機器であるスイッチの動作に

ついて理解し、LAN 環境での冗長性、リンク集約、トラブルシューティングの方法について学ぶことで問題

の切り分けを行うことが出来るようになる。具体的には仮想的な LANセグメント（VLAN）の概念やその設定、

VLAN間ルーティング及びスパニングツリープロトコル、ファストホップ冗長プロトコル、ゲートウェイロー

ドバランシングプロトコル、リンクアグリゲーションの概要とその設定方法、トラブルシューティング方法

について学ぶ。 

２．授業の目的・到達目標 

ネットワーク機器を設定し、ネットワーク構築及びネットワークの冗長化が出来るスキル習得を目的とす

る。ネットワーク機器について理解し説明できる、ネットワーク機器の動作について理解し、説明できる、

信頼のおけるネットワークを構築し疎通していることを確認できる事を目標とする。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ ルータの構成と起動について学ぶ 

２ ルータ OSのナビゲート 

３ ルータ OSの基本設定１（showコマンドなどの基本操作について学ぶ） 

４ ルータ OSの基本設定２（各種設定コマンドなどの基本操作について学ぶ） 

５ スイッチとルータを使用したネットワーク構築 

６ トラブルシューティングの基本について学ぶ 

７ トラブルシューティングの実践１（トラブルシューティングに使用するツールについて学ぶ） 

８ トラブルシューティングの実践２（名前解決に関するトラブル） 

９ トラブルシューティングの実践３（Wi-Fiに関するトラブル） 

１０ トラブルシューティングの実践４（トラブル解決に向けたヒアリング） 

１１ これまでの内容を復習する 

１２ ネットワークの構築実践１（実践的なネットワークの構築に必要な知識について学ぶ） 

１３ ネットワークの構築実践２（実践的なネットワークの構築を行う） 

１４ ネットワークの構築実践３（実践的なネットワークの構築を行う） 

１５ ネットワークの構築実践４（実践的なネットワークの構築を行う） 



４．成績評価の方法 

課題やクイズ：100％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

授業における資料や教材を用いて予習・復習を行う。 

また演習課題については授業外の時間も活用し課題を完了させること。 

（あわせて各回 30-60分程度） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

なし 

７．備考 

ネットワーク技術、ネットワーク構築Ⅰ、ネットワーク構築Ⅱと同等の知識、スキルを要していること 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
展開科目 

授業科目名 ビジネス英語実習Ⅰ 
授業 

形態 
実習 

授業コード PE1141 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎阿部川 久広、Hug Jose、柿崎 理、栗田 昭宏 

１．授業概要 

ビジネスと ICTを用いて、世界に変革を起こしていくためには、さまざまな国の人々と協同することが重要

である。様々な価値観や文化的背景の異なる人々と協働するために多様性の受容、コミュニケーションやプ

レゼンテーションなどを共通言語となる英語で行う必要がある。 

ビジネス英語実習Ⅰでは、ビジネスの基本となる挨拶やマナー、簡単な電話やメール等でのやり取り、会議

や出張の手配など、初歩的なビジネス英語での会話力、表現力を習得する。本授業終了時には、英語を用い

て、簡単なビジネス応対や観光案内、機器の操作説明ができるようになることを目標とする。 

２．授業の目的・到達目標 

・テーマに沿った内容を英語で理解し、表現する。 

・授業を通じ、グローバルでのコミュニケーションに必要な技術や知識を習得する。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4]＋自己紹介と演習 

・[ドラッカー] Daily Drucker Feb11 (1) Management 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4]＋自己紹介と演習 

・[ドラッカー] Daily Drucker Feb11 (2) Management 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

３ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4]＋自己紹介と演習 

・[ドラッカー] Daily Drucker March 12 (1) Business Purpose 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

４ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4]＋自己紹介と演習 

・[ドラッカー] Daily Drucker March 12 (2) Business Purpose 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

５ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4]＋自己紹介と演習 

・[ドラッカー] Daily Drucker February 27 (1) What is our business 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

６ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4]＋自己紹介と演習 

・[ドラッカー] Daily Drucker February 27 (2) What is our business 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 



７ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker March 17 (1) Profit 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

８ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker March 17 (2) Profit 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

９ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker February28 (1) Customer 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１０ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker February28 (2) Customer 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１１ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker March 1 (1) Leader 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１２ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker March 1 (2) Leader 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１３ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker March 6 (1) Risk 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１４ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker March 6 (2) Risk 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１５ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker April 5 (1) Leader 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１６ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker April 5 (2) Leader 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１７ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker June 1 (1) Manage oneself 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１８ 
・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker June1 (2) Manage Oneself 



・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１９ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker June 26 (1) Enjoy working 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２０ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker June 26 (2) Enjoy Working 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２１ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker September 11 (1) Results 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２２ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker September 11 (2) Results 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２３ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker September 1 (1) Know Thy Time 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２４ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker September 1 (2) Know Thy Time 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２５ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker October 3 (1) Decision Making 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２６ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker October 3 (2) Decision Making 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２７ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker September 29 (1) Stone cutter 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２８ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker September 29 (2) Stone Cutter 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２９ 
まとめと振り返り 

総合演習 

３０ 
まとめと振り返り 

総合演習 



４．成績評価の方法 

Attitude： 

授業へ積極的に参加しているか、思考し発言しているか、理解しようと努めているか（15％） 

Contribution： 

授業に貢献しているか、グループ内で発言しているか、議論に参加しリードし議論内容を進化させようとし

ているか（15％） 

Willingness： 

積極的に参加しようと努めているか、グループの議論を助けようとしているか、何かを得ようとやる気を出

しているか（10％） 

Assignment： 

授業中のタスク、授業中のプレゼンテーション、授業中の発言、授業後の提出物など、課されているものを

しっかり理解し、対応しようとしているか（60％） 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

各回ごとに設定されるテーマをもとに、表現や内容の準備と振り返りを行う。配布された資料の単語などを

辞書で調べておくとよい。フィールドワークに向けて地域の事柄を説明できるようになる。（各回 30～60分） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

『公式 TOEIC Listening & Reading 問題集 8』 

ETS（著）、国際ビジネスコミュニケーション協会、2021 年 

『The Daily Druker』 

Peter F. Drucker（著）、Routledge、2004年 

『スティーブジョブズ伝説のスピーチ＆プレゼン』 

CNN English Express（編）、朝日出版、2012年 

『外資系 1年目のための英語の教科書 Business English 101』 

マヤ・バーダマン（著）、KADOKAWA、2020年 

上記のほか、適宜資料を配布する。 

 

参考文献： 

『TOEIC Speaking & Writing 公式テストの解説と練習問題』 

ETS（著）、国際ビジネスコミュニケーション協会、2015 年 

『ドラッカー 365の金言』 

Peter F. Drucker（著）、上田惇生（訳）、ダイヤモンド社、2005年 

７．備考 

講義は TOEICテキストの解釈、音読、問題演習、ジョブズなど経営者によるスピーチやプレゼンの解釈、音

読、ドラッカーなどビジネスに直結する内容や表現の解釈、音読、などを行います。また Daily Druckerの

Action Point を用いてクラスで討議したり、クラス内のグループでミニプレゼンを作り、発表＋QAなども

行います。 

 

