
2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

国語Ⅲ グローバル情報学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 黒田譜美 

キーワード 科目概要 

思考力, 

読解力, 

記述力 

現代文では作品の分析・読解方法を習得し、多角的観点から表現されている

思考・感情を理解する。また目的に応じて効果的な形式方法で自己の考えを

客観的・論理的に表現する。古典・漢文では、作品内容を的確に捉え、そこ

に表れた人間、社会、自然に対する思想や感情を読み取ることを目的とす

る。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「精選現代文Ｂ」,中島国彦,明治

書院 

②「高等学校古典Ｂ」,久保田淳,明

治書院 

③「新訂国語総合ガイド」,井筒雅

風,京都書房 

①「書き込み式漢字ベーシック」,明

治書院 

科目：国語Ⅰ、国語Ⅱ、国語Ⅳ、 

文化・思想 

資格：日本語検定 

評価方法 

評価項目 定期試験 小テスト 課題 学習態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 20 20 10   100 50 

後学期 50 20 20 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 成績は定期試験・小テスト・課題・学習態度等を総合的に判断して評価する。 

受講上のアドバイス 

・ノートは板書したものだけではなく、口頭での説明も書くようにすること。 

・課題は必ず実行すること。 

・辞書は必ず用意すること。また、辞書を常に引くように心がけ、知らない言葉を確認し、着実に身に付けるこ

と。 

・対象作品は徹底的に読み込むこと。 

・さまざまなジャンルの書物を読むよう心がけること。 

科目の達成目標 

① 漢文を正確に訓読し、内容を理解できる。 

② 文章に描かれた人物、情景、心情などを表現に即して読み味わうことができる。 

③ 文章の構成・展開の特色を把握し、正確に読解できる。 

④ 自分の考えを明快な文章構成や語彙力で表現できる。 

  

  

関連する本校の学習・教育目標 人間性 

問い合わせ・質問先 1階104室（教員室） 

オフィスアワー 金曜日 15：10～16：50 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 漢文とは 漢文の基本知識を理解できる。 
  

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

第2週 訓読について 訓読について理解できる。 
配布資料を通読する。 15 

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

第3週 「史記」Ⅰ 
「史記」の基本知識を理解でき

る。 

配布資料を通読する。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第4週 「史記」Ⅱ 
「鴻門之会」を正確に読解でき

る。 

指定箇所を訓読する。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第5週 「史記」Ⅲ 
「鴻門之会」を正確に読解でき

る。 

指定箇所を訓読する。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第6週 「史記」Ⅳ 
「鴻門之会」を正確に読解でき

る。 

指定箇所を訓読する。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第7週 「史記」Ⅴ 
「鴻門之会」を正確に読解でき

る。 

指定箇所を訓読する。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第8週 「史記」Ⅵ 
「鴻門之会」を正確に読解でき

る。 

指定箇所を訓読する。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第9週 「史記」Ⅶ 
「鴻門之会」を正確に読解でき

る。 

指定箇所を訓読する。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第10週 「檸檬」Ⅰ 
作者の年譜的事実を把握し、理解

できる。 

配布資料を通読する。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第11週 「檸檬」Ⅱ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に読解できる。 

配布資料を通読する。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第12週 「檸檬」Ⅲ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に読解できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第13週 「檸檬」Ⅳ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に読解できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第14週 「檸檬」Ⅴ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に読解できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第15週 「檸檬」Ⅵ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に読解できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 評論の読み方について 評論の読み方を理解できる。 
  

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

第2週 接続詞 接続詞の使い分けを理解できる。 
配布資料の課題を解く。 15 

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

第3週 主張と根拠 
根拠を示して意見を述べることが

できる。 

配布資料の課題を解く。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第4週 要約Ⅰ 要約の方法を理解できる。 
配布資料の課題を解く。 15 

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

第5週 要約Ⅱ 要約の方法を理解できる。 
配布資料の課題を解く。 15 

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

第6週 
「脳のなかの古い水路」

Ⅰ 

構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第7週 
「脳のなかの古い水路」

Ⅱ 

構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第8週 
「脳のなかの古い水路」

Ⅲ 

構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第9週 「いのちのかたち」Ⅰ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第10週 「いのちのかたち」Ⅱ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第11週 「いのちのかたち」Ⅲ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第12週 「猫は後悔するか」Ⅰ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第13週 「猫は後悔するか」Ⅱ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第14週 「猫は後悔するか」Ⅲ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第15週 「猫は後悔するか」Ⅳ 
構成、展開の特色を把握し、正確

に分析できる。 

本文を読み、語句を調べる。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

 定期試験     

 自己点検     

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

歴史Ⅱ グローバル情報学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 大崎富雄 

キーワード 科目概要 

ヨーロッパ, 

歴史認識, 

文明の文法, 

キリスト教 

我々が生活している世界は、今後どのような方向に進んでいくのか。これを

考察するに際して最も必要なことは、世界の歴史と文化についてただ単なる

表層知識だけではなく、その本質的な内在論理の究明である。これらヨーロ

ッパ世界を中心に、様々な領域のこれまでの人類の知の集積を駆使しなが

ら、その多面性を抽出したい。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① 「世界史B」福井憲彦、東京書籍 

② 「明快世界史図説エスカリエ」

１１訂版、帝国書院 

随時、紹介する 
科目：歴史Ⅰ 

資格： 

評価方法 

評価項目 定期試験 レポート 学習態度    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 60 30 10    100 50 

後学期 60 30 10    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

成績は定期試験・レポート・学習態度などを総合的に判断し評価する。学年評価は前・後学期との

平均とする。 

 

受講上のアドバイス 

・ノートは板書したものだけではなく、口頭での説明も書くこと。 

・授業で紹介する参考文献は読むように心がけること。 

・様々な事象を多角的に捉え、徹底的に思考する習慣をみにつけること 

科目の達成目標 

① 文明の生成、構造、特質について理解することができる。 

② 歴史の断片的資料群からその記憶の再生、想起について理解することができる。 

③ 歴史認識について理解することができる。 

④ ヨーロッパ世界の形成について理解することができる。 

⑤ 宗教の方法論的構造が理解できる。 

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 人間性 

問い合わせ・質問先 １階104室（教員室） 

オフィスアワー 金曜日 16:00～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 歴史とは何か 歴史認識が理解できる。 
  

 
歴史認識を整理する。 30 

第2週 先史の世界Ⅰ 人類の発生形態が理解できる。 
教科書pp22-25を読む。 30 

 
事項をノートで確認する。 30 

第3週 先史の世界Ⅱ 
地域文化の形成過程が理解でき

る。 

教科書pp26-27を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第4週 古代オリエントⅠ 
古代オリエントの特質が理解でき

る。（メソポタミア文明） 

教科書pp28-31を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第5週 古代オリエントⅡ 
古代オリエントの特質が理解でき

る。（エジプト文明） 

教科書pp32-33を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第6週 古代オリエントⅢ 
古代オリエントの特質が理解でき

る。（古代オリエントの統一） 

教科書pp33-38を読む。 30 
 

課題を調べる。 30 

第7週 古代ギリシアⅠ 

ギリシア文明の特質が理解でき

る。（エーゲ文明、古典期ギリシ

ア） 

教科書pp39-41を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第8週 古代ギリシアⅡ 
ギリシア文明の特質が理解でき

る。（古典期ギリシア） 

教科書pp41-43を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第9週 古代ギリシアⅢ 
ギリシア文明の特質が理解でき

る。（ヘレニズム世界） 

教科書pp44-45を読む。 30 
 

課題を調べる。 30 

第10週 ローマⅠ 
ローマの特質が理解できる。(共

和制ローマ) 

教科書pp46-51を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第11週 ローマⅡ 
ローマの特質が理解できる。（ロ

ーマ帝国） 

教科書pp52-55を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第12週 ローマⅢ 
ローマの特質が理解できる。（ロ

ーマ文化） 

教科書pp52-53を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第13週 キリスト教Ⅰ 
キリスト教の原初形態が理解でき

る。 

教科書p35を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第14週 キリスト教Ⅱ 
原始キリスト教の特質が理解でき

る。 

教科書p54を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

 

第15週 キリスト教Ⅲ 
キリスト教の理論的展開が理解で

きる。 

教科書pp56-57を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
中世ヨーロッパⅠ 

（西ヨーロッパ世界） 

西ヨーロッパ世界の風土と民族に

ついて理解できる。 

教科書pp144-145を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第2週 
中世ヨーロッパⅡ 

（西ヨーロッパ世界） 

西ヨーロッパ世界の成立が理解で

きる。 

教科書pp146-147を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第3週 
中世ヨーロッパⅢ（西ヨ

ーロッパ封建社会） 

西ヨーロッパ封建社会の成立過程

が理解できる。 

教科書pp148-149を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第4週 
中世ヨーロッパⅣ（西ヨ

ーロッパ封建社会） 

西ヨーロッパ封建社会の特質が理

解できる。 

教科書pp148-151を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第5週 
中世ヨーロッパⅤ 

（東ヨーロッパ世界） 

東ヨーロッパ世界の特質が理解で

きる。 

教科書pp140-143を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第6週 
中世ヨーロッパⅥ 

（中世都市の成立） 
中世都市の特質が理解できる。 

教科書pp154-156を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第7週 
中世ヨーロッパⅦ 

（十字軍） 

十字軍の背景と特質が理解でき

る。 

教科書pp151-154を読む。 30 
 

課題を調べる。 30 

第8週 
中世ヨーロッパⅧ（封建

社会の崩壊） 

封建社会の崩壊の要因が理解でき

る。 

教科書pp159-163を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第9週 
中世ヨーロッパⅨ 

（中世文化） 
中世文化の特質が理解できる。 

教科書pp157-158を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第10週 
近代ヨーロッパⅠ 

（ルネサンス） 
ルネサンスの背景が理解できる。 

教科書pp164-166を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第11週 

 

近代ヨーロッパⅡ 

（ルネサンス） 
ルネサンスの特質が理解できる。 

教科書pp166-167を読む。 30 
 

課題を調べる。 30 

第12週 

 

近代ヨーロッパⅢ 

（ルネサンス） 

ルネサンスの現代的意義が理解で

きる。 

教科書pp166-167を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第13週 

 

近代ヨーロッパⅣ 

（宗教改革） 
宗教改革の特質が理解できる。 

教科書pp241-243を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

第14週 

 

近代ヨーロッパⅤ 

（宗教改革） 

ドイツ・スイス・イギリスの宗教

改革の特質が理解できる。 

教科書pp243-244を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

 

第15週 

 

近代ヨーロッパⅥ 

（反宗教改革） 
カトリックの改革が理解できる。 

教科書p244を読む。 30 
 

事項をノートで確認する。 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

線形代数Ⅱ グローバル情報学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 北島孝浩 

キーワード 科目概要 

数列, 

漸化式, 

数学的帰納法,               

行列式, 

固有値・固有ベクトル 

数列において最も基本となる等差数列と等比数列について、その性質や一般

項の求め方、その和の計算やシグマ記号について学習する。さらに、数列の

応用としてはいろいろな数列の一般項の求め方や、漸化式と数学的帰納法に

ついても学ぶ。これに加えて、線形代数Ⅰで学んだ行列の内容をさらに進

め，行列式についての基本的な性質と行列式の展開、行列式を用いた逆行列

の求め方について学習する。さらに、行列式の応用として重要となる線形変

換と固有値についても学ぶ。これらの内容を問題演習を通して習熟すること

によって、専門科目で必要となる数列や行列・行列式を用いた数学的手法と

計算技術を身に付けることを目的とする． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「数学Ｂ Advanced」、 

俣野博／河野俊丈編、東京書籍 

② 新版「線形代数」、 

岡本和夫編、  実教出版 

①「Prime数学Ｂ」、 

東京書籍編集部編、東京書籍 

②新版「線形代数」演習、 

  岡本和夫編、実教出版 

科目：応用数学Ⅰ［４年次］ 

   応用数学Ⅱ［５年次］ 

数理統計 ［５年次］ 

資格：実用数学技能検定（準１級） 

評価方法 

評価項目 中間テスト 定期試験 
課題 

(小テスト) 
出席・態度   計 

学年評価に 
対する割合(%) 

前学期 30 30 30 10   100 50 

後学期 30 30 30 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

① 評価のために、学期末の定期試験に加えて，中間テストを適時行う。 

② 課題は各定期試験後回収する。また、学生の理解度に応じて、提出課題の代わりに小テスト

を課すことがある。 

受講上のアドバイス 

① 自ら学ぶ姿勢を身につけること！ 

② 授業用プリントを整理し、試験の際に有意義に活用するために、フラットファイルを準備すること。  

③ 質問は遠慮なくすること。ただし、その場合には適切で効果的な質問の仕方をすること。  

④ 課題は、必ず実行し、提出期限は守ること。 

科目の達成目標 

① 等差数列・等比数列の定義を理解し、その一般項や和を求めることができる。 

② 和の記号シグマの性質を用いて、数列の和を計算することができる。 

③ 漸化式を理解し、その式が表す数列の一般校を求めることができる。 

④ サラスの方法や余因子展開などを利用して、行列の行列式の値を求めることができる。 

⑤ クラメルの方法や逆行列を用いて、連立１次方程式を解くことができる。 

⑥ 固有値・固有ベクトルを求めることができる。 

関連する本校の学習・教育目標 基礎力 

問い合わせ・質問先 2階215号室（数理教員室） 

オフィスアワー 月曜日  16:00～17:00 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
ガイダンス 

【数学Ｂ】数列の定義 

学習内容と目的を理解し、学習を

するうえで必要となる既習事項を

確認する。 

教科書：P6～7を熟読する 15 
 

Prime：1～2を解く。 20 

第2週 等差数列 

数列の定義や用語を理解すること

ができ、等差数列の一般項を求め

ることができ 

教科書：P8～10を熟読する 20 
 

Prime：3～8を解く。 40 

第3週 等差数列の和 
等差数列の和の求め方を理解し、

その値を求めることができる。 

教科書：P11～13を熟読する 20 
 

Prime：17～22を解く。 40 

第4週 
等比数列 

等比数列の和（１） 

等比数列の定義を理解し、その一

般項およびその和を求めることが

できる。 

教科書：P14～17を熟読する 20 
 

Prime：32～37を解く。 40 

第5週 等比数列の和（２） 
等差および等比数列の一般項およ

びその和が求められる。 

教科書：P17～19を熟読する 20 
 

Prime：42～44,50を解く。 40 

第6週 和の記号Σ（１） 
和の記号∑の公式を自分で導出す

ることができる。 

教科書：P20～22を熟読する 20 
 

Prime：51～55を解く。 40 

第7週 
和の記号Σ（２） 

中間テスト 

和の記号∑の性質を用いて、数列

の和を計算することができる。 

教科書：P22～23を熟読する 20 
 

Prime：56～59を解く。 40 

第8週 
自己点検 

いろいろな数列（１） 

等差・等比数列ではない数列の一

般項を求めることができる。 

教科書：P24～26を熟読する 20 
 

Prime：62～63を解く。 40 

第9週 いろいろな数列（２） 
少し複雑な数列や群数列を理解す

ることができる。 

教科書：P27～29を熟読する 20 
 

Prime：64～66を解く。 40 

第10週 いろいろな数列（３） 
群数列の一般項を理解することが

できる。 

試験範囲の復習を行う 60 
 

試験の復習を行う 60 

第11週 漸化式（１） 
漸化式の意味が分かる。簡単な漸

化式から一般項を求められる。 

教科書：P31～32を熟読する 20 
 

Prime：72～73を解く。 40 

第12週 漸化式（２） 
二項間漸化式を解くことが出来

る。 

教科書：P32～35を熟読する 20 
 

Prime：74～76を解く。 40 

第13週 漸化式（３） 
少し複雑な漸化式を解くことが出

来る。 

教科書：P41,44～45を熟読する 20 
 

Prime：77～80,83を解く。 40 

第14週 数学的帰納法（１） 
数学的帰納法を用いた簡単な証明

を理解することができる。 

教科書：P36～37を熟読する 20 
 

Prime：86を解く。 40 

 

第15週 数学的帰納法（２） 
数学的帰納法を用いた簡単な証明

を理解することができる。 

教科書：P38～39を熟読する 20 
 

Prime：87～89を解く。 40 

 定期試験  
試験範囲の復習を行い，試験に

備える 
  

 自己点検・自己評価 答案の返却および自己点検 
試験で間違えた箇所を再度見直

す。 
  

 

 



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
【線形代数】 

行列式の定義（１） 

サラスの方法を用いて、２次また

は３次の正方行列の行列式を求め

ることができる。 

教科書：P98～99を熟読する 20 
 

演習：100～101を解く。 40 

第2週 行列式の定義（２） 

偶順列・奇順列について理解し、

順列と符号の関係を示すことがで

きる。 

教科書：P100～101を熟読する 20 
 

演習：102を解く。 40 

第3週 n次正方行列の行列式 
n次行列の行列式を求めることが

できる。 

教科書：P103を熟読する 20 
 

演習：103を解く。 40 

第4週 
行列式の性質 

行列の積の行列式 

行列の性質を理解することができ

る。 

教科書： 104-110,117-118を熟

読する 
20 

 

問題集：104＆108を解く 40 

第5週 文字を含む行列式 
文字を含む行列式の計算をするこ

とができる。 

教科書：P111～112を熟読する 20 
 

問題集：105～106を解く。 40 

第6週 行列式の展開（１） 
行列式の小行列式と余因子を理解

することができる。 

教科書：P113～115を熟読する 20 
 

教科書：練習13を解く 40 

第7週 
行列式の展開（２） 

中間テスト 

小行列式と余因子を使って、行列

式の展開計算ができる。 

教科書：P114～116を熟読する 20 
 

問題集：107＆109を解く。 40 

第8週 
自己点検 

行列式と逆行列（１） 

行列式を用いて行列の逆行列を求

めることができる。 

教科書：P120～121を熟読する 20 
 

問題集：114を解く。 40 

第9週 行列式と逆行列（２） 
行列式を用いて行列の逆行列を求

めることができる。 

教科書：P121～122を熟読する 20 
 

教科書：練習1を解く。 40 

第10週 
行 列 式 と 連 立 方 程 式

（１） 

クラメルの公式を用いて、連立方

程式の解を求めることができる。 

教科書：P123～128を熟読する 20 
 

問題集：115,116を解く。 40 

第11週 
行 列 式 と 連 立 方 程 式

（２） 

行列式の図形的意味 

行列式を用いて、図形の面積や体

積を求めることができる。 

教科書：P129～132を熟読する 20 
 

問題集：117,118を解く。 40 

第12週 
一次独立と一次従属 

固有値と固有ベクトル

（１） 

行列の固有値・固有ベクトル・固

有方程式の定義を理解することが

できる。 

教科書：P132～135を熟読する 20 
 

問題集：119を解く。 40 

第13週 
固有値と固有ベクトル

（２） 

正方行列に対して、固有値・固有

ベクトルを求めることができる。 

教科書：P162～167を熟読する 20 
 

問題集：153を解く。 40 

第14週 行列の対角化（１） 
与えられた行列を対角化すること

ができる。 

教科書：P168～174を熟読する 20 
 

問題集：154＆155を解く。 40 

 

第15週 行列の対角化（２） 

対称行列に対して、固有値と固有

ベクトルの性質を理解し、対角化

することができる。 

教科書：P175～179を熟読する 20 
 

問題集：156～158を解く。 40 

 定期試験  
試験範囲の復習を行い，試験に

備える 
  

 自己点検・自己評価 答案の返却および自己点検 
試験で間違えた箇所を再度見直

す。 
  

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

微分積分Ⅱ グローバル情報学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

 必修 履修 ４ 通年 講義 中泉俊一 

キーワード 科目概要 

微分法, 

曲線の凹凸, 

不定積分, 

定積分, 

条件付き確率, 

確率分布, 

確率変数の平均と分散, 

二項分布・正規分布 

微分積分Ⅰで学んだ整式の微分と積分を、三角関数・対数関数・指数関数の微分と

積分へと発展させる。問題演習を通してこの新たな微分と積分の内容を学び、その

計算に習熟するものとする。さらに、微分の応用として関数の増減と極大・極小、

積分の応用として図形の面積・体積の計算方法についても学習する。この微分積分

の概念を用いることで、数理工学の分野において扱われる現象を解析し、理解でき

るようになることを目的とする。これに加えて，基礎数学Ⅰの確率では取り扱わな

かった条件付き確率を学習し，確率変数の平均と分散を求めること、二項分布・正

規分布を理解することで，観察や実験を通して得られたデータを統計的に処理する

ための基礎を身に付けることを目的とする。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「数学Ⅲ」、 

   俣野博／河野俊丈編、東京書籍 

②「数学Ｂ」Advanced、 

   俣野博／河野俊丈編、東京書籍 

①「ニューアシスト新編数学Ⅲ」、 

  東京書籍編集部編、東京書籍 

①PRIME 数学Ｂ、東京書籍編集部編、

東京書籍 

科目：微分積分Ⅰ  [２年次]、 

    ：線形代数Ⅰ [２年次] 

資格：実用数学技能検定 

      (２級・準２級） 

評価方法 

評価項目 
定期試験  

中間テスト 
小テスト 課題 授業態度 計 

学年評価に 
対する割合(%) 

前学期 60 20 10 10 100 50 

後学期 60 20 10 10 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

定期試験・中間テスト：授業における講義内容と演習の成果を総合的に判断することを目的として、複数回

の試験・テストを実施する。これらの試験・テスト（100点満点）の平均の６割を評価に加える。 

小テスト：授業における内容の理解度を把握するために授業時間内に小テストを実施する。 

演習課題：理解度や演習量を把握するために演習課題を適時回収し評価する。また，長期休暇期間中におけ

る課題や授業ノート・自学自習ノートの内容も内容によって評価に加えるものとする。 

授業態度：授業を遅刻・早退・欠席した者、授業態度が不良の者については評価からの減点を行う。 

受講上のアドバイス 

授業は講義と小テストは連動しています。小テストを毎時限行います。演習課題は、教科書の問題を中心としたプリントで、次の授業の前

日までに提出してもらいます。 

この科目を受講する上で、以下のことを守ってください。 

 ①ノートは大学ノートを使用すること。ルーズリーフは極力使用しないでください。 

 ②授業用プリントを整理し、試験の際、有意義に活用するために、フラットファイルを準備すること。 

 ③質問は何時でも遠慮なくしてください。よくわからないことがあったら、必ず質問して、そのままにしないよう心がけてください。 

科目の達成目標 

① 増減表を用いて関数のグラフを書くことができる。 

② 関数の極値や最大値・最小値をグラフを用いて求めることができる。 

③ 第２次導関数を用いて、関数の凹凸を求めることができる。 

④ 定積分を用いて、図形の面積を求めることができる。 

⑤ 置換積分や部分積分を用いて、積分の計算ができる。 

⑥ 回転体の体積を積分を用いて求めることができる。 

関連する本校の学習・教育目標 基礎力 

問い合わせ・質問先 2階215室（数理教員室） 

オフィスアワー 火曜日 16:00～17:00 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 関数の極限 

関数の極限値を求めることができる。

さらには、ロピタルの定理を用いて、

極限値を求めることができる。 

教科書pp.109-116を読み、関数の極

限値の求め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.109-116 問1-3、6-9、 

問題集178-181、185-186を解く。 
30 

第2週 三角関数と極限 

関数の連続性 

三角関数の極限値を求めることができ

る。さらに、中間値の定理を理解する

ことができる。 

教科書pp.117-126を読み、三角関数

の極限と中間値の定理を理解する。 
20 

 
教科書pp.118-120問10-12を解く。

問題集191-194、197を解く。 
30 

第3週 導関数 

積・商の微分法 

導関数の定義と性質を理解することが

できる。積の微分法、商の微分法を用

いて、導関数を求めることができる。 

教科書pp.132-139を読み、導関数の

定義と性質を理解する。 
20 

 
教科書pp.134-139問3-4、7-10、 

問題集227-229、230-232を解く。 
30 

第4週 
 

合成関数の微分法    

 

合成関数の微分法を用いて、導関数を

求めることができる。逆関数・媒介変

数で表示された関数等、さまざまな関

数の導関数を求めることができる。 

教科書pp.140-145を読み、様々な関

数の導関数の求め方を理解する。 
20 

 
教科書 pp.140-145問 11-17、 21、 

問題集234-235、237-238を解く。 
30 

第5週 前学期中間テスト(1) 

三角関数の導関数 

三角関数の導関数を求めることができ

る。 

教科書pp.147-148を読み、三角関数

の導関数の求め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.148問1-2を解く。 

問題集246-247を解く。 
30 

第6週 対数関数の導関数 

対数関数の導関数を求めることができ

る。さらに、対数微分法を用いて、導

関数を求めることができる。 

教科書pp.149-152を読み、対数関数

の導関数の求め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.150-152問3-5を解く 。

問題集 250-251、253を解く。 
30 

第7週 指数関数の導関数 
指数関数の導関数を求めることがで

きる。 

教科書pp.153を読み、指数関数の導

関数の求め方を理解する。 
20 

 
教科書 pp.150-152問 3-5を解く。 

問題集250-251、253を解く。 
30 

第8週 高次導関数 高次導関数を求めることができる。 

教科書pp.154-155を読み、高次導関

数の求め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.154-155問9-12を解く。 

問題集258-259を解く。 
30 

第9週 
接線・法線の方程式 

平均値の定理 

 

微分係数を用いて、接線や法線の方程

式を求めることができる。さらに、平

均値の定理を理解することができる。 

教科書pp.164-167を読み、接線の方

程式と平均値の定理を理解する。 
20 

 
教科書 pp.165-167問 1-6を解く。 

問題集280-282、284を解く。 
30 

第10週 前学期中間テスト (２) 

関数の増減 

第１次導関数を用いて、増減表を作成

することができる。 

教科書pp.170-171を読み、関数の増

減と増減表について理解する。 
20 

 
教科書pp.154-155問9-12を解く。 

問題集258-259を解く。 
30 

第11週 関数の極大・極小 

得られた増減表から関数のグラフを

書き、極大と極小を求めることがで

きる。 

教科書pp.172-175を読み、関数の極

大・極小について理解する。 
20 

 
教科書pp.173-175問11-13を解く。

問題集295を解く。 
30 

第12週 第２次導関数と 

グラフ[1] 

第１次導関数と第２次導関数を用い

て、増減表を作成することができ

る。 

教科書pp.176-178を読み、曲線の凹

凸と変曲点について理解する。 
20 

 
教科書pp.177-178問14-16を解く。

問題集 301-303を解く。 
30 

第13週 第２次導関数と 

グラフ[2] 

曲線の凹凸を調べて変曲点を求め、そ

れをもとに、グラフを書くことができ

る。 

教科書pp.179-181を読み、関数の、

グラフを書く。 
20 

 
教科書pp.179-181問17-18を解く。

問題集304-305を解く。 
30 

第14週 最大・最小 
微分法を用いて、関数の最大値と最小

値を求めることができる。 

教科書pp.182-183を読み、関数の最

大値と最小値を求める。 
20 

 
教科書 pp.182-183問 1-2を解く。 

問題集 307-308を解く。 
30 

第15週 速度・加速度 

近似式 

速度と加速度を求めことができる。ま

た、微分法を利用した関数の近似につ

いて理解できる。 

教科書pp.186-191を読み、媒介変数

表示された関数の微分法等を理解。 
20 

 
教科書pp.186-191問6-11、 

問題集319-321、324-331を解く 
30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 不定積分 
三角関数や指数・対数関数の不定積分

を求めることができる。 

教科書pp.198-201を読み、不定積分

の求め方を理解する。 
20 

 
教 科 書 pp.199-201 問 1-4     

問題集 350-354を解く。 
30 

第2週 置換積分法 
置換積分法を用いて、関数の不定積分

を求めることができる。 

教科書pp.202-205を読み、置換積分

法を理解する。 
20 

 
教科書pp.202-205 問5-9 

問題集 355-359を解く。 
30 

第3週 部分積分法 
部分積分法を用いて、関数の不定積分

を求めることができる。 

教科書pp.205-206を読み、部分積分

法を理解する。 
20 

 
教科書pp.206問10-11を解く。 

問題集 361-363を解く。 
30 

第4週 いろいろな関数の不定積分 
分数関数の不定積分を求めることがで

きる。 

教科書pp.207を読み、不定積分の求

め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.207問12を解く。 

問題集 365-367を解く。 
30 

第5週 いろいろな関数の不定積分 

後学期中間テスト(1) 