この科目は「大学等における修学の支援に関する法律」において本学が申請した実務経験のある教員による

授業科目です。 

８．昨年度からの振り返り 

①講義難易度については、現状のレベルで、平易な表現を選択しますが、その分、話す、聞く力を意識して

練習します。 

②ブレイクアウトなどグループで討議したり、発表したりする機会を増やし、また事前に時間を区切ること

で、効率よく、かつ集中力の途切れない講義構成とします。 

 学生各位の積極的、自主的な授業への参加を希望します。 



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
1年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
展開科目 

授業科目名 ビジネス英語実習Ⅱ 
授業 

形態 
実習 

授業コード PE2141 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎阿部川 久広、Hug Jose、柿崎 理、栗田 昭宏 

１．授業概要 

ビジネスと ICTを用いて、世界に変革を起こしていくためには、さまざまな国の人々と協同することが必要

であり、様々な価値観や文化的背景の違う人々と協働するために多様性の受容、コミュニケーション、ディ

ベート、ネゴシエーション、プレゼンテーションなどを共通言語となる英語で行うことができることは重要

である。 

ビジネス英語実習Ⅱでは会社や事業の紹介、仕様説明や問い合わせ対応時に必要な用語や表現、日常会話で

はなくビジネスの現場で使用する用語や表現と、それらを用いた説明時や会議時に必要な会話力や表現力を

習得する。本授業終了時には、英語を用いて、説明書や仕様書を作成できること、ネイティブの方と英語を

交えて会議ができることを目標とする。 

２．授業の目的・到達目標 

・テーマに沿った内容を英語で理解し、表現する。 

・授業を通じ、グローバルでのコミュニケーションに必要な技術や知識を習得する。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4]＋自己紹介と演習 

・[ドラッカー] Daily Drucker Feb11 (1) Management 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4]＋自己紹介と演習 

・[ドラッカー] Daily Drucker Feb11 (2) Management 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

３ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4]＋自己紹介と演習 

・[ドラッカー] Daily Drucker March 12 (1) Business Purpose 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

４ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4]＋自己紹介と演習 

・[ドラッカー] Daily Drucker March 12 (2) Business Purpose 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

５ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4]＋自己紹介と演習 

・[ドラッカー] Daily Drucker February 27 (1) What is our business 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

６ 
・[TOEIC L&R part 3, Part 4]＋自己紹介と演習 

・[ドラッカー] Daily Drucker February 27 (2) What is our business 



・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

７ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker March 17 (1) Profit 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

８ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker March 17 (2) Profit 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

９ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker February28 (1) Customer 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１０ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker February28 (2) Customer 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１１ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker March 1 (1) Leader 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１２ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker March 1 (2) Leader 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１３ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker March 6 (1) Risk 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１４ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker March 6 (2) Risk 

・Steve Jobs スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１５ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker April 5 (1) Leader 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１６ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker April 5 (2) Leader 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１７ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker June 1 (1) Manage oneself 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 



１８ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker June1 (2) Manage Oneself 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

１９ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker June 26 (1) Enjoy working 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２０ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker June 26 (2) Enjoy Working 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２１ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker September 11 (1) Results 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２２ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker September 11 (2) Results 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２３ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker September 1 (1) Know Thy Time 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２４ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker September 1 (2) Know Thy Time 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２５ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker October 3 (1) Decision Making 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２６ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker October 3 (2) Decision Making 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２７ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker September 29 (1) Stone cutter 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２８ 

・[TOEIC L&R part 3, Part 4] 

・[ドラッカー] Daily Drucker September 29 (2) Stone Cutter 

・Philip Kotlar スピーチ＆プレゼンテーション 

・[Business English 101 ] 各章レビュー＋練習 

２９ 
まとめと振り返り 

総合演習 



３０ 
まとめと振り返り 

総合演習 

４．成績評価の方法 

Attitude： 

授業へ積極的に参加しているか、思考し発言しているか、理解しようと努めているか（15％） 

Contribution： 

授業に貢献しているか、グループ内で発言しているか、議論に参加しリードし議論内容を進化させようとし

ているか（15％） 

Willingness： 

積極的に参加しようと努めているか、グループの議論を助けようとしているか、何かを得ようとやる気を出

しているか（10％） 

Assignment： 

授業中のタスク、授業中のプレゼンテーション、授業中の発言、授業後の提出物など、課されているものを

しっかり理解し、対応しようとしているか（60％） 

 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

各回ごとに設定されるテーマをもとに、表現や内容の準備と振り返りを行う。配布された資料の単語などを

辞書で調べておくとよい。フィールドワークに向けて地域の事柄を説明できるようになる。（各回 30～60分） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

『公式 TOEIC Listening & Reading 問題集 8』 

ETS（著）、国際ビジネスコミュニケーション協会、2021 年 

『The Daily Drucker』 

Peter F. Drucker（著）、Routledge、2004年 

『スティーブジョブズ伝説のスピーチ＆プレゼン』 

CNN English Express（編）、朝日出版、2012年 

『外資系 1年目のための英語の教科書 Business English 101』 

マヤ・バーダマン（著）、KADOKAWA、2020年 

上記のほか、適宜資料を配布する。 

 

参考文献： 

『TOEIC Speaking & Writing 公式テストの解説と練習問題』 

ETS（著）、国際ビジネスコミュニケーション協会、2015 年 

『ドラッカー 365の金言』 

Peter F. Drucker（著）、上田惇生（訳）、ダイヤモンド社、2005年 

７．備考 

講義は TOEICテキストの解釈、音読、問題演習、ジョブズなど経営者によるスピーチやプレゼンの解釈、音

読、ドラッカーなどビジネスに直結する内容や表現の解釈、音読、などを行います。また Daily Druckerの

Action Point を用いてクラスで討議したり、クラス内のグループでミニプレゼンを作り、発表＋QAなども

行います。 

８．昨年度からの振り返り 

①講義難易度については、現状のレベルで、平易な表現を選択しますが、その分、話す、聞く力を意識して

練習します。 

②ブレイクアウトなどグループで討議したり、発表したりする機会を増やし、また事前に時間を区切ること

で、効率よく、かつ集中力の途切れない講義構成とします。 

 学生各位の積極的、自主的な授業への参加を希望します。 



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
展開科目 

授業科目名 ビジネス英語実習Ⅲ 
授業 

形態 
実習 

授業コード PE3141 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎阿部川 久広、Hug Jose、柿崎 理、栗田 昭宏、木村 優美 

１．授業概要 

ビジネスと ICTを用いて、世界に変革を起こしていくためには、さまざまな国の人々と協同することが必要

であり、様々な価値観や文化的背景の違う人々と協働するために多様性の受容、コミュニケーション、ディ

ベート、ネゴシエーション、プレゼンテーションなどを共通言語となる英語で行うことができることは重要

である。 

ビジネス英語実習Ⅲでは、1 年次の「ビジネス英語実習Ⅰ・Ⅱ」を土台とし、ケーススタディを通じてビジ

ネスや ICTのトレンドを活かす力、英語でビジネスプランや新たな製品やサービスの提案を行うことができ

る力、英語で業務の指示や相談ができる力を身に付ける。本授業終了時にはビジネスの現場で滞りなく業務

を遂行できる英語力を習得することを目指す。 

２．授業の目的・到達目標 

・テーマに沿った内容を英語で理解し、表現できる 

・授業を通じ、グローバルなビジネスの場の英語実践を行う。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ Introduction to course, Textbooks, and Expectations 

２ 

・[Blank] 

Chapter 1: p.23-33“The Product Development Model” 

・[Drucker] 

p.1-33“January” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.9-21“Visa” 

３ 

・[Blank] 

Chapter 1: p.59-67“So What's the Alternative?” 

・[Drucker] 

p.35-65“February” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.22-26“Visa” 

４ 

・[Blank] 

Chapter 2: p.73-86“The Four Steps to the Epiphany” 

・[Drucker] 

p.67-99“March” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.27-39“Clayton Christensen” 

５ 
・[Blank] 

Chapter 2: p.86-96“The Four Types of Startup Markets” 



・[Drucker] 

p.10-132“April” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.40-45“Clayton Christensen” 

６ 

・[Blank] 

Chapter 3: p.105-113“Customer Discovery” 

・[Drucker] 

p.133-165“May” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.47-61“Intel Capital” 

７ 

・[Blank] 

Chapter 3: p.113-118“Evangelists: The Most Important Customer You'll Ever Know” 

・[Drucker] 

p.167-198“June” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.62-66“Intel Capital” 

８ 

・[Blank] 

Chapter 3: p.122-131“Overview of the Customer Discovery Process”and“Phase 0: Get Buy-

In” 

・[Drucker] 

p.199-231“July” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.67-75“eToro” 

９ 

・[Blank]  

Chapter 3: p.131-179“Phase 1: State Your Hypotheses” 

・[Drucker] 

p.233-265“August” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.75-80“eToro” 

１０ 

・[Blank] 

Chapter 3: p.179-200“Phase 2: State Your Hypotheses” 

・[Drucker] 

p.267-298“September” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.81-93“TransferWise” 

１１ 

・[Blank] 

Chapter 3: p.200-223“Phase 3: Test and Qualify the Product Concept” 

・[Drucker] 

p.299-331“October” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.94-97“TransferWise” 

１２ 

・[Blank] 

Chapter 3: p.223-233“Phase 4: Verify” 

・[Drucker] 

p.333-364“November” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.99-113“PayPal” 



１３ 

・[Blank] 

Chapter 4: p.244-254“The Customer Validation Philosophy” 

・[Drucker] 

p.365-397“December” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.114-117“PayPal” 

１４ 
・[Blank] 

Chapter 4: p.255-298“Phase 1: Get Ready to Sell” 

１５ Review and Midterm Exams 

１６ 

・[Blank] 

Chapter 4: p.298-314“Phase 2: Sell to Visionary Customers” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.119-127“NASDAQ” 

１７ 

・[Blank] 

Chapter 4: p.314-324“Phase 3: Develop Positioning for the Company and Its Product” 

・[Drucker] 

p.1-33“January” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.128-131“NASDAQ” 

１８ 

・[Blank] 

Chapter 4: p.325-338“Phase 4: Verify” 

・[Drucker] 

p.35-65“February” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.133-145“Bitcoin” 

１９ 

・[Blank] 

Chapter 5: p.345-361“The Customer Creation Philosophy” 

・[Drucker] 

p.67-99“March” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.146-150“Bitcoin” 

２０ 

・[Blank] 

Chapter 5: p.368-385“Overview of the Customer Creation Process”and“Phase 1: Get Ready 

to Launch” 

・[Drucker] 

p.10-132“April” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.151-161“Stripe” 

２１ 

・[Blank] 

Chapter 5: p.385-398“Phase 2: Positioning the Company and Product” 

・[Drucker] 

p.133-165“May” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.162-166“Stripe” 

２２ 
・[Blank] 

Chapter 5: p.398-420“Phase 3: Launch the Company and Product” 



・[Drucker] 

p.167-198“June” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.167-179“Rebel Systems” 

２３ 

・[Blank] 

Chapter 5: p.421-431“Phase 4: Create Demand” 

・[Drucker] 

p.199-231“July” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.180-185“Rebel Systems” 

・[Ohno] 

Unit 1: p.12“Scott Galloway” 

２４ 

・[Blank] 

Chapter 6: p.443-449“The Company Building Philosophy”and p.458-461“Creating Fast-

Response Departments” 

・[Drucker] 

p.233-265“August” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.187-199“Dow Jones” 

・[Ohno] 

Unit 2: p.38“Mary Aiken” 

２５ 

・[Blank] 

Chapter 6: p.461-482“Phase 1: Reach Mainstream Customers” 

・[Drucker] 

p.267-298“September” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.200-203“Dow Jones” 

・[Ohno] 

Unit 3: p.64“Marcus du Sautoy” 

２６ 

・[Blank] 

Chapter 6: p.483-497“Phase 2: Review Management and Build a Mission-Centric 

Organization” 

・[Drucker] 

p.299-331“October” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.205-215 

・[Ohno] 

Unit 4: p.92“Yuval Noah Harari” 

２７ 

・[Blank] 

Chapter 6: p.497-512“Phase 3: Transition the Customer Development Team Into Functional 

Departments” 

・[Drucker] 

p.333-364“November” 

・[Branscombe & Stalker] 

p.216-220 

・[Ohno] 

Unit 5: p.130“Lisa Randall” 



２８ 

・[Blank]  

Chapter 6: p.512-545“Phase 4: Building Fast-Response Departments” 

・[Drucker] 

p.365-397“December” 

・[Ohno] 

Unit 6: p.160“Jacques Attali” 

２９ 
・[Ohno] 

Unit 7: p.180“Philip Kotler” 

３０ Review and Final Exams 

４．成績評価の方法 

Attitude： 

授業へ積極的に参加しているか、思考し発言しているか、理解しようと努めているか（15％） 

Contribution： 

授業に貢献しているか、グループ内で発言しているか、議論に参加しリードし議論内容を進化させようとし

ているか（15％） 

Willingness： 

積極的に参加しようと努めているか、グループの議論を助けようとしているか、何かを得ようとやる気を出

しているか（10％） 

Assignment： 

授業中のタスク、授業中のプレゼンテーション、授業中の発言、授業後の提出物など、課されているものを

しっかり理解し、対応しようとしているか（60％） 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

毎週の授業を受けるにあたっては、事前に教科書の指定箇所等を読んでおくこと。 

また、授業時に課題を課すため、必ず期限内に提出すること。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