三角関数における積を和・差になす

公式を用いて、不定積分を求めるこ

とができる。 

教科書pp.208-209を読み、三角関数

の不定積分を解法を理解。 
20 

 
教科書pp.208-209問13-14、 

問題集 368-369を解く 
30 

第6週 定積分 
三角関数や指数・対数関数の定積分を

求めることができる。 

教科書pp.210-212を読み、定積分の

求め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.211-212問1-3、 

問題集 374-375を解く 
30 

第7週 定積分の置換積分法 
置換積分法を用いて、関数の定積分を

求めることができる。 

教科書pp.213-216を読み、置換積分

法を用いた解法を理解する。 
20 

 
教科書pp.213-216 問5-9、 

問題集378-384を解く。 
30 

第8週 定積分の部分積分法 
部分積分法を用いて、関数の定積分を

求めることができる。 

教科書pp.217を読み、部分積分法を

用いた定積分の求め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.217 問10、 

問題集 386-387を解く。 
30 

第9週 定積分と区分求積法 

定積分と不等式 

定積分に関するさまざまな応用問題

を解くことができる。 

教科書pp.218-224を読み、定積分に

関するさまざまな応用問題を解く。 
20 

 
教科書pp.218-224問11-16、 

問題集 388、390、412、415。 
30 

第10週 面積・体積・長さ (1) 
定積分を用いて、図形の面積と体積

を求めることができる。 

教科書pp.227-242を読み、面積と体

積や解法を理解する。 
20 

 
教科書pp.227-242  問1～問11  

問題集 391-394 401-406 解く。 
30 

第11週 
後学期中間テスト(2) 

面積・体積・長さ (2) 

 

定積分を用いて、図形の曲線の長さ

求めることができる。 

教科書pp.227-242を読み、体積や曲

線の長さの解法を理解する。 
20 

 教科書pp.227-242 例題5～10 問12 

～15 問題集 391-394 401-406 を 

解く。 

30 

第12週 
[数学Ｂ] 

事象の独立と従属 

確率変数と確率分布 

確率の乗法定理を用いて、確率を計算

すること、確率変数の確率分布表を作

ることができる。 

教科書pp116-121を読み、確率分布

について理解する。 
20 

 
教科書pp.116～121問1-2、4-8 

問題集 268-274を解く。 
30 

第13週 確率分布の平均と分散 
確率変数の平均、分散、標準偏差を求

めることができる。 

教科書 pp122-134を読み、平均 分

散 標準偏差の求め方を理解する。 
20 

 
教科書pp.122-134 問9-16、 

問題集275-281 289-292 を解く 
30 

第14週 確率変数の和・積 

二項分布 

確率変数の二項分布の平均と分散を求

めることができる。 

教科書pp130-139を読み、二項分布 

について理解する。 
20 

 
教科書pp.135-139  問21-25を解

く。 
30 

第15週 正規分布 
正規分布での確率を求めることができ

る。 

教科書pp140-147を読み、 正規分布

について理解する。 
20 

 
教科書pp.140-147 問1-問5 問4を

解く。 
30 

 定期考査     

 自己点検 解答返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

物理化学Ⅲ グローバル情報学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 兒玉浩一 

キーワード 科目概要 

力のモーメント， 

単振動， 

等速円運動， 

気体分子運動論， 

波動 

物理学および化学は、工学を学ぶ上で重要な基礎となる科目である。物理化

学Ⅲでは、1・２年次で学習したことをもとに、高学年での専門科目で必要な

基本的な知識や問題の解法を学習し、専門科目へとつなげる。 

１・２年次に学習した物理の内容を土台にして、さらに内容を発展させる。

また一年を通して、講義で扱う用語や科学的な言い回しを日本語だけで無く

英語でも教えていく。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「改訂 物理」三浦 登他，東京書籍 

②「改訂レッツトライノート 物理 Vol.1 

力学編」 

③「改訂レッツトライノート  

物理 Vol.2 熱・波編」 

 

資格：危険物取扱者 

評価方法 

評価項目 定期試験 中間テスト 課題 態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 30 30 30 10   100 50 

後学期 30 30 30 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

各学期の評価で評価し、６０点に満たない者は補習または再試をおこなう。 

各学期の中間テストおよび定期試験の内容は，通常の学習の成果を測定することを目的として行

う。 

課題は、確認の小テスト・英語の単語テストも含む。 

受講上のアドバイス 

① 問題練習を行ったものを保管しておけるようにファイルを用意すること。 

② 問題には納得するまで取り組み，理解できない問題は問題解説の際にしっかり確認し、質問すること。 

③ 宿題・課題は必ず提出すること。 

④ 予習、復習リストを参考に、予復習に取り組むこと。 

科目の達成目標 

①  剛体のつり合いについて、説明できる。 

② 等速円運動について説明できる 

③ 単振動について、等奥円運動と関連づけて説明できる 

④ 気体の熱運動を説明することができる。 

⑤ 波の性質について説明することができる。 

   ⑥ ドップラー効果について説明することができる。 

関連する本校の学習・教育目標 基礎力 

問い合わせ・質問先 2階215室（数理教員室） 

オフィスアワー 月曜日 15:10～16:50 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週  Summary 
１，2年で学習した物質量やSI単

位、力の合成・分解について問

題を解くことができる。 

演習プリントを解く 20 
 

間違った箇所を見直す 20 

第2週 
力のつり合い 

力のモーメント 

力のモーメント、剛体における

力のつり合いを理解することが

できる。 

教科書P6～9を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P2～3 を解く 20 

第3週 
剛体にはたらく力のつ

りあい 

力のモーメントのつりあい、および

剛体にはたらく力のつりあいの式を

たて、それを解くことが出来る 

教科書P10～12を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P4～5 を解く 20 

第4週 重心 
物体の重心を計算や作図で求め

ることができる。 

教科書P13～16を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P6～7 を解く 20 

第5週 問題演習 
剛体のつりあい、および重心の

問題を解くことができる。 

教科書P17章末問題を解く 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P8～9 を解く 20 

第6週 円運動 
等速円運動における物理量の表

し方、意味が理解できる。 

教科書P32～37を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P16～17 を解く 20 

第7週 慣性力 
慣性力や遠心力を理解し、非慣

性系での運動を説明できる。 

教科書P38～41を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P18～21 を解く 20 

第8週 
学習のまとめ 

前学期中間テスト 

これまで学習してきた内容を振

り返ることができる。 

いままで解いた問題を見直す 60 
 

試験の復習をする 20 

第9週 
自己点検 

惑星の運動 

テストの返却と解説 

ケプラーの法則を理解すること

ができる。 

教科書P42～43を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P22～23 を解く 20 

第10週 万有引力 

万有引力を理解できる。惑星の

運動を等速円運動に近似するこ

とで、イメージすることができ

る。 

教科書P46～51を読む 20 

 
ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P24～25 を解く 20 

第11週 単振動 

単振動と等速円運動の関係を理

解し、単振動の速度加速度を求

めることができる。 

教科書P54～57を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P28～29 を解く 20 

第12週 ばね振り子 
水平ばね振り子や鉛直ばね振り

子の問題を解くことができる。 

教科書P58～60を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P30～31 を解く 20 

第13週 
単振り子 

単振動のエネルギー 

単振り子の問題を解くことがで

きる。単振動のエネルギーを理

解することができる。 

教科書P61～63を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P32～33 を解く 20 

第14週 問題演習 
単振動の種々の問題を解くこと

ができる。 

教科書P65章末問題を解く 60 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ1 P34～35 を解く 60 

第15週 まとめと演習 
これまでの内容を確認し、問題

演習を説くことができる。 

これまでの内容を見直す 20 
 

演習問題 を解く 20 

 定期試験     

 自己点検 テストの返却と解説    

 

  



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 気体の法則（復習） 

ボイル、シャルル、ボイルシャ

ルルの法則、気体の状態方程式

を使うことができる。 

教科書P98～103を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P4～5を解く 20 

第2週 
気体分子の熱運動

（１） 

気体分子の熱運動を説明ができ

る。 

教科書P104～107を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P6～7を解く 20 

第3週 
気体分子の熱運動

（２） 

気体分子の熱運動と内部エネル

ギーの関係を説明ができる。 

教科書P108を読む 20 
 

教科書P109章末問題を解く 20 

第4週 気体の状態変化 

熱力学第１法則を使って、定圧

変化、定積変化、断熱変化を説

明できる。 

教科書P110～115を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P8～13を解く 20 

第5週 気体のモル比熱 
定積モル比熱、定圧モル比熱を

説明できる。 

教科書P116～118を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P14～15を解く 20 

第6週 熱機関と熱力学第２法則 
熱機関の効率を求められる。熱

力学第２法則を説明できる。 

教科書P119～123を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P16～17を解く 20 

第7週 まとめと問題演習 
これまで学習してきた内容を振

り返ることができる。 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P18～21を解く 60 
 

これまでの内容を見直す 20 

第8週 
後学期中間テスト 

波の性質 

波の性質、波の表し方を説明す

ることができる。 

教科書P132～135を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P20～21を解く 20 

第9週 
自己点検 

波の伝わり方（１） 

テストの返却と解説 

ホイヘンスの原理、波の反射、

屈折現象が説明できる。 

教科書P136～139を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P26～27を解く 20 

第10週 波の伝わり方（２） 
波の回折、干渉現象が説明でき

る。 

教科書P140～144を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P28～29を解く 20 

第11週 音の性質 
音の反射、屈折、回折、干渉が

説明できる。 

教科書P146～149を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P32～33を解く 20 

第12週 固有振動 
弦や気柱の固有振動を理解する

ことが出来る。 

別配布資料を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P34～35を解く 20 

第13週 ドップラー効果（１） 
音源が動く場合のドップラー効

果を説明することが出来る。 

教科書P150～152を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P36～37を解く 20 

第14週 ドップラー効果（２） 

観測者が動く場合、および音源

観測者両方のドップラー効果を

説明することが出来る。 

教科書P153～156を読む 20 
 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P38～41を解く 20 

第15週 まとめと問題演習 
これまで学習してきた内容を振

り返ることができる。 

ﾚｯﾂﾄﾗｲﾉｰﾄ2 P42～43を解く 20 
 

教科書P157章末問題を解く 20 

 定期試験     

 自己点検 テストの返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

保健体育Ⅲ グローバル情報学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 実技 瀧本明弘，フィリップ・ケザウ 

キーワード 科目概要 

安全, 

協調性, 

生涯スポーツ, 

ルール遵守 

 

集団行動 

体育大会の練習 

サッカー 

バスケットボール 

球技大会の練習 

ニュースポーツ(ソフトバレーボール・インディアカ) 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

なし アクティブスポーツ２０１９ 
科目：保健体育Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ 

資格： 

評価方法 

評価項目 出席状況 学習態度 リーグ戦 レポート   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 40 10 0   100 40 

後学期 40 30 20 10   100 60 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

学習態度は、協調性・ルールの遵守・服装・遅刻・見学等から評価する。 

出席状況は、欠席があった場合減点とする。 

レポートは、後学期に提出する。 

リーグ戦は、サッカー・バスケットボール・ニュースポーツにおいて評価する。 

受講上のアドバイス 

1． ジャージ、シューズは指定のもの以外は認めない。 

2． 安全に留意する事。 

3． 生涯スポーツについて理解すること。 

科目の達成目標 

① 健康の維持増進のため、生涯を通してスポーツに関わる基礎を構築する。 

② 基礎体力の向上を図る。 

③ スポーツを通じて協調性を身につける。 

④ サッカーについて理解を深める 

⑤ バスケットボールについて理解を深める 

⑥ ニュースポーツ(ソフトバレーボール・インディアカ)について理解を深める。 

関連する本校の学習・教育目標 人間力 

問い合わせ・質問先 1階教員室、第2体育館 

オフィスアワー 水曜日  16：30～17：30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

学
期 

第1週 集団行動 
整列、点呼、準備体操などの集団

行動ができる 

  
 

集団行動の重要性を復習する 10 

第2週 サッカー 様々なキック、ドリブルができる 

基本動作を調査する(キック・

ドリブル) 
10 

 

本時の基本動作を復習する 10 

第3週 体育大会の練習 体育大会の各種目の理解を深める 

体育大会での各自の出場種目を

知り、理解する 
10 

 
体育大会がスムーズに進行でき

るように復習する 
10 

第4週 サッカー 
トラップ、パス、シュートができ

る 

基本動作を調査する (トラッ

プ、パス、シュート) 
10 

 

本時の基本動作を復習する 10 

第5週 サッカー ヘディングができる 

基本動作を調査する(ヘディン

グ) 
10 

 

本時の基本動作を復習する 10 

第6週 サッカー 
対人動作(１対１，２対１)ができ

る 

対人動作を調査する(１対１，

２対１) 
10 

 

本時の対人動作を復習する 10 

第7週 サッカー 
対人動作(２対２，３対３)ができ

る 

対人動作を調査する(２対２，

３対３) 
10 

 

本時の対人動作を復習する 10 

第8週 サッカー 
試合形式で基本動作、対人動作が

できる 

試合について調査する 10 
 

本時の試合を復習する 10 

第9週 サッカー 試合ができる 

戦術について調査する 10 

 本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第10週 サッカー 試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第11週 サッカー 試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第12週 サッカー 試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第13週 バスケットボール 
ボールハンドリング、ドリブル、

パスができる 

基本動作を調査する(ボールハ

ンドリング、ドリブル、パス) 
10 

 

本時の基本動作を復習する 10 

第14週 バスケットボール シュート、１対１ができる 

基本及び対人動作を調査する

(シュート、１対１) 
10 

 
本時の基本及び対人動作を復習

する 
10 

第15週 バスケットボール ２対１、２対２ができる 

対人動作を調査する(２対１、

２対２) 
10 

 

本時の対人動作を復習する 10 

      

      



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 バスケットボール ハーフコートの３対３ができる 
３×３について調査する 10 

 
本時の３×３を復習する 10 

第2週 バスケットボール ファーストブレイクができる 

ファーストブレイクについて調

査する 
10 

 
本時のファーストブレイクを反

省する 
10 

第3週 バスケットボール 
試合形式で基本動作、対人動作、

ファーストブレイクができる 

試合について調査する 10 
 

本時の試合を復習する 10 

第4週 バスケットボール 試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第5週 バスケットボール 試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第6週 バスケットボール 試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第7週 バスケットボール 試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第8週 球技大会の練習 球技大会の種目の理解を深める 