『BeNative!金融の英語』（[Branscombe]） 

株式会社 SMATOOS（著）、アルク、2016年 

『The Daily Drucker』（[Drucker]） 

Peter F. Drucker（著）、Routledge、2004年 

『On the Frontline of Wisdom』（[Ohno]） 

大野和基（編）、ジャパンタイムズ（編）、ジャパンタイムズ、2018年 

『The Four Steps to the Epiphany』（[Blank]） 

Steve Blank、Wiley、2020年 

 

参考文献： 

『Discipline Entrepreneur』 

Bill Aulet（著）、Wiley、2013年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

各回の授業は、学生を主体とした「反転授業」の形式で行います。そのため、十分な準備をした上で授業に

出席する必要があります。なお、準備学修に必要な資料等はすべて提供します。 

授業時には能力や理解度を確認するため、課題に関する演習を行います。また、グループワークを取り入れ、

グループへの貢献度も評価の対象となります。 



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
展開科目 

授業科目名 ビジネス英語実習Ⅳ 
授業 

形態 
実習 

授業コード PE4141 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎阿部川 久広、Hug Jose、柿崎 理、栗田 昭宏、木村 優美 

１．授業概要 

ビジネスと ICTを用いて、世界に変革を起こしていくためには、さまざまな国の人々と協同することが重要

である。様々な価値観や文化的背景の異なる人々と協働するために多様性の受容、コミュニケーションやプ

レゼンテーションなどを共通言語となる英語で行う必要がある。 

ビジネス英語実習Ⅳでは、「ビジネス英語実習Ⅰ～Ⅲ」を土台とし、カンファレンスやビジネスプランコン

テストなどで、ビジネスプランを英語でプレゼンテーションする」という想定で講義のゴールを設定する。

そのためのビジネスプランそのもの、そのストーリー化、スクリプト化、プレゼンテーション資料の作成、

発表に向けた段取りなどについて学習を進める。TED、SLUSH、STARTUP WORLDCUPなど、世界的なスタートア

ップのイベントやプレゼンテーションの機会で本学の学生がネイティブと対等にプレゼンテーションやコ

ミュニケーションを図ることができることを目標とする。 

２．授業の目的・到達目標 

・テーマに沿った内容を英語で理解し、表現できる 

・授業を通じ、グローバルなビジネスの場の英語実践を行う。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

Daily Dracker-1 (2.2) 

Four Steps to the Epiphany (1st time-1) 

Discussion and presentation 

２ 

Daily Dracker-2 (2.13) 

Four Steps to the Epiphany (1st time-2) 

Discussion and presentation 

３ 

Daily Dracker-3 (2.27) 

Four Steps to the Epiphany (1st time-3) 

Discussion and presentation 

４ 

Daily Dracker-4 (2.28) 

Four Steps to the Epiphany (1st time-4) 

Discussion and presentation 

５ 

Daily Dracker-5 (2.29) 

Four Steps to the Epiphany (1st time-5) 

Discussion and presentation 

６ 

Daily Dracker-6 (3.12) 

Four Steps to the Epiphany (1st time-6) 

Discussion and presentation 

７ 
Daily Dracker-7 (3.17) 

Four Steps to the Epiphany (1st time-7) 



Discussion and presentation 

８ 

Daily Dracker-8 (3.21) 

Four Steps to the Epiphany (1st time-6) 

Discussion and presentation 

９ 

Daily Dracker-9 (4.1) 

Four Steps to the Epiphany (1st time-9) 

Discussion and presentation 

１０ 

Daily Dracker-10 (4.24) 

Four Steps to the Epiphany (1st time-10) 

Discussion and presentation 

１１ 

Daily Dracker-11 (5.9) 

Four Steps to the Epiphany (1st time-11) 

Discussion and presentation 

１２ 

Daily Dracker-12 (5.27) 

Four Steps to the Epiphany (1st time-12) 

Discussion and presentation 

１３ 

Daily Dracker-13 (6.8) 

Four Steps to the Epiphany (1st time-13) 

Discussion and presentation 

１４ 

Daily Dracker-14 (6.26) 

Four Steps to the Epiphany (1st time-14) 

Discussion and presentation 

１５ 

Daily Dracker-15 (7.18) 

Four Steps to the Epiphany (1st time-15) 

Discussion and presentation 

１６ 

Daily Dracker-16 (8.10) 

Four Steps to the Epiphany (2nd time-1) 

Discussion and presentation 

１７ 

Daily Dracker-17 (8.11) 

Four Steps to the Epiphany (2nd time-2) 

Discussion and presentation 

１８ 

Daily Dracker-18 (8.12) 

Four Steps to the Epiphany (2nd time-3) 

Discussion and presentation 

１９ 

Daily Dracker-19 (8.13) 

Four Steps to the Epiphany (2nd time-4) 

Discussion and presentation 

２０ 

Daily Dracker-20 (8.25) 

Four Steps to the Epiphany (2nd time-5) 

Discussion and presentation 

２１ 

Daily Dracker-21 (8.26) 

Four Steps to the Epiphany (2nd time-6) 

Discussion and presentation 



２２ 

Daily Dracker-22 (8.27) 

Four Steps to the Epiphany (2nd time-7) 

Discussion and presentation 

２３ 

Daily Dracker-23 (9.9) 

Four Steps to the Epiphany (2nd time-8) 

Discussion and presentation 

２４ 

Daily Dracker-24 (10.3) 

Four Steps to the Epiphany (2nd time-9) 

Discussion and presentation 

２５ 

Daily Dracker-25 (10.30) 

Four Steps to the Epiphany (2nd time-10) 

Discussion and presentation 

２６ 

Daily Dracker-26 (10.31) 

Four Steps to the Epiphany (2nd time-11) 

Discussion and presentation 

２７ 

Daily Dracker-27 (11.12) 

Four Steps to the Epiphany (2nd time-12) 

Discussion and presentation 

２８ 

Daily Dracker-28 (supplement) 

Four Steps to the Epiphany (2nd time-13) 

Discussion and presentation 

２９ 

Daily Dracker-29 (supplement) 

Four Steps to the Epiphany (2nd time-14) 

Discussion and presentation 

３０ 

Daily Dracker-30 (supplement) 

Four Steps to the Epiphany (2nd time-15) 

Discussion and presentation 

４．成績評価の方法 

Attitude： 

授業へ積極的に参加しているか、思考し発言しているか、理解しようと努めているか（15％） 

Contribution： 

授業に貢献しているか、グループ内で発言しているか、議論に参加しリードし議論内容を進化させようとし

ているか（15％） 

Willingness： 

積極的に参加しようと努めているか、グループの議論を助けようとしているか、何かを得ようとやる気を出

しているか（10％） 

Assignment： 

授業中のタスク、授業中のプレゼンテーション、授業中の発言、授業後の提出物など、課されているものを

しっかり理解し、対応しようとしているか（60％） 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

毎週の授業を受けるにあたっては、事前に教科書の指定箇所等を読んでおくこと。 

また、授業時に課題を課すため、必ず期限内に提出すること。 

 

 



６．教科書／参考文献 

教科書： 

『The Daily Drucker』 

Peter F. Drucker（著）、Routledge、2004年 

『The Four Steps to the Epiphany』 

Steve Blank、Wiley、2020年 

 

参考文献： 

『Blitzscaling: The Lightning-Fast Path to Building Massively Valuable Companies』 

Reid Hoffman（著）、Currency、2018年 

『Crossing the Chasm』 

Geoffrey A. Moore（著）、HarperCollins、2014年 

『Inside The Tornado』 

Geoffrey A. Moore（著）、HarperCollins、2009年 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

各回の授業は、学生を主体とした「反転授業」の形式で行います。そのため、十分な準備をした上で授業に

出席する必要があります。なお、準備学修に必要な資料等はすべて提供します。 

授業時には能力や理解度を確認するため、課題に関する演習を行います。また、グループワークを取り入れ、

グループへの貢献度も評価の対象となります。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
展開科目 

授業科目名 多文化理解 
授業 

形態 
演習 

授業コード CCM143 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施しない 

担当教員 ◎白河 桃子、佐伯 玲奈、浜地 道雄 

１．授業概要 

本授業では、日本のみならず世界中の事例をとりあげ、複数の異文化が混在する「多文化社会」の中で知っ

ておきたい人種・文化・宗教、価値観と、学んだ知識をもとに適切に行動し、異文化を受容する素地を養う。

具体的には、多文化の中でのキーワードや事例を取り上げグループでの調査やプレゼンテーションを行い、

相互理解を深める。多様性が入り混じる社会やビジネスの現場において、様々な考え方や文化を受け止め、

最大限のパフォーマンスを引き出せるリーダーとしての素養を、講義やディスカッション、ロールプレイを

通じ、実務を支える理論や知識を習得する。 

２．授業の目的・到達目標 

私たちの出発点は、異文化（different culture）の理解ではなく、多様な文化が混在し、協調しあう多文化

（multiculture）の理解である。それは文化の単なるテキスト（text文章）の集積ではなく、コンテキスト

（context 文脈）の包括的理解である。そのための切り口が知識、概念、体験、問いかけであり、それらを

グループで討議し、まとめ、クラス全体の共有知とした上で、それを行動に結びつける（行動に結びつかな

い知性は道半ばである）。行動は、国籍、地域、人種、宗教、文化、男女などに関わるあらゆる偏見を超える

必要がある。多様なバックグランドを持つ 3人の個性的な俊英がそれぞれの体験と考察に基づく具体的文化

論を諸君とともに展開する。この講義は君たちがグローバルで活躍するための太い知性の幹、他の世界人と

競い、高め合うための強力な武器となる。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 

「カルチャー」の定義とは：グローバル場面でのコミュニケーションにおいて、異文化理解力の必

要性とは 

文化とアイデンティティの関係性や、自身の文化的アイデンティティを考える。 

２ 

異文化理解力の身に着け方： 

文化的フレームワークを用いて様々な文化を分析し、異文化知識を高める。 

「挨拶」や「関係性構築」など、様々な場面を想定したロールプレイを通して実践。 

３ 

「文化的バイアス」とは：国籍を超えたコミュニケーションにおいて、バリアーとなる文化的バイ

アスとは 

効果的なクロスボーダーコミュニケーションのボトルネックやリスクを模索する。 

また、「カルチャーショック」という概念について考える。 

４ 
世界の中の日本の位置づけ：日本は世界からどう見られているのか 

グローバルな視点から見る、日本文化の特徴や異文化との違い、日本文化の魅力を模索する。 

５ 
プレゼンテーション： 

特定の文化をリサーチし、レポートをまとめ、主な点や気づきを発表。 

６ 

序：持って生まれ、育まれたもの 

・文明は共有できるが文化（宗教）は衝突する 

・まず言葉（日本語、英語 et al）ありき（ヨハネ福音書） 



７ 

異文化理解（ケース）：「お互い異（こと）なる」ことの理解が不可欠 

・ダルビッシュって誰？ スジャータって何？「目からうろこ」とは？ 

・知ってるつもりが実は全然違う深遠な文化 

８ 

地球儀 Globe俯瞰（ケース）：グローバル社会における文化（宗教）の代表的原点 

・エルサレム：キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、アルメニア教 

・絹の路（Silk Road）vs 火の路（ゾロアスター ⇒ 飛鳥） 

９ 

共生・共存：Diveristy多様性、違いこそ、魅力 ⇒ 美しい日本 

・和を以て貴し（ハーバード・セン教授） 

・魅力度がソフト・パワー（ハーバード・ナイ教授） 

１０ 

まとめ：ワクワク・ドキドキ感 

・KIP ＝ Knowledge Is Power. 

・グローバルビジネスに必須な「情報」（森鴎外）＝ ICT知識＋異文化理解 

１１ 
CMはなぜ炎上するのか？ 

ビジネス、クリエイティブに必要な、ジェンダー視点をアップデート 

１２ 
ダイバーシティ経営はなぜ必要なのか？ グローバル、ESG投資、SDGsの視点から 

BLMに対する企業の発信 

１３ 
ステレオタイプとアンコンシャスバイアス（無意識の偏見） 

新しく、チャレンジングなアンステレオタイプの広告とは何か？ 

１４ 
ITと女性、スタートアップ経営者になぜ女性が少ないのか？ 

フェムテック、女性 VCが拓く可能性 

１５ 
コンテンツクリエイターの基礎教養としての「モラル」と「人権」 

Netflixの現場改革などの実例から 

４．成績評価の方法 

定期試験は実施しない。 

成績は、①出席による講義への質的参加度合と回数、②毎回の講義で講師が指示する提出課題の内容と提出

回数、③各講師がそれぞれの講義の最終回に課する最終レポートの提出と内容の 3つで評価する。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

各講師がシラバスで掲げる概要に関して、自分なりに予習することが望ましい。また復習を必ず行うこと。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

『Melting Pot or Salad Bowl』 

浜地道雄（著）、浜地絵里（著）、センゲージ・ラーニング、2011年 

 

参考文献： 

『Global Business English File』（月刊グローバル経営 2020年 1/2月合併号） 

浜地道雄（著）、日本在外企業協会、 

７．備考 

各回の授業内容（順番）は変更になる可能性がありますので追って通知します。 

８．昨年度からの振り返り 

 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
2年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
展開科目 