球技大会での各自の出場種目を

知り、理解する 
10 

 
球技大会がスムーズに進行でき

るように復習する 
10 

第9週 
ニュースポーツ(ソフト

バレーボール) 
サーブ、パス、レシーブができる 

基本動作を調査する 10 
 

本時の基本動作を反省する 10 

第10週 
ニュースポーツ(ソフト

バレーボール) 
試合ができる 

試合について調査する 10 
 

本時の試合を反省する 10 

第11週 
ニュースポーツ(ソフト

バレーボール) 
試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第12週 
ニュースポーツ(ソフト

バレーボール) 
試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第13週 
ニュースポーツ(インデ

ィアカ) 
試合ができる 

試合について調査する 10 

 本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第14週 
ニュースポーツ(インデ

ィアカ) 
試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

第15週 
ニュースポーツ(インデ

ィアカ) 
試合ができる 

先週の試合を踏まえ、チーム戦

略を考える 
10 

 
本時の試合についてチームごと

に反省する 
10 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

総合英語Ⅲ グローバル情報学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ３ 通年 講義 宮野 肇 

キーワード 科目概要 

リーディング, 

速読, 

単語力, 

現代社会 

身近な現代社会の最新情報や直面する問題を扱った英文を読むことを通し

て、基本的なリーディングスキルを習得していく。速読の技術を取り入れな

がら、主題の内容を把握する訓練を行っていく。また英文中に登場する単語

は日常の新聞、雑誌などでよく見かけるものであり、実社会でも非常に役立

つ英単語であるので、単語力増強を図ることも目的としている。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① Reading Pass 2( 改 訂 版 ) ，
Andrew E. Bennett, 南雲堂 

 

科目：総合英語Ⅰ, Ⅱ 

評価方法 

評価項目 中間テスト 期末試験 小テスト 提出物 授業態度  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 - 40 20 30 10  100 34 

後学期 20 20 20 30 10  100 66 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

・定期試験 ：授業で学習した各ユニットの英文理解を測る。 

・中間テスト：同上 

・小テスト：テキストの各単元終了後、その内容の理解度を測る。あわせてリスニング能力も測る。 

・提出物 ：各ユニット内でのハンドアウトを完成して提出。 

・授業態度：忘れ物、授業中の居眠りなど。10点以上の減点もある。  

受講上のアドバイス 

・テキストについているCD教材を利用し、積極的にリスニングや発音などのトレーニングをすると良い。 

・パラグラフ毎に書かれている内容を自分でまとめてみる。記事(article)や段落(passage)の組み立て方を自分

で探ってみる。 

・ユニットのテーマに関連する内容のもの（新聞・雑誌・テレビニュースなど）を積極的に読んだり、見聞きす

るとよい。英語媒体ならなお良い。 

科目の達成目標 

① 授業で習った内容から自分の視野を広げることができる 

② 教科書に出てくる新出単語を意欲的に学習することができる 

③ 新しい内容に入る際の導入を行うことで内容に対して興味を持つことができる 

④ スキャン（内容問題）の読み方を習得できる 

⑤ スキム（内容問題）の読み方を習得できる 

⑥ 本文の内容についての知識を増やすことができる 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 １階教員室（104室） 

オフィスアワー 月曜日 16:30～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
授業概要の説明 

Unit 2: 

Green Profits 

・どの様な態度で授業に臨むこと

を期待されているか理解する 

・重要単語やフレーズの確認、本

文内容理解、本文要約完成 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

第2週 本文要約 
Summary Sheetと単語Sheetを用

いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第3週 
練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答える

ことができる 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

第4週 Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を理

解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

第5週 
Unit 3: 

Well-loved Pets 

重要単語やフレーズの確認、本

文内容理解、本文要約完成 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第6週 本文要約 
Summary Sheetと単語Sheetを用

いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第7週 
練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答える

ことができる 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

第8週 Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を理

解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

第9週 
Unit 6: 

TED Talks 

重要単語やフレーズの確認、本

文内容理解、本文要約完成 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第10週 本文要約 
Summary Sheetと単語Sheetを用

いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第11週 
練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答える

ことができる 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

第12週 Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を理

解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

第13週 
Unit 5: 

Viral Marketing 

重要単語やフレーズの確認、本

文内容理解、本文要約完成 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第14週 本文要約 
Summary Sheetと単語Sheetを用

いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

 

第15週 Unit2, 3, 6の総復習 
期末試験範囲のボキャブラリ

ー、内容確認をする 

試験範囲本文音読 20 
 

単語シートの確認 30 

 定期試験     

 自己点検 答案返却・解説及び自己点検 
試験で間違えたところを再度見

直す 
  

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 

点

検 

後
学
期 

第1週 

Unit 5: 

Viral Marketing 

練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答える

ことができる 

練習問題を解く 10 

 
理解を深める 20 

Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を理

解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

第2週 

Unit 8: 

Replanting the 

World’s Forests 

重要単語やフレーズの確認、本

文内容理解、本文要約完成 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

本文要約 
Summary Sheetと単語Sheetを用

いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第3週 

練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答える

ことができる 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を理

解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

第4週 

Unit9: 

Adventure Tourism 

重要単語やフレーズの確認、本

文内容理解、本文要約完成 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

本文要約 
Summary Sheetと単語Sheetを用

いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第5週 

練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答える

ことができる 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を理

解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

第6週 

Unit12: 

Computer Actors 

重要単語やフレーズの確認、本

文内容理解、本文要約完成 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

本文要約 
Summary Sheetと単語Sheetを用

いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第7週 

練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答える

ことができる 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を理

解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

 

第8週 

Unit5, 8, 9, 12の総復

習 

期末試験範囲のボキャブラリ

ー、内容確認をする 

試験範囲本文音読 20 
 

単語シートの確認 30 

後期中間テスト 
Unit5, 8, 9, 12での学習内容

の習得 

テスト範囲の復習 30 
 

テストの振り返り 30 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第9週 

自己点検 答案返却・解説及び自己点検 

  

 試験で間違えたところを再度見

直す 
20 

Unit 14: 

Fresh Water: A Growing 

Crisis 

重要単語やフレーズの確認、

本文内容理解、本文要約完成 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第10週 

本文要約 
Summary Sheetと単語 Sheetを

用いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答え

ることができる 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

第11週 

Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を

理解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

Unit 15: 

Exporting Culture 

重要単語やフレーズの確認、

本文内容理解、本文要約完成 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第12週 

本文要約 
Summary Sheetと単語 Sheetを

用いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答え

ることができる 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

第13週 

Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を

理解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

Unit 16: 

Aging Populations 

重要単語やフレーズの確認、

本文内容理解、本文要約完成 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

第14週 

本文要約 
Summary Sheetと単語 Sheetを

用いて本文内容を理解する 

単語調べ 10 
 

理解を深める/本文要約完成 20 

練習問題 

復習問題 

本文の内容を問う問題に答え

ることができる 

練習問題を解く 10 
 

理解を深める 20 

第15週 

Review Quiz 
学習した単語、本文の内容を

理解しているか確認する 

小テストの準備 20 
 

小テストの復習 10 

Unit14, 15, 16の総復

習 

期末試験範囲のボキャブラリ

ー、内容確認をする 

試験範囲本文音読 20 
 

単語シートの確認 30 

  定期試験     

 自己点検 答案返却・解説及び自己点検 
試験で間違えたところを再度見

直す 
  

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

英語スキルズIII（English Skills III） グローバル情報学科３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修３ 通年 講義 Keith Ikoma 

キーワード 科目概要 

Project Based Learning, 

Communication Skills, 

Presentation Skills, 

Teamwork, Team building 

The purpose of this class is to develop the English ability, 

knowledge and vocabulary needed for students to have a fuller range 

of everyday conversations and improve their English skills. Students 

will do this through a variety of activities from the textbook and 

handouts. 

Students will frequently work in groups for various activities to 

practice and improve their understanding of daily English 

conversations.   

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「Tech Talk」， 

 Vicki Hollett and John Sydes                                             

 Oxford 

①Handouts 
科目：英語スキルズＩＩ 

資格： 

評価方法 

評価項目 Classwork Quizzes 計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 70 30 100 67% 

後学期 70 30 100 33% 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

Students’ classwork will be evaluated through in-class assignments, in-class 

activities, and participation in classroom tasks (discussion, etc.) 

Students will be assessed through quizzes for compression and ability to use learned 

materials.  Some units may require projects or presentations instead of quizzes. 

受講上のアドバイス 

①Come to class on time with your books and pencil. 

②Be friendly and respectful to the teacher and other students. 

③Ask questions until you understand perfectly. And then help your classmates ask even more. 

④Making mistakes is always better than not trying. 

⑤Relax, have fun, and smile. Then ask more questions and make more mistakes! 

⑥Be responsible for making up missed work and finishing assignments. 

科目の達成目標 

① 
Students will be able to discuss topics (jobs, giving directions, various tech topics, etc.) 

covered in the book. 

② 
Students will be able to express opinions, ask questions, and agree/disagree in socially 

appropriate ways. 

③ 
Students will be able to use grammar structures studied in class (past perfect, modals, -

ed/-ing, etc.). 

④ Students will be able to work in a multi-level group towards a common goal. 

⑤  

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 ICT 31-104 

オフィスアワー Monday, 16:00-17:00 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 

Tech/Bridge Project 

Unit 6 

Use materials to plan and 

design a bridge, explain 

failures and successes, 

examine a design and assess 

its probable success or 

failure. Use location and 

comparative vocabulary. 

Get a 30 ring folder 15 
 

Review Unit vocabulary and grammar 30 

Tech/Bridge Project 

Unit 6 

Think about the project and how 

you will approach it 
30 

 
Reflect on progress on the 

Tech/Bridge project 
30 

第2週 

Tech/Bridge Project 

Unit 6 

Think about the project and how 

you will approach it 
30 

 
Reflect on progress on the 

Tech/Bridge project 
30 

Tech/Bridge Project 

Unit 6 

Reflect on progress on the 

Tech/Bridge project 
30 

 
Reflect on progress on the 

Tech/Bridge project 
30 

第3週 

Tech/Bridge Project 

Unit 6 

Reflect on progress on the 

Tech/Bridge project 
30 

 
Reflect on progress on the 

Tech/Bridge project 
30 

Tech/Bridge Project 

Unit 6 

Think about the project and how to 

present it 
30 

 
Reflect on unit and project 30 

第4週 

Unit 2, Unit 4, Choose 

your own adventure 

Use cause and effect 

sentences, use simple past, 

give one part and two part 

instructions. 

Preview Unit vocabulary and 

grammar 
30 

 
Review Unit vocabulary and grammar 30 

Unit 2, Unit 4, Choose 

your own adventure 

Think about the CYOA project and 

how you will approach it 
30 

 
Reflect on progress on the CYOA 

project 
30 

第5週 

Unit 2, Unit 4, Choose 

your own adventure 

Preview Unit vocabulary and 

grammar 
30 

 
Review Unit vocabulary and grammar 30 

Unit 2, Unit 4, Choose 

your own adventure 

Think about the CYOA project and 

how you will approach it 
30 

 
Reflect on progress on the CYOA 

project 
30 

第6週 

Unit 2, Unit 4, Choose 

your own adventure 

Preview Unit vocabulary and 

grammar 
30 

 
Review Unit vocabulary and grammar 30 

Unit 2, Unit 4, Choose 

your own adventure 

Think about the CYOA project and 

how you will approach it 
30 

 
Reflect on progress on the CYOA 

project 
30 

第7週 

Unit 2, Unit 4, Choose 

your own adventure 

Think about the CYOA project and 

how you will approach it 
30 

 
Reflect on progress on the CYOA 

project 
30 

Unit 2, Unit 4, Choose 

your own adventure 

Think about the CYOA project and 

how to present it 
30 

 
Reflect on unit and project 30 

第8週 

Unit 1 Start and close a 

conversation, exchange 

information, identify and 

report problems and make 

comparisons. 

Review Unit vocabulary and grammar 30 
 

Think about what is necessary to 

be successful in the workplace 
30 

Unit 1 

Think about technology and 

identify its strengths and 

weaknesses 
30 

 

Reflect on unit and project 30 

  



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

人間と自然Ⅱ グローバル情報学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 １ 集中講義 講義 小髙有普・菅原光彦・渡邊 勲・中部 宏・米倉幸増 

キーワード 科目概要 

人間力 

穴水湾自然学苑において、海洋活動、講話、クラスミーティングなどを一体

的に行う。グループ活動を通し、自然への理解を深めチームワークやリーダ

ーシップを発揮するとともに、団体生活を通し、思いやりの心を実践し生活

規範を身に付ける。また、校長および苑長講話を聴講し、学生生活のあるべ

き姿を理解するとともに、日本人としての誇りと自覚を深める。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

なし ①学生便覧2019 

科目：人間と自然Ⅰ 

   人間と自然Ⅲ 

資格：なし 

評価方法 

評価項目 海洋活動 研修レポート 生活態度 出席状況   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 20 15 15 50   100 100 

後学期         

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

研修2日目16:30まで出席した者について、本科目の履修を認め成績評価を行う。出席は2日目

16:30までの出席で30点および3日間出席で50点を付与する。海洋活動は受講態度が悪い者は、10

点を上限とし減点する。研修レポートは研修の理解度、取り組みの程度、誤字、提出遅れなどに

より7点を上限とし減点する。また生活態度が悪い者は7点を上限とし減点する。研修活動に体調

不良等で欠席した場合は、海洋活動は午前、午後各3点、その他授業明細の項目については各1点

を減点する。なお見学は出席とする。学生便覧2019規則集中の生活規定等に違反した場合は退苑

させることがあり、評定2（不可）とする。 

受講上のアドバイス 

①別に配布する穴水湾自然学苑研修の資料をよく読み、忘れ物のないように注意する。 

②健康管理に十分留意し研修に臨むこと。体調不良の場合は、本校集合時に必ず申し出ること。 

③団体生活を通して、他の人への思いやりを体得してください。 

④穴水湾自然学苑周辺の大自然に大いに親しんでください。 

科目の達成目標 

①  

②  

③  

④  

⑤  

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 人間性 

問い合わせ・質問先 
（授業開講時）穴水湾自然学苑1階教員室・米倉まで 

（それ以外） 高専3階31.315室・小髙まで 

オフィスアワー  



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 点検 

 1 オリエンテーション 
緊急時における非常口の場所など安全の確保に関することおよび

研修期間中における基本的なルールなどについて理解できる。 
 

 2 朝の集い 
国歌の斉唱と国旗・校旗の掲揚を行い、掲揚時のマナーについて

理解できる。 
 

 3 夕べの集い 
国歌の斉唱と国旗、校旗の降納を行い、降納時のマナーについて

理解できる。 
 

 4 苑長講話 講話を聴講し、日本人としての誇りと自覚を理解できる。  

 5 海洋活動 

カッターによる帆走および洋上オリエンテーリングを行う。これ

らの活動を通して、チームワークやリーダーシップの重要性を理

解できる。 

 