授業科目名 比較宗教論 
授業 

形態 
演習 

授業コード CRS143 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 藤井 修平 

１．授業概要 

本授業では、宗教の定義や歴史、世界の主要な宗教の基本的な概念の理解とその比較を通して、宗教と人間、

文化、社会の関係性について検討を行なう。これまでの歴史において、宗教と無関係の社会や文化はない。

諸宗教の理解を通じて、グローバル時代にふさわしい宗教についての中立的で幅広い知識を身に付ける。あ

わせて、人間の生活や文化、生き方に大きな影響をもたらす宗教が、それぞれどのような理念体系を持ち、

また人々や社会にどのように受け入れられているのかを知ることで、より深く人間を理解することを目標と

する。ビジネスの場面において、宗教や社会を理解した発想や応用ができるよう、理論や知識を習得する。 

２．授業の目的・到達目標 

（１）「宗教」という概念に含まれるさまざまな要素を整理して述べることができる。 

（２）世界の宗教についての知識を、時事問題の理解や日常的な問題の解決に応用することができる。 

（３）政治やビジネス、芸術など社会の諸側面に、宗教がいかに影響を与えているかを適切に説明すること

ができる。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 
【導入（第 1回～第 2回）】 

オリエンテーション 

２ 宗教学的思考――宗教はどのように研究できるか 

３ 
【世界の宗教を学ぶ（第 3～7回）】 

 仏教――地域によってさまざまに違う教え 

４ キリスト教――西洋文明の根本 

５ イスラム教――ますます身近になる宗教 

６ ユダヤ教とヒンドゥー教――古代から現在まで続く教え 

７ 日本宗教――多様な信仰の形 

８ 
【身近な宗教的事象（第 8～10回）】 

スピリチュアル・ブーム――新しい宗教性のあり方 

９ 神話――創作へのインスピレーションの源 

１０ 宗教のネガティブな側面――疑似科学やカルト問題 

１１ 
【社会のさまざまな側面と宗教（第 11～15回）】 

宗教と政治――なぜ宗教のもとで人は動くのか 

１２ 宗教と哲学――世界のあり方をめぐる知的な戦い 

１３ 宗教とジェンダー――宗教への異議と、それへの応答 



１４ 宗教とビジネス――関わりの歴史と新たな応用の試み 

１５ 宗教とテクノロジー――技術発展の背後にある宗教的思想 

４．成績評価の方法 

・授業への参加状況：30％ 

 採点基準：予習・復習が行えており、授業に真面目に取り組む姿勢が見られること。 

・授業後課題：30％ 

 採点基準：学んだことや問いに応じた意見が記述されていること。 

・期末レポート：40％ 

 採点基準：選んだテーマに対して、授業で学んだ内容を踏まえて自分の考えが提示できていること。 

 期末レポートの課題内容は初回授業時に伝えます。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

・予習（90分） 

 各授業の最後に次回のテーマを提示するので、そのテーマに関わるニュースや用語などを予習してくださ

い。同時に、次回の授業の導入で取り上げる問いも提示するので、自分の答えを考えてきてください。 

・復習（90分） 

 授業で議論した「問い」について、授業の内容を踏まえて回答を与えてください。授業開始時に復習の時

間を設けるので、その際に提出された課題について講評を行います。また、期末レポートのために気にな

ったテーマを 1つ選び、関連する情報を収集しておいてください。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

指定なし 

 

参考文献： 

毎回、教員が作成した資料を使用するため教科書は用いませんが、授業の理解を助けるものとして以下を参

考書として指定します。 

『宗教学キーワード』 

島薗進（編）、葛西賢太（編）、福嶋信吉（編）、藤原聖子（編）、有斐閣、2006年 

『本当にわかる宗教学』 

井上順孝（著）、日本実業出版社、2011年 

『よくわかる宗教学』 

櫻井義秀（著）、平藤喜久子（著）、ミネルヴァ書房、2015年 

７．備考 

受講者との双方向性を重視し、授業内で特定のトピックについて議論する時間を設けるほか、授業毎に質問

や感想を受け付けます。授業中の疑問点や分かりにくかった点、質問、感想などは積極的に述べてください。 

８．昨年度からの振り返り 

授業はほぼ計画通りに進めることができた。 

授業後課題の提出率が悪かったが、生徒から使用するシステムの不便さについて意見があったため、その点

を見直して利用しやすいものを使いたい。 

オンライン授業のためどうしても質問を受け付ける機会が少なくなってしまったので、次年度はより生徒が

発言しやすいような環境づくりに努めたい。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
展開科目 

授業科目名 グローバルビジネスと通訳 
授業 

形態 
講義 

授業コード EIB142 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 阿部川 久広 

１．授業概要 

ビジネスの現場では、語学や専門知識に関する理解力や運用能力に格差があるチームメンバーとともに仕事

を進めなければならない場面が数多くある。 

グローバルな場面でリーダーシップを発揮していく中では、ビジネスや会議の内容をその場でまとめ、共有

する場面や、相手の反応に応じて理解できるスキルやコミュニケーション力が求められる。本授業では、上

記のような場面でも通用するグローバルコミュニケーションの技法の 1つとして、通訳を取り上げ、ビジネ

スの現場で多方面に展開できる通訳スキルとコミュニケーション力を修得する。 

２．授業の目的・到達目標 

・「通訳」の行為やその役割を理解する。 

・英語力、特にリスニング力、スピーキング力を強化する。 

・日英・英日での基本的な通訳スキルを修得する。 

・通訳訓練の題材を通じて、教養やコミュニケーションを身につける。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 通訳史、翻訳史、理論的バックグランドと周辺理論－１ 

２ 通訳史、翻訳史、理論的バックグランドと周辺理論－２ 

３ 内容の理解－１（小松第四章）理解と実習 

４ 内容の理解－２（小松第四章）理解と実習 

５ 内容の理解－３（小松第四章）理解と実習 

６ ノートの取り方－１（小松第 5章）理解と実習 

７ ノートの取り方－２（小松第 5章）理解と実習 

８ ノートの取り方－３（小松第 5章）理解と実習 

９ 声に出して表現してみる－１（小松第 6章）理解と実習 

１０ 声に出して表現してみる－２（小松第 6章）理解と実習 

１１ サイトトランスレーションと同時通訳－１（小松第 7章、第 8章）理解と実習 

１２ サイトトランスレーションと同時通訳－２（小松第 7章、第 8章）理解と実習 

１３ 翻訳入門－１ 

１４ 翻訳入門－２ 

１５ まとめ：通訳とは何か、翻訳とは何か（歴史、考え方、テクニック、ビジネス現場での応用など） 



４．成績評価の方法 

（１）毎回の講義内での議論、討議、実習の内容の理解と、実習に取り組む姿勢：65％ 

（２）実習での達成度：25％ 

（３）最終実習試験：10％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

（１）講義内での実習に集中し、講義時間内に内容を理解し、さらなる実践への手がかりを掴むこと。 

（２）講義後に必ず実践の復習を行うこと。 

（３）毎日継続して実習すること。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

『通訳の技術』 

小松達也（著）、研究社、2005年 

 