 6 団体生活 
団体生活を通して、思いやりの心を実践するとともに、生活規範

を体得できる。 
 

 7 クラスミーティング 
クラスミーティングによりクラスの団結を深め、これからの学生

生活への意欲を高めることができる。 
 

 8 海洋活動反省会 
海洋活動を通し感じたことなどをグループで話し合い、発表する

ことができる。 
 

 9 校長講話 講話を通し、学生生活上の指針を理解できる。  

 10 研修レポートの作成 

「人間と自然Ⅱ」で学んだ以下の項目について、文章として表現

できる。 

・海洋活動（帆走、洋上オリエンテーリング）でのチームワーク

やリーダーシップの大切さについて。 

・団体生活での思いやりの心や生活規範の大切さについて。 

・苑長講話および校長講話について。 

 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

人間と自然Ⅱ グローバル情報学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 １ 集中講義 講義 小髙有普・菅原光彦・渡邊 勲・中部 宏・米倉幸増 

キーワード 科目概要 

人間力 

穴水湾自然学苑において、グループ討議、講話、クラスミーティングなどを

一体的に行う。グループ活動を通し、自然への理解を深めチームワークやリ

ーダーシップを発揮するとともに、団体生活を通し、思いやりの心を実践し

生活規範を身に付ける。また、校長および苑長講話を聴講し、学生生活のあ

るべき姿を理解するとともに、日本人としての誇りと自覚を深める。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

なし ①学生便覧2019 

科目：人間と自然Ⅰ 

   人間と自然Ⅲ 

資格：なし 

評価方法 

評価項目 グループ活動 研修レポート 生活態度 出席状況   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 20 15 15 50   100 100 

後学期         

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

研修2日目16:30まで出席した者について、本科目の履修を認め成績評価を行う。出席は2日目

16:30までの出席で30点および3日間出席で50点を付与する。海洋活動は受講態度が悪い者は、10

点を上限とし減点する。研修レポートは研修の理解度、取り組みの程度、誤字、提出遅れなどに

より7点を上限とし減点する。また生活態度が悪い者は7点を上限とし減点する。研修活動に体調

不良等で欠席した場合は、グループ活動は午前、午後各3点、その他授業明細の項目については各

1点を減点する。なお見学は出席とする。学生便覧2019規則集中の生活規定等に違反した場合は退

苑させることがあり、評定2（不可）とする。 

受講上のアドバイス 

①別に配布する穴水湾自然学苑研修の資料をよく読み、忘れ物のないように注意する。 

②健康管理に十分留意し研修に臨むこと。体調不良の場合は、本校集合時に必ず申し出ること。 

③団体生活を通して、他の人への思いやりを体得してください。 

④穴水湾自然学苑周辺の大自然に大いに親しんでください。 

科目の達成目標 

①  

②  

③  

④  

⑤  

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 人間性 

問い合わせ・質問先 
（授業開講時）穴水湾自然学苑1階教員室・米倉まで 

（それ以外） 高専3階31.315室・小髙まで 

オフィスアワー  

雨 天 時 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 点検 

 1 オリエンテーション 
緊急時における非常口の場所など安全の確保に関することおよび

研修期間中における基本的なルールなどについて理解できる。 
 

 2 朝の集い 
国歌の斉唱と国旗・校旗の掲揚を行い、掲揚時のマナーについて

理解できる。 
 

 3 夕べの集い 
国歌の斉唱と国旗、校旗の降納を行い、降納時のマナーについて

理解できる。 
 

 4 苑長講話 講話を聴講し、日本人としての誇りと自覚を理解できる。  

 5 グループ討議 

班ごとに異なるテーマで意見交換を行う。これらの活動を通し

て、チームワークやリーダーシップの重要性を理解できる。 

グループで話し合い、発表することができる。 

 

 6 団体生活 
団体生活を通して、思いやりの心を実践するとともに、生活規範

を体得できる。 
 

 7 クラスミーティング 
クラスミーティングによりクラスの団結を深め、これからの学生

生活への意欲を高めることができる。 
 

 8 グループ討議反省会 
グループ活動を通し感じたことなどをグループで話し合い、発表

することができる。 
 

 9 校長講話 講話を通し、学生生活上の指針を理解できる。  

 10 研修レポートの作成 

「人間と自然Ⅱ」で学んだ以下の項目について、文章として表現

できる。 

・グループ活動でのチームワークやリーダーシップの大切さにつ

いて。 

・団体生活での思いやりの心や生活規範の大切さについて。 

・苑長講話および校長講話について。 

 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

ネットワーク基礎Ⅱ グローバル情報学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 演習 田村景明 

キーワード 科目概要 

ネットワーク， 

サーバ， 

UNIX，Linux， 

コマンド， 

管理者 

 

現在，企業や社会において活動の効率化を目的とした種々の情報システム

が稼働している．これらはUNIX系のオペレーティングシステムで稼働してい

るケースが多く，保守・運用を適切に行うためにはUNIXの知識やスキルが必

要となる．本科目ではUNIXの特徴や操作の基本を学ぶとともに，キャラク

タ・ユーザ・インタフェースを介しての操作に習熟することを目的としてい

る．また，インターネットで利用される各種サービスの概要や設定方法など

を学び，サーバ構築のスキル習得を目指す． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「Linux標準教科書v3」，LPI-JAPAN 特になし． 

科目：ネットワーク基礎Ⅰ，ネットワ

ークシステムⅠ 

資格：ドットコムマスター 

     

評価方法 

評価項目 小テスト 課題     計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 60     100 50 

後学期 40 60     100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

・小テストは理解度把握のためであり，各学期３回程度行う．公欠の場合，追試験を実施する． 

 課題はその都度出題，提出する．授業は演習を中心とし，実験室で行う． 

・各学期について評価項目に関係なく，欠課（100分授業）につき４点，遅刻・早退１回につき１

点それぞれ減点する．また，学生便覧の諸規則等を全うしない学生について，注意しても改善

が見られない場合は，評価項目に関係なく減点する． 

受講上のアドバイス 

・学生便覧の進級条件の前文に「平素学生の本分を全うし，かつ勉学に精励したものと認められる者」とある．

これに従い減点項目のため不合格となる場合もあることを自覚する． 

・演習は各自，手を動かし理解を深めること． 

・貸与パソコンを用意すること．貸与パソコンを大切に取り扱うこと． 

科目の達成目標 

① LinuxＯＳを説明できる． 

② 仮想マシンを説明できる． 

③ コマンドを説明できる． 

④ ファイルシステムを理解できる． 

⑤ Linuxの管理ができる． 

⑥ サーバを構築できる． 

関連する本校の学習・教育目標 専門力 

問い合わせ・質問先 2階210室 

オフィスアワー 月，木 17:00～17:30（要予約） 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
ガイダンス 

Linuxとは 

ビデオ鑑賞 

授業内容を理解できる． 

環境を整備できる． 

教科書指定箇所を読み概要を理

解する． 
15分 

 

Linuxについて理解を深める． 20 

第2週 
仮想化技術 

Linuxのインストール 

virtualbox，Linuxのインストー

ルができる． 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 

Linuxの動作確認． 20 

第3週 基本コマンド① 
VirtualBoxを理解する． 

Linuxのｺﾏｱﾝﾄﾞを理解できる． 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 20 

第4週 基本コマンド② Linuxの基本操作ができる 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 20 

第5週 
第１回小ﾃｽﾄ 

正規表現 
正規表現を理解できる． 

小テストの範囲を復習する． 40 
 

学習した操作の復習． 20 

第6週 パイプ パイプを理解できる． 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 20 

第7週 基本コマンド③ 基本コマンドを理解できる． 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 20 

第8週 
第２回小テスト 

ｖｉエディタ 
エディタの操作方法を習得する． 

小テスト範囲の復習をする． 40 
 

学習した操作の復習． 20 

第9週 管理者の仕事① 管理者の仕事について理解する． 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 20 

第10週 管理者の仕事② 管理のコマンドを理解する． 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 20 

第11週 権限 権限について理解できる． 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 20 

第12週 シェルスクリプト① シェルスクリプトを理解できる． 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 20 

第13週 シェルスクリプト② シェルスクリプトを作成できる． 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 20 

第14週 
第３回小テスト 

プロセス管理 
プロセス管理を理解する． 

小テストの範囲を復習する． 40 
 

学習した操作の復習． 20 

第15週 
ファイル管理 

小テスト返却 
ファイル管理を理解できる． 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 
学習した操作の復習， 

自己点検・自己評価． 
20 

      

      



 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
サーバとは 

ビデオ鑑賞 
サーバについて理解できる． 

指定資料を読む． 15 
 

サーバについて理解を深める． 20 

第2週 サーバの基本設定① 
Linuxの設定ファイルについて理

解できる． 

指定資料を読む． 15 
 

学習した操作の復習． 20 

第3週 サーバの基本設定① 基本設定ができる． 
指定資料を読む． 15 

 
学習した操作の復習． 20 

第4週 
第４回小テスト 

FTPサーバ① 
FTPサーバを理解できる． 

小テストの範囲を復習する． 40 
 

学習した操作の復習． 20 

第5週 FTPサーバ② FTPサーバを構築できる． 
指定資料を読む． 15 

 
学習した操作の復習． 20 

第6週 Webサーバ① Webサーバを理解できる． 
指定資料を読む． 15 

 
学習した操作の復習． 20 

第7週 Webサーバ② Webサーバを構築できる． 
指定資料を読む． 15 

 
学習した操作の復習． 20 

第8週 Webサーバ③ 
ユーザ別・セキュリティー付サー

バを構築できる． 

指定資料を読む． 15 
 

学習した操作の復習． 20 

第9週 
第５回小テスト 

webサーバとデータベー

スの連携① 

webサーバとデータベースの連携

を理解できる． 

小テストの範囲を復習する． 40 
 

学習した操作の復習． 20 

第10週 
webサーバとデータベー

スの連携② 

webサーバとデータベースの連携

を構築できる． 

指定資料を読む． 15 
 

学習した操作の復習． 20 

第11週 SSHサーバ① SSHサーバを理解できる． 
指定資料を読む． 15 

 
学習した操作の復習． 20 

第12週 SSHサーバ② 
SSHサーバによってリモート操作

できる． 

指定資料を読む． 15 
 

学習した操作の復習． 20 

第13週 ファイルサーバ① ファイルサーバを理解する． 
指定資料を読む． 15 

 
学習した操作の復習． 20 

第14週 
第６回小テスト 

ファイルサーバ② 
ファイルサーバを構築できる． 

小テスト範囲を復習する． 40 
 

学習した操作の復習． 20 

第15週 
まとめ 

小テスト返却 

サーバ構築についてまとめること

ができる． 

指定資料を読む． 15 
 

自己点検・自己評価． 20 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

プログラミング演習Ⅱ グローバル情報学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 鍛治俊平 

キーワード 科目概要 

オブジェク卜指向, 

制御構造, 

配列, 

関数, 

クラス, 

Java 

オブジェク卜指向の基本概念と，オブジェクト指向プログラミング言語によ

る基本的なプログラミングの能力を身につけ，オブジェク卜指向にそった簡

単なプログラムが作成できるようにする。まずは，２年次で学習したプログ

ラミングに必要な変数，条件判断や繰り返しなどの制御構造，配列，関数を

自由に使えるようにする。そののちにクラスについて学び，オブジェク卜指

向によるプログラミングの基礎となる知識と技術を身につける。理解を深め

るために特定の言語を使って実際にプログラミングの演習を行う。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「アクティブラーニングで学ぶ Java

プログラミング基礎1」，コロナ社 

②「アクティブラーニングで学ぶ Java

プログラミング基礎2」，コロナ社 

指定なし 
科目：プログラミング演習Ⅰ 

資格：ＩＴパスポート 

評価方法 

評価項目 小テスト 課題 学習態度    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 50 10    100 50 

後学期 40 50 10    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

授業は，演習形式で行う。定期試験は実施しない。年4回程度実施される小テストや適宜出題され

る課題，学習態度によって評価を行う。減点対象として，各学期について欠課は1回につき2点減

点，遅刻と早退は1回につき1点，評価項目に関係なく全体から減点する。学生便覧の諸規則を全

うしない学生についても，注意後改善が見られない場合は，評価項目に関係なく全体から減点す

る。減点事項について，特別な理由がある場合，校長の指示に従う。 

受講上のアドバイス 

本講義は，Javaによるオブジェクト指向プログラミングを理解することを目的とする。アクティブラーニングで

学んでいくため，理解できなかった点を理解できるようになるまで繰り返し学習すること。課題は提出期限まで

に完成させて提出すること。他の人のものを写さずに自分で課題を完成させること。 

科目の達成目標 

① Javaにおけるプログラムの基本的な扱い方について説明できるようになる。 

② Javaにおける変数，演算，条件文，繰り返し文について説明できるようになる。 

③ Javaにおける配列，メソッドについて説明できるようになる。 

④ Javaにおけるクラスの概念について説明できるようになる。 

⑤ Javaにおけるクラスの機能について説明できるようになる。 

⑥ Javaにおけるクラスの拡張について説明できるようになる。 

関連する本校の学習・教育目標 専門力 

問い合わせ・質問先 1階215室 

オフィスアワー 金曜日 16:00～17:00 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
ガイダンス 

環境準備 

Javaによるプログラミングできる

環境を準備できる。 

－－－  
 

教科書1の1章の復習 15 

第2週 プログラムについて 
プログラムの基本的な扱い方を理

解できる。 

教科書1の2章の予習 15 
 

教科書1の2章の復習 15 

第3週 Java言語の簡単な出力 
Java言語の簡単な出力について理

解できる。 

教科書1の3章の予習 15 
 

教科書1の3章の復習 15 

第4週 変数 
Java言語における変数について理

解できる。 

教科書1の4章の予習 15 
 

教科書1の4章の復習 15 

第5週 演算 
Java言語における演算について理

解できる。 

教科書1の5章の予習 15 
 

教科書1の5章の復習 15 

第6週 条件文 
Java言語における条件文について

理解できる。 

教科書1の6章の予習 15 
 

教科書1の6章の復習 15 

第7週 繰り返し文 
Java言語における繰り返し文につ

いて理解できる。 

教科書1の7章の予習 15 
 

教科書1の7章の復習 15 

第8週 
配列 

小テスト1 

Java言語における配列について理

解できる。 

教科書1の8章の予習 15 
 

教科書1の8章の復習 15 

第9週 メソッド 
Java言語におけるメソッドについ

て理解できる。 

教科書1の9章の予習 15 
 

教科書1の9章の復習 15 

第10週 クラスの概念 
クラスの概念について理解でき

る。 

教科書2の2章前半の予習 15 
 

教科書2の2章前半の復習 15 

第11週 クラスのメソッド 
クラスのメソッドの基礎につい

て理解できる。 

教科書2の2章後半の予習 15 
 

教科書2の2章後半の復習 15 

第12週 クラスの機能1 
クラスメンバへのアクセスの制

限について理解できる。 

教科書2の3.1の予習 15 
 

教科書2の3.1の復習 15 

第13週 クラスの機能2 
メソッドのオーバーロードにつ

いて理解できる。 

教科書2の3.2の予習 15 
 

教科書2の3.2の復習 15 

第14週 
クラスの機能3 

小テスト2 

クラスのコンストラクタについ

て理解できる。 

教科書2の3.3の予習 15 
 

教科書2の3.3の復習 15 

第15週 総合演習1 
前期の内容の振り返り，より理

解を深める。 

前期の内容を見直す 15 
 

前期の内容を見直す 15分 

      

      

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 クラスの変数 
クラスの変数について理解でき

る。 

教科書2の4章前半の予習 15 
 

教科書2の4章前半の復習 15 

第2週 クラスメソッド 
クラスのメソッドの実例につい

て理解できる。 

教科書2の4章後半の予習 15 
 

教科書2の4章後半の復習 15 

第3週 
クラスライブラリの利

用1 

クラスライブラリの概要と文字

列のクラスについて理解でき

る。 

教科書2の5章の予習 15 
 

教科書2の5章の復習 15 

第4週 
クラスライブラリの利

用2 

計算や乱数生成に関するクラス

などについて理解できる。 

教科書2の6章の予習 15 
 

教科書2の6章の復習 15 

第5週 
小テスト3 

変数の代入 

変数の代入について理解でき

る。 

教科書2の7章の予習 15 
 

教科書2の7章の復習 15 

第6週 オブジェクト型の配列 
オブジェクト型の配列について

理解できる。 

教科書2の8章の予習 15 
 

教科書2の8章の復習 15 

第7週 継承1 
クラスの拡張について理解でき

る。 

教科書2の9章前半の予習 15 
 

教科書2の9章前半の復習 15 

第8週 継承2 
オーバーライドについて理解で

きる。 

教科書2の9章後半の予習 15 
 

教科書2の9章後半の復習 15 

第9週 パッケージ 
パッケージについて理解でき

る。 

教科書2の10章の予習 15 
 

教科書2の10章の復習 15 

第10週 
小テスト4 

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につ

いて理解できる。 

教科書2の12章の予習 15 
 

教科書2の12章の復習 15 

第11週 例外処理 例外処理について理解できる。 
教科書2の13章の予習 15 

 
教科書2の13章の復習 15 

第12週 入出力 入出力について理解できる。 
教科書2の14章の予習 15 

 
教科書2の14章の復習 15 

第13週 
Javaプログラミングの 

実践1 
プログラム案を作成できる。 

これまでの内容の復習 15 
 

プログラム案を完成させる 15 

第14週 
Javaプログラミングの 

実践2 

プログラムを完成させることがで

きる。 

プログラム案を見直す 15 
 

プログラムを完成させる 15 

第15週 
Javaプログラミングの 

実践3 
プログラムの提出と自己評価 

プログラムを完成させる 15 
 

全体的な内容の振り返り 15 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

情報処理Ⅲ   グローバル情報学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修  履修 ２ 通年 講義 谷口萌未 

キーワード 科目概要 

企業ストラテジ， 

業務， 

情報システム 

現在，企業や社会での活動の効率化を目的とした種々の情報システムが稼働
しており，これらを適切に理解するために必要な企業活動や法務の概要など
を学習する。本科目では企業活動や経営管理についての基本的な用語の意味
と考え方を理解し，身近な業務を分析把握するための図的表現や問題解決す
るための手法などを理解することを目標とする。さらに，企業活動などを保
護するために，コンピュータプログラムなどの知的創作物に関する権利は法
律で守られていることを理解する。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

「やさしいITパスポート講座」， 
高橋麻奈，ソフトバンククリエイ
ティブ 

指定せず 
科目： 情報処理Ⅱ 
資格： IT パスポート試験  

評価方法 

評価項目 定期試験 小テスト 
ノート・ 

レポート 授業態度 
情報収集 
まとめ  計 

学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 20 30 10 －  100 50 

後学期 40 20 20 10 10  100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

定期試験及び小テストは学習の成果を測定することを主とする。 
課題・宿題は提出状況と完成度を測定する。 

授業態度は授業への積極的な参加を評価する。 

受講上のアドバイス 

授業ではITパスポート試験範囲の一部を学習します。他の科目とうまく繋いでITパスポート試験の早期取得を
目指しましょう。尚，受講上の注意点を以下に示します。必ず守ってください。 
１．授業にノートPCを必ず持参すること。 
２．講義内容をまとめるB5サイズのノートを用意し，年間を通じて同じノートを使用する。  
３．授業中，しっかり講義を聞き，不明な点があれば，溜めずに聞く。課題の提出は〆切厳守を徹底するこ
と。 

科目の達成目標 

① 企業活動の目的と戦略について理解できる。 

② 企業の業務，組織のイメージを大枠でつかめる。 

③ 企業の財務諸表の概要が分かる。 

④ 業務をサポートする様々な情報システムの名前と用途を覚えられる。 

⑤ 情報システム開発全体の流れが分かる。 

⑥ 企業に関わる法律，ＩＴ関連の業界標準について基本的な知識を身に付ける。 

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性  

問い合わせ・質問先 2階211室 

オフィスアワー 金曜日 15:10-16:50 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 ガイダンス 
授業の範囲，概要，到達目標を
理解できる。 

  

 
企業のストラテジについて調査す

る。 
20 

第2週 企業のストラテジ 
企業活動の目的と戦略，組織の

かたちを理解できる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第3週 調査・発表 実企業の戦略を読み取れる。 
知りたい企業の調査 30 

 
調査内容の分析・まとめをする。 30 

第4週 業務のモデル化と改善 モデル化の手法が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第5週 データの収集と整理 
データの収集や整理の意義と方
法が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第6週 統計と確率 統計と確率の基礎が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第7週 グラフ グラフの種類と特徴が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第8週 
総合演習(1) 
小テスト 

これまで学習した内容を復習
し，応用力をはかる。 

  
 

ノートを用いて復習を行う。 60 

第9週 生産・販売・在庫管理 
生産，販売，在庫の関係を理解
し，損益分岐点が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第10週 財務管理 財務諸表の概要が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第11週 経営管理 
経営状態を把握するための諸指
標の概念が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第12週 工程管理 WBS，PERT図の概要が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第13週 品質管理 
品質管理に用いるツールの概要
が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第14週 調査・発表 
実企業の経営状況を読み取れ

る。 

知りたい企業の調査 30 
 

調査内容の分析・まとめをする。 30 

第15週 総合演習(2) 
これまで学習した内容を復習
し，応用力をはかる。 

  
 

ノートを用いて復習を行う。 60 

 定期試験     

 自己点検 答案返しと解説    



 

    

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 情報システム 
業務をサポートする様々な業務
システムの存在が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第2週 システムの導入 
システム導入の計画を理解でき
る。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第3週 システム設計 
使い易いシステムとはどんなも
のかが分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第4週 システム開発 システムの開発工程が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第5週 システムテスト テスト工程が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第6週 プログラムの作成方法 
プログラミング言語の種類と特
徴を理解できる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第7週 
総合演習(3) 
小テスト 

これまでの学習内容を復習し定
着をはかる。 

  
 

ノートを用いて復習を行う。 60 

第8週 システム運用と保守 
システムの可用性についての諸
指標が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第9週 システム障害対策 
システム障害に対する備えにつ
いて方法が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第10週 システム改良 ITILとSLAについ説明できる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第11週 ソフトウエアの権利 
ソフトウエアの知的財産権の種
類が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
15 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
30 

第12週 調査まとめ 
年間ニュースをまとめることが

できる。 

  
 

調査内容の分析・まとめをする。 120 

第13週 

調査発表 
年間ニュースを発表することが

できる。 

  
 

  

第14週 

  
 

  

第15週 総合演習(4) 
年間学習した内容の確認，復

習。 

  
 

ノートを使って復習する。 120 

 定期試験     

 自己点検 答案返しと解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

創造設計Ⅲ グローバル情報学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 実技 小高有普，田村景明，鍛治俊平 

キーワード 科目概要 

３Dデータ制作， 

デジタルコンテンツ 

これまでに身につけたプログラミングの知識，デジタルコンテンツの作成方

法など,情報分野の専門知識を活用することで，作品として完成したプログ

ラムやデジタルコンテンツを作成できる能力を，演習を通して身につける．

具体的には，主体的にテーマを決定し，実際に動作するプログラム，あるい

は動画・コンピュータグラフィックス・ウェブページ等のデジタルコンテン

ツを作成する．作成したプログラムやデジタルコンテンツを第三者によるレ

ビューで作品を評価する． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「はじめての123D Design」， 

工学社 

②配付資料 

①「３０時間でマスター 

Photoshop Elements」，実教出版 

②「６０時間でエキスパート  

メディアデザイン」，実教出版 

科目：創造設計，デザインメソッド 

資格： 

評価方法 

評価項目 基礎課題 演習課題 成果課題 レポート 小テスト 授業態度 計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 15 15 20 20 20 10 100 50 

後学期 15 15 30 30 0 10 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

授業は前期に３Dデータ作成，後期にデジタルコンテンツを作成する．３Dデータ作成評価は上記評

価方法覧の前学期に記す．デジタルコンテンツ評価は後学期に記す． 

演習・課題データは次の授業前日に提出のこと．提出遅れや未提出は減点対象となる． 

授業中の学習態度を全体の１０％評価とし，受講態度や，欠席・遅刻は減点対象となる． 

※前半および後半，このどちらとも６０点以上であることが合格の条件である． 

受講上のアドバイス 

①毎回の順序ステップの積み重ねを踏んで習得するため，その都度出される演習課題は授業中にこなすこと． 

②演習課題データは授業終わりに提出のこと． 

③実験機材は大切に扱うこと． 

④週報を授業最後に必ず提出のこと． 

科目の達成目標 

① 手書きの立体図を描くことができる. 

② ＣＡＤで立体図を描くことができる． 

③ ３Ｄプリンタで印刷できる． 

④ ベジェ曲線を利用し基本的な作図ができる． 

⑤ デジタルコンテンツをグラフィックソフトで作成することができる． 

⑥ メディアデザインの作業を通じて，協同の創造的作業ができる． 

関連する本校の学習・教育目標 創造性，専門力 

問い合わせ・質問先 デジタルコンテンツ：3階315室（小高），３D：2階210室（田村） 

オフィスアワー 月・金曜日 17:30まで 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
授業概要 

製図の基礎 

授業の説明 

製図基礎の説明 

 - 
 

授業の概要を理解できる 10 

第2週 ３面図 ３面図を理解する 
配布資料を熟読する 10 

 
３面図を理解できる 10 

第3週 等角図 等角図（立体図）を作成できる 
資料を熟読する 10 

 
等角図を理解する 10 

第4週 
小テスト 

CADソフト 

図面作成の理解度をチェックする 

CADソフトのインストール 

資料を熟読する 30 
 

手書き図を作成できる 10 

第5週 CADソフトの操作 
CAADソフトの操作を理解し，簡単

な図形を作成できる 

教科書を熟読する 10 
 

操作習を得できる 10 

第6週 図形作成の基礎 課題の図形を作成できる 
教科書を熟読する 10 

 
操作の復習をする 10 

第7週 
レポート作成 

物体の印刷 

レポートを作成できる 

物体を印刷できる 

資料を整理する 10 

 レポートを作，成し図面を印刷

する方法を理解する 
10 

第8週 

製作課題のアイデア 

指定された条件により，作品のア

イデアを考える 

３Dプリンタの作品調査を行う 10 
 

アイデアを考える 10 

第9週 製作課題を決定できる 
アイデア検討 10 

 
アイデアを決定する 10 

第10週 

課題の製作 

製作課題に必要な操作を調べ，製

作開始できる 

CAD操作の調査する 10 

 課題に対するCAD操作を理解す

る 
10 

第11週 課題を製作できる 
操作を理解する 10 

 
操作を習得する 10 

第12週 課題を製作できる 
 10 

 
課題を作成する 10 

第13週 課題を印刷できる 

製作物の印刷マニュアルを熟読

する 
10 

 

製作物の印刷を理解する 10 

第14週 
課題を修正，仕上げを行うことが

できる 

印刷後の作業手順を理解する 10 
 

課題の仕上げを完了する 10 

第15週 レポート作成 
製作課題に対するレポートを作成

できる 

レポート作成のための資料を準

備する 
10 

 

レポートを完成する - 

      

      

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 授業概要 授業説明 

 - 

 コンテンツ規約について熟読す

る 
30 

第2週 アイデアの抽出 
作成する内容を決めるためのキー

ワード抽出ができる 

コンテンツを体験する 10 
 

第3，4回課題を仕上げる 20 

第3週 アイデアの決定 
具体的なアイデア展開ができ，デ

ザインの方向性が決定できる 

コンテンツ内の作品を見る 10 
 

第5，6回課題を仕上げる 20 

第4週 アイデアの具現化 アイデアを表現することができる 

コンテンツ内の作品を再認識す

る 
10 

 