参考文献： 

『よくわかる翻訳通訳学』 

鳥飼玖美子（編）、ミネルヴァ書房、2013年 

『よくわかる逐次通訳』 

ベルジュロ伊藤宏美（著）、鶴田知佳子（著）、内藤稔（著）、東京外国語大学出版、2009年 

『実践英語スピーチ通訳』 

ピンカートン曄子（著）、篠田顕子（著）、大修館書店、2005年 

７．備考 

実際のビジネスで用いられた PowerPoint を用いて、英語での読み、英日逐次訳、日英逐次訳などもトレー

ニングします。 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
展開科目 

授業科目名 国際情勢論 
授業 

形態 
講義 

授業コード INS143 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 ◎柿崎 理、藤井 修平 

１．授業概要 

世界で起こっている出来事と、それに伴う各国の変化や動きなどを、地政学・歴史・地理・経済などの観点

から読み解く視点を養う。具体的には、各回ごとにこれまで起こった国際情勢の変化の代表的な出来事や、

時事の話題を取り上げ、その背景と結果を分析、解説する。また現在起こっているグローバリゼーションに

ついて、これまでの事例から日本の社会や私たちの生活、ビジネスにどのような影響を及ぼすのかを検討す

る。本講義を通じ、国際情勢を分析する視点を養い、グローバル化が進む現代でビジネスや事業を展開する

上で必要な判断力や応用力を養う。 

２．授業の目的・到達目標 

一見混沌として見える国際関係をある切り口で眺められ、個々の事象について自分なりに整理でき、その背

景や原因や影響について説明できる。 

 

 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 序論 

２ 国際政治学の諸原理 

３ 国際関係史１－ウエストファリアから第一次世界大戦まで 

４ 国際関係史２－第一次世界大戦から第二次世界大戦まで 

５ 国際関係史３－冷戦 

６ 国際関係のマクロ理論 

７ 国際関係のミクロ理論 

８ 現代の国際情勢－冷戦後の展開 

９ 現代の国際情勢－現在の紛争地域 

１０ 現代の国際情勢－テロリズム 

１１ 現代の国際情勢－グローバル化 

１２ 現代の国際情勢－国際経済と相互依存関係 

１３ 現代の国際情勢－ICT と国際関係 

１４ 現代の国際情勢－トランスナショナルな諸問題と国際関係 

１５ 授業のまとめ・確認テスト 



４．成績評価の方法 

講義時に指示された課題の提出状況（40％）と、講義や講義内で示された課題に対して取り組む姿勢、議論

等への貢献度（30％）、確認テスト（30％）により評価する。 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

予習として、入江昭『日本の外交』（中公新書）、中西寛『国際政治とは何か』（中公新書）などの入門書を読

んでみること。また、日頃から様々な媒体で国際情勢に触れてみること（計 90分）。 

復習としては、講義を聞いて関心を抱いたことについて、関連図書を読んだり、徹底的に調べてみること（90

分）。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

『国際紛争―理論と歴史 原書第 10版』 

ジョセフ・S・ナイ・ジュニア（著）、デイヴィッド・A・ウェルチ（著）、田中明彦（訳）、村田晃嗣（訳）、 

有斐閣、2017年 

 

参考文献： 

講義時に指示する。 

７．備考 

講義中は、私語や、指示がある場合を除いて PC、タブレット、スマートフォンの操作は慎むこと。 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
前期 

科目 

分類 
展開科目 

授業科目名 日本文化 
授業 

形態 
演習 

授業コード JCS143 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 谷川 嘉浩 

１．授業概要 

現在、世界ではゲームやアニメなどのポップカルチャーを中心にクール・ジャパン現象への関心が寄せられ

ているが、これはジャポニズムから始まる近現代の日本文化ブームの一連の流れの 1 つである。本講義で

は、近現代も含めた時代ごとの「日本文化論」とそれを構成する要素、またそれらの国内外での評価をもと

に「日本文化」自体の形成過程を論じる。様々な文献や映像、絵画、マンガ等を教材とし、日本独自の文化

の歴史的な変遷や海外の文化との関係性についても理解を深める。日本文化への理解を通じ、文化や社会の

形成の観点からもビジネスの思想や発想ができるよう、理論や知識を習得する。 

２．授業の目的・到達目標 

・「好き」を共有できない相手にも理解可能な仕方で、文化を語り伝えることができる。 

・ポピュラーカルチャーを通じて、現代という時代や日本社会の特性を論じることができる。 

・友人とともに、事柄のより深い理解を目指して主張し、議論することができる。 

・論説文を適切かつ妥当に読解することができる。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ ガイダンス、自己紹介、本の読み方、資料の作り方 

２ 日本文化の見方を学ぶ① 日本文化論への入門 

３ 日本文化の見方を学ぶ② 日本文化論への入門 

４ 日本文化の見方を学ぶ③ 日本文化論の視点 

５ 日本文化の見方を学ぶ④ 日本文化論の視点 

６ 日本文化の見方を学ぶ⑤ 日本文化論の視点 

７ 日本文化の見方を学ぶ⑥ 日本文化論の視点 

８ 日本文化の見方を学ぶ⑦ 日本文化論の分析 

９ 日本文化の見方を学ぶ⑧ 日本文化論の分析 

１０ 日本文化の見方を学ぶ⑨ 日本文化論の分析 

１１ 日本文化の見方を学ぶ⑩ 日本文化論の分析 

１２ 日本文化の見方を学ぶ⑪ 日本文化論の展開 

１３ 日本文化の見方を学ぶ⑫ 日本文化論の展開 

１４ 日本文化の見方を学ぶ⑬ 日本文化論の展開 

１５ 日本文化の見方を学ぶ⑭ 



４．成績評価の方法 

・授業内での発表：40％ 

・授業内での発言等：50％ 

・期末課題：10％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

受講生は、この授業を通じて 2冊程度の本を、専門家たる教員の案内を受けながら、厳密に、そして深く読

み込んでいく。2日目以降は、事前に指定された箇所を読み、担当者は発表の準備をしておくこと。 

（予習 120分程度・復習 30 分程度各自取り組むこと。） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

『戦う姫、働く少女』 

河野真太郎（著）、堀之内出版、2017年 

『動物化するポストモダン』 

東浩紀（著）、講談社、2001 年 

『ディズニーランドという聖地』 

能登路雅子（著）、岩波書店、1990年 

 

参考文献： 

『ウェブ社会のゆくえ』 

鈴木謙介（著）、NHK出版、2013 年 

『ゲーム的リアリズムの誕生』 

東浩紀（著）、講談社、2007 年 

『メディア・コンテンツ・スタディーズ』 

岡本健（編）、田島悠来（編）、ナカニシヤ出版、2020 年 

『都市と消費とディズニーの夢』 

速水健朗（著）、KADOKAWA、2014年 

『ひとり空間の都市論』 

南後由和（著）、筑摩書房、2018年 

７．備考 

初回に教科書を指定する（書店や通販で容易に入手できるもの）ので、2日目以降までに入手しておくこと。 

授業は、教科書の講読＋ディスカッション＋レクチャーの形で進めていく。講読パートでは、事前に指定さ

れた受講生が該当箇所を整理し、発表することになる（参加者は必ず 1 回発表する）。担当者は初回に決定

するので、受講希望者は初回に必ず参加するように。 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
展開科目 

授業科目名 グローバルビジネスにおけるディスカッションディベート 
授業 

形態 
演習 

授業コード EDB142 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
選択 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 水野 稚 