第7，8回課題を仕上げる 20 

第5週 基本演習１ 

作成ソフトの基本操作を理解し，

演習データを作成することができ

る 

参考書の指定ページを熟読する 10 
 

第9，10回課題を仕上げる 20 

第6週 基本演習２ 

作成ソフトの基本操作を理解し，

演習データを作成することができ

る 

参考書の指定ページを熟読する 10 
 

第11，12回課題を仕上げる 20 

第7週 チェックシートの作成 
コンテンツ作成のルールを理解す

ることができる 

参考書の指定ページを熟読する 10 
 

第13，14回課題を仕上げる 20 

第8週 

データ制作 
アイデアをデータ化することがで

きる 

作成方法を考える 10 

 第17，18回までに仕上がるよう

に進める 
20 

第9週 
作成方法を考える 10 

 
アイデアをデータに仕上げる 20 

第10週 発表 成果の発表と自己点検評価をする 
発表データ内容の確認 10 

 
データの精緻化をする 20 

第11週 出力データの制作 アイデアのデータ化手法を学ぶ 

出力するプロダクトを考える 10 

 データ作業手順プリントを熟読

する 
10 

第12週 

出力データの制作と出力

機器の操作 

アイデアをデータにすることがで

きる.出力機器の操作方法を学ぶ 

出力機器の操作プリントを熟読

する    
10 

 
出力機器の操作ができるように

しておく 
20 

第13週 
アイデアをデータにすることがで

きる.出力機器の操作ができる 

第28回までにデータが完成する

よう計画しておく 
10 

 
出力機器の操作ができるように

しておく 
20 

第14週 データの出力 
アイデアを具現化することができ

る 

作業手順の確認をする 10 
 

作品を仕上げる 20 

第15週 まとめ 作品発表と自己評価 
提出物の確認と未提出分の作業 20 

 
提出作品の振り返り 10 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

情報ビジネス英語Ⅰ グローバル情報学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 宮野 肇（前学期），キース・イコマ（後学期） 

キーワード 科目概要 

ビジネス, 

コミュニケーション, 

英語圏, 

英文書類, 

テクノロジー 

世界を舞台にしたビジネスコミュニケーションの導入科目である。英語圏 

の顧客やパートーナーとショートメッセージやＥメール、電話などの媒体 

を通じてコミュニケーションを図る基本的な技術を習得する。学生たちは 

チーム単位のプロジェクトやアクティビティーでお互いに協力しながら、 

実際の仕事の場面での様々な役割を演じることが求められる。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①“Business Encounters”, Michael 

P. Critchley, NAN’UN-DO 
指定なし 科目：情報ビジネス英語Ⅱ・Ⅲ 

評価方法 

評価項目 中間テスト 期末試験 小テスト 提出物 授業態度  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 25 25 20 20 10  100 50 

後学期 0 0 40 50 10  100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

各学期の評価で評価し、６０点に満たない者は補習する。 

年度末の学年評価は各学期の評価に学期の割合を掛けたものの和とする。 

定期試験および中間テスト・小テストの内容は，通常の学習の成果を測定することを主とする。 

提出は各ユニットにおける課題プリントの提出を評価する。 

授業態度は、積極的な授業参加、出席状況を評価する。 

受講上のアドバイス 

① 実際ビジネスシーンにおいて将来自分が使う場面をイメージしながら、積極的に取り組むこと。 

② 付属のＣＤを繰り返し聞き、その音に合わせて音読をするシャドーイングを行うと、効果的に習得できま

す。 

③ ユニット毎にテストを行うので、重要表現を復習し、小テストにのぞむこと（前学期）。 

科目の達成目標 

① オフィスでの同僚スタッフとの初対面や、顧客からの電話に英語で対応することができる。 

② 様々な接客応対やクレーム対応を英語ですることができる。 

③ 海外からのゲストの出迎えや、出張滞在中のお世話で使用する英語表現を理解することができる。 

④ Students can use English for business topics, communication, and presentations. 

⑤ Students can talk and write about business-related technologies in English. 

⑥ Students will be able to do research and present it in an interesting way. 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 1階104室（教員室） 

オフィスアワー 月曜日 16:30～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
科目概要 

Unit 1: 

Welcome to the Office 

授業で学習する内容を把握する 

オフィスでの同僚スタッフとの初

対面で、英語でコミュニケーショ

ンができる 

p. 8の会話を読む。 10 

 
授業プリントを読み直す。 15 

第2週 Introduce yourself 
職場での最初の自己紹介がで

きる 

自己紹介PPTを作成する 20 
 

自己紹介文を見直す 10 

第3週 
Unit 2: 

What time do you 

close? 

顧客からの電話での質問に、

英語で答えることができる。 

p. 12の会話を音読する。 10 
 

授業プリントを読み直す。 15 

第4週 Review Unit1,2の復習問題 
― ― 

 
復習プリントを読み直す。 20 

第5週 
Unit 3: 

I’d like to change 

an order 

電話で取引先に注文の変更

を、英語で依頼することがで

きる。 

p. 16の会話を音読する。 10 
 

授業プリントを読み直す。 15 

第6週 
Unit 4: 

May I take a 

message? 

上司・同僚が不在のとき、電

話でメッセージを受け取る

（伝える）ことができる。 

p. 20の会話を音読する。 10 
 

授業プリントを読み直す。 15 

第7週 Review Unit3,4の復習問題 
― ― 

 
復習プリントを読み直す。 20 

第8週 前学期中間テスト Unit1～4の内容を習得する。 
― ― 

 
― ― 

第9週 
Unit 5: 

Shall I ring that up 

for you? 

お客の要望を聞きだし、売上

につなげる英語表現を習得す

ることができる。 

p. 28の会話を音読する。 10 
 

授業プリントを読み直す。 15 

第10週 
Unit 6: 

This way, please 

来社したゲストを出迎え、英

語で案内することができる。 

p. 32の会話を音読する。 10 
 

授業プリントを読み直す。 15 

第11週 Review Unit5,6の復習問題 
― ― 

 
復習プリントを読み直す。 20 

第12週 
Unit 7: 

I’d like to make a 

complaint 

顧客のクレームを受け付け、

英語で対応することができ

る。 

p. 36の会話を音読する。 10 
 

授業プリントを読み直す。 15 

第13週 
Unit 9: 

Welcome to Japan 

空港でのゲストの出迎えの際

に、英語でコミュニケーショ

ンをとることができる。 

p. 48の会話を音読する。 10 
 

授業プリントを読み直す。 15 

第14週 
Unit 11: 

Here’s your 

schedule 

ゲスト滞在中のスケジュール

を英語で説明することができ

る。 

p. 56の会話を音読する。 10 
 

授業プリントを読み直す。 15 

第15週 Review Unit 7,9,11の復習問題 
― ― 

 
復習プリントを読み直す。 20 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

  



    

 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 Emails in English 
Students will be able to read 

and write business emails. 

Review Spring Materials 30 
 

Complete assignment 20 

第2週 Emails in English 

Students will be able to write 

informal emails and 

distinguish between formal and 

informal writing styles. 

Quiz Review Worksheet 30 

 
Complete assignment 20 

第3週 Software research 

Students will be able to 

practice SVO in written 

English and learn software 

vocabulary. 

Choose software 20 

 
Check email and respond 10 

第4週 Software research 

Students will be able to 

research computer software or 

smartphone applications. 

Quiz Review Worksheet 30 
 

Complete research 10 

第5週 Hardware comparisons 

Students will be able to use 

comparative language and 

hardware vocabulary. 

Choose hardware 20 
 

Check email and respond 10 

第6週 Hardware comparisons 

Students will be able to 

create presentations comparing 

two different computer 

products. 

Quiz Review Worksheet 30 

 
Memorize presentation 30 

第7週 Technology devices 

Students will be able to write 

“how to”s using imperatives 

and sequencing words. 

Choose device 30 
 

Check email and respond 10 

第8週 Technology devices 

Students will be able to write  

“how-to” instructions for a 

chosen technological device. 

Quiz Review Worksheet 30 
 

Complete assignment 20 

第9週 
Advertising 

presentations 

Students will be able to use 

persuasive language. 

Pre-read textbook unit 13 10 
 

Check email and respond 10 

第10週 
Advertising 

presentations 

Students will be able to 

complete a poster 

advertisement for a product 

using persuasive language. 

Quiz Review Worksheet 30 

 
Complete poster project 30 

第11週 
Our Social Media 

Strategy 

Students will be able to talk 

about social media. 

Pre-read textbook unit 16 10 
 

Check email and respond 10 

第12週 
Our Social Media 

Strategy 

Students will be able to 

create a social media account 

and promote a product in 

English. 

Quiz Review Worksheet 30 

 
Complete SM assignment 40 

第13週 Internet-based project 

Students will be able to 

prepare a project based on 

personal interest and this 

semester’s topics. 

Chose project topic 20 

 
Check email and respond 10 

第14週 Internet-based project 

Students will be able to 

complete a project based on 

personal interest and this 

semester’s topics. 

Work on project 40 

 
Complete and submit project 40 

第15週 
Project presentations 

and review 

Students will be able to 

present a project and 

demonstrate learning outcomes 

for this course. 

Quiz Review Package 60 

 
- - 

      

      



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

デザインメソッドⅢ グローバル情報学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 １ 後学期 実技 小髙有普 山下栄俊  

キーワード 科目概要 

エンジニアリングデザイン， 

デザインシンキング， 

コミュニケーションドローイン

グ 

視覚化による創造的な思考や,正しく他者に伝えるためのグラフィックコミ

ュニケーションは,エンジニアの活動において重要なことである.そこで本科

目では,視覚化表現のひとつであるドローイングスキルを習得する.後半に

は,ドローイングスキルを活用したグループ活動を行い,実践的体験を試み

る. 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

「アイデア・ドローイング 第２

版」，中村純生，共立出版 
なし 

科目：なし 

資格：なし 

評価方法 

評価項目 演習課題 小テスト 成果課題 作品 学習態度  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期         

後学期 30 20 20 20 10  100 100 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 
１． 未提出課題は減点評価される。 

２． 欠席・遅刻はその都度減点する。 

受講上のアドバイス 

・ スケッチブック、A3ファイル、B2以上の鉛筆、消しゴムを使用します。各自持参のこと。 

・ １０分程度の予習課題を毎週授業前までにしておくこと。 

・ 授業内のできなかった課題は次週の授業前までにしておくこと。 

・ ドローイングの理解―エンジニアが発想や伝達をする際の有効性を知り活用していく。 

科目の達成目標 

① ものの見え方を理解し、単純形体を正しく描くことができる。 

② 立体と光、陰影の関係を理解し、陰影表現することができる。 

③ 複合立体を三面図に記し、俯瞰図で描く事ことができる。 

④ 人体や手、矢印等を用い使用状態や操作を表現することができる。 

⑤ 発想、伝えたいものやことを情報図として表現することができる。 

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 創造性、専門力 

問い合わせ・質問先 3階315室（小高）  

オフィスアワー 火、水、金曜日17:30まで 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
授業概要 

表現法基礎① 

図（ドローイング）による発想の

記録と情報伝達の有効性を知る。

立体の見え方を理解し、課題１を

提出できる 

  

 
課題L1-02までを仕上げる 10 

第2週 表現法基礎② 
立体の表現手法を理解し、課

題２を提出できる 

課題H1-03をし、23Pまで熟読 10 
 

課題L2-04までを仕上げる 10 

第3週 表現法基礎③ 
立体の表現手法を理解し、課

題３を提出できる 

課題H2-05をし、31Pまで熟読 10 
 

課題L3-07までを仕上げる 10 

第4週 表現法基礎④ 
立体の表現手法を理解し、課

題４を提出できる 

課題H3-08をし、42Pまで熟読 10 
 

課題L4-10までを仕上げる 10 

第5週 表現法基礎⑤ 
立体の表現手法を理解し、課

題５を提出できる 

課題H4-11をし、42Pの形を記憶

する 
10 

 

課題H4-11,12までを仕上げる 10 

第6週 表現法基礎⑥ 
立体の表現手法を理解し、課

題６を提出できる 

課題H5-13をし、61Pまで熟読 10 
 

課題L5-13までを仕上げる 20 

第7週 表現法基礎⑦ 
立体の表現手法を理解し、課

題７を提出できる 

課題H6-14をし、67Pまで熟読 10 
 

課題L7-18までを仕上げる 20 

第8週 表現法基礎⑧ 
立体の表現手法を理解し、課

題８を提出できる 

課題H7-19をし、69Pまで熟読 10 
 

課題L8-21までを仕上げる 10 

第9週 
表現法基礎⑨   

（成果課題） 

立体の表現手法を理解し、課

題９を提出できる 

課題H8-22をし、91Pまで熟読 10 
 

課題L9-23までを仕上げる 10 

第10週 表現法基礎⑩ 
人体と立体の表現手法を理解

し、課題１０を提出できる 

課題H9-24をし、91Pまで熟読 10 
 

課題L10-26までを仕上げる 30 

第11週 
表現法演習 

（成果課題） 

表現手法を理解し、成果課題

を提出できる 

課題H10-27をし、92Pまで熟読 20 
 

課題L11-28までを仕上げる 20 

第12週 製品開発① アイデア抽出ができる 

課題H11-29,30,31までを仕上げ

る 
30 

 

表現するアイデアを考える 20 

第13週 製品開発① アイデアをまとめる 
解決策を決定する 10 

 
表現するアイデアを考える 30 

第14週 
製品開発② 

（作品１） 
アイデアを表現できる 

シナリオ作り（下書き） 10 

 提出物を見返して、不得意な部

分をなくしておく 
30 

第15週 
情報図の改善 

自己点検 

アイデアを表現できる/自己の

学びの成果を認識する 

未提出物の確認 10 
 

前学期の見返し 10 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

ビジネス概論 グローバル情報学科 ３年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 １ 前学期 講義 今澤明男  

キーワード 科目概要 

企業制度，ガバナンス，経営

理念，企業の社会的責任，企

業戦略，競争戦略，事業シス

テム，企業組織，組織文化，

リーダーシップ，モチベーシ

ョン，財務会計，生産管理，

マーケティング，国際経営 

企業はどのような仕組みになっているか，企業活動とは何か，企業経営はど

のようになされるかを，人・金・モノ・情報の各側面から捉える．そのうえ

で企業活動における情報システムの役割と重要性を理解する．さらに，グロ

ーバル化に対応するための企業の仕組み，活動についても概要を理解する．

これにより，企業についてのイメージを具体化し，「企業会計Ⅰ」「ビジネ

スシステム」「マーケティング」の受講を円滑にする． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「ベーシック+(プラス)経営学入門」

藤田誠，中央経済社 
①その都度指定する． 

②プリントも配付する． 

科目：企業会計Ⅰ， 

ビジネスシステム， 

マーケティングⅠ 

資格：ＩＴパスポート 

評価方法 

評価項目 定期試験 中間テスト 確認テスト 課題   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 30 20 30 20   100 100 