１．授業概要 

グローバルにおける会議や交渉の場では、参加者が意見を伝え、対話するという、よりよい答えを導くプロ

セスを全員で形成する必要がある。本授業ではそういった場面での対話手法として、ディスカッションやデ

ィベートのスキルを身に付けることを目的とする。ディスカッションでは提示されるテーマをもとに、資料、

調査、質問事項など準備をおこない、発表や討議を行なう。あわせて自身の意見や討議をエッセーにまとめ

る。ディベートでも同様に事前準備のうえ、賛否に分かれ議論し、ジャッジを行なうとともに議論の要点、

強みと弱み、改善点などをグループでまとめ、次の学びにつなげる。一連の流れの中で、グローバルビジネ

ス現場での会議など、文化的背景の異なる人々と協業や実践の場で応用できるディスカッション力、ディベ

ート力を養う。なお授業では国内の事例だけでなく、海外でのテレビ会議を想定した実践やオンラインの英

文記事なども活用する。 

２．授業の目的・到達目標 

ディスカッションやディベートに共通する論理の作法や英文構成について理解を深め、身近な問題から世界

的な社会問題に至るまで、様々なテーマで議論するための力を実践的な学びを通じて醸成する。その過程の

中で、議論の技術のみならず、その基盤となる教養を深め、日本を発信するために必要な英語能力の向上を

目指す。なお、教科書は英文で書かれているが、深い思考、批判的に思考する力を養うため、授業で使用す

る言語は主として日本語とする。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ オリエンテーション（自己紹介や授業の目標や進め方、教科書の紹介や評価方法について） 

２ Chapter1 Cell Phones①: Section1-5 (Reading comprehension, For or Against, Opinions) 

３ Chapter1 Cell Phones②: Section6-8 (TV debate, Debate the issues, Discussion) 

４ Chapter3 The Gender Gap①: Section1-5（同上） 

５ Chapter3 The Gender Gap②: Section6-8（同上） 

６ Chapter4 Japanese Manga and Anime①: Section1-5（同上） 

７ Chapter4 Japanese Manga and Anime②: Section6-8（同上） 

８ Chapter7 The True Spirit of the Olympics①: Section1-5（同上） 

９ Chapter7 The True Spirit of the Olympics②: Section6-8（同上） 

１０ Chapter8 Global Population Growth①: Section1-5（同上） 

１１ Chapter8 Global Population Growth②: Section6-8（同上） 

１２ Chapter10 The Internet①: Section1-5（同上） 

１３ Chapter10 The Internet②: Section6-8（同上） 



１４ Chapter13 Management Positions①: Section1-5（同上） 

１５ Chapter13 Management Positions②: Section6-8（同上） 

４．成績評価の方法 

・最終レポート：80％ 

・授業内での発言等の貢献度 20％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

各 Chapter①に関しては、「Reading Comprehension」のセクションまで予習の上臨むこと。授業内で英文解

釈の詳細は扱わないので、各自で読解してくること。各 Chapter②に関する予復習に関しては、進捗状況に

応じて授業内に指示する。（各回予習 90分・復習 90分程度） 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

『Debating Current Issues』 

西本徹（著）、Beryl Hawkins（著）、成美堂 

 

参考文献： 

『異文化理解力』 

エリン・メイヤー（著）、田岡恵（監）、樋口武志（訳）、英治出版、2015年 

７．備考 

授業は主として日本語で行います。日本語で深い思考が出来て初めて、英語での議論やディベートが効果的

に行えるからです。進捗状況によって、英語に切り替える可能性があります。単なる勝ち負けでなく、より

良い結論を導く思考訓練としての議論の作法を学んでいきましょう。英文解釈の詳細は授業内で扱わないの

で、DeepL などの機械翻訳を活用しながら、必ず予習してから臨んでください。みなさんと大いに議論をす

る機会を楽しみにしています。 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 

  



情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科 

授業 

年度 
2022年度 

配当 

学年 
3年次 

配当 

学期 
後期 

科目 

分類 
総合科目 

授業科目名 総合理論演習 
授業 

形態 
演習 

授業コード SM1151 単位数 2単位 
必修・ 

選択の別 
必修 

アクティブ 

ラーニング 
実施する 

担当教員 

◎鎌谷 修、中嶋 隆一、石村 源生、寺脇 由紀、江端 浩人、久米 信行、平山 敏弘、 

川上 慎市郎、志村 一隆、富澤 豊、三澤 一文、磯 俊樹、片桐 雅二、加藤 直人、 

堀田 耕一郎、落合 慶広、桐谷 恵介 

１．授業概要 

学生の興味関心に基づき、4 年次卒業課題を見通した研究を行う。研究方法について学ぶと共に、先行研究・

ビジネスケース等を学び合う。また、卒業課題設定のための課題抽出、立論のための技法を学ぶ。さらにグ

ループ発表では、抽出課題に沿った研究がなされているか（調査、製作などの方法とそのまとめ方）を確認

し、教員の指導を受けながら、広く柔軟な視野を持ち、4 年次卒業課題に向けて自らのテーマを創造的に発

展させ、論文形式でまとめる。また、卒業課題の仮テーマ設定と計画書もあわせて作成する。 

２．授業の目的・到達目標 

興味関心のあるテーマに基づき、関連図書・研究論文の講読、フィールドワーク等を通して知見を増やすと

同時に、卒業課題の設定を目的に、自ら課題抽出をする力を養う。また、自ら抽出した課題についての先行

研究・ビジネスケース・既存製品等を批判的に考え、論文形式でまとめる力を養う。また、卒業課題の仮テ

ーマ設定と計画書もあわせて作成する。 

３．授業計画 

回数 内  容 

１ 総合理論演習の進め方 

２ 研究方法の学習 

３ 先行研究・ケース等の発表：課題抽出 

４ 先行研究・ケース等の発表：課題抽出 

５ 文献研究１ 

６ グループ発表・ディスカッション 

７ 文献研究２ 

８ グループ発表・ディスカッション 

９ 文献研究３ 

１０ グループ発表・ディスカッション 

１１ 卒業課題テーマ探求の為のフィールドワーク学習 

１２ グループ発表・ディスカッション 

１３ 振り返り・卒業課題テーマ設定に向けた文献研究 

１４ 振り返り・卒業課題テーマ設定に向けた文献研究 

１５ 卒業課題の仮テーマ設定と計画書作成 



４．成績評価の方法 

グループ発表・ディスカッション内容：40％ 

個人課題（卒業課題のテーマおよび概説、課題設定、計画設計）：40％ 

その他演習への参加・取り組み姿勢：20％ 

５．準備学修（予習・復習、課題等） 

毎回の授業で出す小課題については、次回授業までに必ず取り組むこと。 

指摘された事項を踏まえ、各自必ず振り返りを行うこと。 

発表に当たっては、自ら文献を探すなど念入りに準備をし、発表技術の向上に努めること。 

６．教科書／参考文献 

教科書： 

配布資料による。 

 

参考文献： 

適宜、授業の際に指示する。 

７．備考 

 

８．昨年度からの振り返り 

昨年度は未開講のため該当なし。 

 