後学期         

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

１）期末試験の他に中間テストを実施して学習成果を評価します． 

２）原則として週ごとに学習確認テスト（小テスト）を実施し，普段の学習の成果を評価しま

す． 

３）授業内容に関係する重要な英語表現の理解も評価対象とします． 

４）課題を与え，成果を評価します． 

受講上のアドバイス 

１）一見難しそうな内容だが，分かりやすく噛み砕いて説明する．食わず嫌いをせずに，積極的に授業に参加さ

れたい． 

２）新しい単元に入る際には，必ず予習をすること．授業の前後で予習ならびに学習の成果を確認するための確

認試験を実施する場合もある． 

科目の達成目標 

① 企業制度ならびに企業の社会的役割と責任について理解し，概要を説明できる． 

② 経営理念・企業戦略・競争戦略について理解し，概要を説明できる． 

③ 企業の組織構造・組織文化について理解し，概要を説明できる． 

④ モチベーションなど企業内で働く人々に関する基本的問題と解決指針を理解し，概要を説明できる． 

⑤ 財務・生産・マーケティング等の企業の諸活動について理解し，概要を説明できる． 

⑥ 国による企業環境の違いについて理解し，概要を説明できる． 

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 2階211-1室 

オフィスアワー 火曜日17：00～17：30， 金曜日17：00～17：30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 企業と会社の制度的特徴 

株式会社を中心に、企業・会

社の社会における制度的側面

を理解する． 

  
 

プリントにもとづく復習 10 

第2週 
コーポレートガバナンス

と企業の社会的責任 

社会の一員としての企業の責

任について理解する． 

教科書にもとづく予習 15 
 

プリントにもとづく復習 10 

第3週 経営理念・目的と戦略 

経営理念・目的とは何か、そ

こからどのように企業戦略が

導出されるのかを理解する． 

教科書にもとづく予習 15 
 

プリントにもとづく復習 10 

第4週 企業戦略 

企業が市場で生き残っていく

ための戦略について概要を理

解する． 

教科書にもとづく予習 15 
 

プリントにもとづく復習 10 

第5週 競争戦略と事業システム 
企業戦略に応じた事業システム

の在り方について理解する． 

教科書にもとづく予習 15 
 

プリントにもとづく復習 10 

第6週 
中間テスト（１） 

授業ガイダンス 

第1～5週の内容について理解度

を確認する． 

第７～10週の概要を知る． 

  
 

  

第7週 組織構造 
 事業システムに応じた組織構造

の在り方について理解する． 

教科書にもとづく予習 15 
 

プリントにもとづく復習 10 

第8週 組織文化 

 企業内での人の考え方や行動を

規定する文化について理解す

る． 

教科書にもとづく予習 15 
 

プリントにもとづく復習 10 

第9週 リーダーシップ 

企業におけるリーダーの役割

と、その果たし方について理

解する． 

教科書にもとづく予習 15 
 

プリントにもとづく復習 10 

第10週 モチベーション 
企業で働く人のやる気につい

て理解する． 

教科書にもとづく予習 15 
 

プリントにもとづく復習 10 

第11週 
中間テスト（２） 

授業ガイダンス 

第7～10週の内容について理解度

を確認する． 

第７～10週の概要を知る． 

  
 

  

第12週 財務と会計 

企業における「お金」の動き

と，その捉え方の概要を理解

する． 

教科書にもとづく予習 15 
 

プリントにもとづく復習 10 

第13週 生産管理 

企業における生産活動とその

管理の概要について理解す

る． 

教科書にもとづく予習 15 
 

プリントにもとづく復習 10 

第14週 マーケティング 

企業が市場と、どのように向き

合い、関わるかについて理解す

る． 

教科書にもとづく予習 15 
 

プリントにもとづく復習 10 

第15週 各国経営と国際経営 

国による経営環境の違いと，異

なった国々を結ぶ経営活動につ

いて理解する． 

教科書にもとづく予習 15  

プリントにもとづく復習 10  

 定期試験     

 自己点検     

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

国語Ⅳ グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 １ 後学期 講義 黒田譜美 

キーワード 科目概要 

思考力, 

読解力, 

記述力 

国語を適切に表現し、的確に理解する能力を育成するとともに、伝え合う力

を高め、思考力を伸ばし、最終的には自分自身の考えを広げ深め、理想とす

るあり方を文章化することができる「言語感覚」を磨く。必要な情報を効果

的に伝えることを目標として発表し、進んで表現する姿勢を身に付ける。さ

らに、社会生活に役立つ表現力、理解力と社会生活を充実させる態度を身に

付ける。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

適宜配布する。 

 

科目：国語Ⅰ、国語Ⅱ、国語Ⅲ、文

化・思想 

資格：日本語検定 

評価方法 

評価項目 定期試験 小テスト 課題 学習態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期         

後学期 30 20 40 10   100 100 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

成績は定期試験・小テスト・課題・学習態度等を総合的に判断して評価する。 

受講上のアドバイス 

・板書だけでなく口頭での説明もメモするようにすること。 

・課題は必ず実行すること。 

科目の達成目標 

① 根拠のある主張を述べ、論理的な文章を書くことができる。 

② 文章の論点や主張を把握して、的確に要約することができる。 

③ 文献資料やデーターの収集、分析方法を理解し、粘り強く取り組むことができる。 

④ 複数の視点から物事を考える方法を学び、批判的な思考力を身につける。 

⑤ 相手や場面、目的に応じて文章表現を工夫することができる。 

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 人間性 

問い合わせ・質問先 1階104室（教員室） 

オフィスアワー 金曜日 15：10～16：50 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 文を整える 
主述の関係、副詞の呼応、文末表

現の統一について理解できる。 

  
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第2週 敬語表現 
敬語の基本的な知識を身につけ、

適切に使うことができる。 

配布資料の課題を解く。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第3週 視写と聴写 視写と聴写について理解できる。 
配布資料の課題を解く。 15 

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

第4週 接続詞 接続詞の使い分けを理解できる。 
配布資料の課題を解く。 15 

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

第5週 主張と根拠 
根拠を示して意見を述べることが

できる。 

配布資料の課題を解く。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第6週 要約 要約の方法を理解できる。 
配布資料の課題を解く。 15 

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

第7週 批判的読解 批判的に読解することができる。 
配布資料の課題を解く。 15 

 
書評を完成させる。 60 

第8週 
テーマ型・課題文型 

小論文の構成と順序 

序論、本論、結論の三段構成を理

解できる。 

配布資料の課題を解く。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第9週 発想法と構成ノート 
広げた発想を整理し、主題を決

め、構成を考えることができる。 

配布資料の課題を解く。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第10週 
インターネットと図書館

の利用法 

図書、雑誌論文の探し方及び引

用、参考文献の書き方を理解でき

る。 

配布資料の課題を解く。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第11週 グループセッション 
意見交換を行い、複数の視点から

物事を考えることができる。 

配布資料の課題を解く。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第12週 推敲・清書 推敲・清書の方法を理解できる。 
配布資料の課題を解く。 15 

 
清書を完成させる。 60 

第13週 
自己推薦型小論文 

自己分析と構成ノート 

自分の特徴と経験を整理し、構成

を考えることができる。 

配布資料の課題を解く。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第14週 レトリックの工夫 
比喩、倒置法、押韻、折句などを

理解し、表現を工夫できる。 

配布資料の課題を解く。 15 
 

学習内容をノートにまとめる。 15 

第15週 口頭発表 効果的な自己PRができる。 
発表原稿を書く。 60 

 
学習内容をノートにまとめる。 15 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

総合英語Ⅳ グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 宇都宮隆子 

キーワード 科目概要 

リーディング, 

スピーキング, 

リスニング, 

異文化背景の理解 

この授業では、海外で放送されたＴＶコマーシャルを題材に、リーディン

グ、ライティング、スピーキング、リスニングの４技能を高めることを目的

とする。また、コマーシャルを通して、異文化背景の理解の促進を図る。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「English in 30 Seconds」 

Naoyuki Aoki、NAN’UN-DO 

配布プリント 科目：他英語科目 

資格：英検、TOEIC 

評価方法   

評価項目 定期試験 小テスト 課題 授業態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 20 30 10   100 50 

後学期 40 20 30 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

前学期の評価で60点に満たない学生は補習の対象とする。ただし、後学期後の補習は、基本行わ

ない。課題は各ユニットに関連する提出物や発表を評価する。授業態度は、積極的な授業参加、

忘れ物、居眠り等を基に評価する。 

受講上のアドバイス 

①語彙数を増やすためにも、テキストの英語本文を声に出し何度も読むこと。 

②付属ＣＤを使い、単語の発音などの練習に使用することを薦める。 

③小テストの勉強は、定期的な学習を行う良い機会となり、苦手箇所が確認できる機会でもある。一つ一つの

小テストへの取り組みを大事にすること。 

 ④発表は、皆さんの知識を広めたり深める良い機会です。聞く人にわかりやすく魅力的な発表にするよう心が

けること。 

科目の達成目標 

① リーディング内の語彙を学習し、語彙数を増やすことができる。 

② 海外コマーシャルで使用された英語表現を理解し、応用することができる。 

③ テキスト本文の内容に対し、発表などを通して自身の見識を深めることができる。 

④ 発表の準備のため、課せられたトピックに関して適切なリサーチをすることができる。 

⑤ 海外ＴＶコマーシャルの背景にある文化に興味を持ち、それらに対し理解を深めることができる。 

⑥ ナチュラルスピードの英語を、積極的に聞こうと努力することができる。 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 １階教員室（104室） 

オフィスアワー 水曜日 16:30～17:30 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
授業内容の説明および

Unit1: Meijer – High 

Standard, Lower Price 

- 授業の進め方について理解する 

- Unit1の語彙、英語表現を学習

し本文を理解することができる 

  
 

語彙、英語表現の理解 30 

第2週 
Unit1: Meijer – High 

Standard, Lower Price 

- Unit1の語彙、英語表現を用

い、トピックに関して英語で説明

することができる 

Unit1 本文の音読 30 
 

Unit1 内容理解 30 

第3週 
Unit1: Meijer – High 

Standard, Lower Price 

- 海外ＴＶコマーシャルのリスニ

ングを積極的に行うことができる 

- 発表準備のためのリサーチをす

ることができる 

付属ＣＤでのリスニング 30 

 
トピックに対する発表の準備 30 

第4週 「発表」および「復習」 

- 聞き手を意識したプレゼンテー

ションをすることができる 

- Unit1で何を学習したかを振り

返ることができる 

発表の練習 30 

 
小テストに向けての勉強 30 

第5週 
Unit1: 小テスト 

Unit2: This Calls for 

Bud Light 

- Unit2の語彙、英語表現を学習

し本文を理解することができる 

Unit2 本文および演習の一読 30 
 

語彙、英語表現の理解 30 

第6週 
Unit2: This Calls for 

Bud Light 

- Unit2の語彙、英語表現を用

い、トピックに関して英語で説明

することができる 

Unit2 本文の音読 30 
 

Unit2 内容理解 30 

第7週 
Unit2: This Calls for 

Bud Light 

海外ＴＶコマーシャルのリスニン

グを積極的に行うことができる 

- 発表準備のためのリサーチをす

ることができる 

付属ＣＤでのリスニング 30 

 
トピックに対する発表の準備 30 

第8週 「発表」および「復習」 

- 聞き手を意識したプレゼンテー

ションをすることができる 

- Unit2で何を学習したかを振り

返ることができる 

発表の練習 30 

 
小テストに向けての勉強 30 

第9週 
Unit2: 小テスト 

Unit5: Relax, it’s 

FedEx  

- Unit5の語彙、英語表現を学習

し本文を理解することができる 

Unit5 本文および演習の一読 30 
 

語彙、英語表現の理解 30 

第10週 
Unit5: Relax, it’s 

FedEx 

- Unit5の語彙、英語表現を用

い、トピックに関して英語で説明

することができる 

Unit5 本文の音読 30 
 

Unit5 内容理解 30 

第11週 
Unit5: Relax, it’s 

FedEx 

- 海外ＴＶコマーシャルのリスニ

ングを積極的に行うことができる 

- 発表準備のためのリサーチをす

ることができる 

付属ＣＤでのリスニング 30 

 
トピックに対する発表の準備 30 

第12週 「発表」および「復習」 

- 聞き手を意識したプレゼンテー

ションをすることができる 

- Unit5で何を学習したかを振り

返ることができる 

発表の練習 30 

 
小テストに向けての勉強 30 

第13週 
Unit5: 小テスト 

Unit9: Pepsi-Ask for 

More 

- Unit9の語彙、英語表現を学習

し本文を理解することができる 

Unit9 本文および演習の一読 30 
 

語彙、英語表現の理解 30 

第14週 
Unit9: Pepsi-Ask for 

More 

- Unit9の語彙、英語表現を用

い、トピックに関して英語で説明

することができる 

Unit9 本文の音読 30 

 Unit9 内容理解および小テスト

に向けての勉強 
30 

 

第15週 
Unit9: 小テスト 

Unit 1,2,5,9の復習 

- Unit1, 2, 5, 9で、何を学習し

たかを振り返ることができる 

前学期学習したことの振り返り 60 
 

前学期学習した内容の復習 120 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 課題発表 
- 課されたトピックに関して英語

で発表することができる 

発表の準備および練習  
 

発表内容や態度への振り返り 30 

第2週 
Unit11: Disney-Magic 

Happens  

- Unit1の語彙、英語表現を学習

し本文を理解することができる 

Unit11 本文および演習の一読 30 
 

語彙、英語表現の理解 30 

第3週 
Unit11: Disney-Magic 

Happens 

- Unit1の語彙、英語表現を用

い、トピックに関して英語で説明

することができる 

Unit11 本文の音読 30 
 

Unit11 内容理解 30 

第4週 
Unit11: Disney-Magic 

Happens 

- 海外ＴＶコマーシャルのリスニ

ングを積極的に行うことができる 

- 発表準備のためのリサーチをす

ることができる 

付属ＣＤでのリスニング 30 

 
トピックに対する発表の準備 30 

第5週 「発表」および「復習」 

- 聞き手を意識したプレゼンテー

ションをすることができる 

- Unit11で何を学習したかを振り

返ることができる 

発表の練習 30 

 
小テストに向けての勉強 30 

第6週 
Unit11: 小テスト 

Unit13: Anti-Smoking 

Campaign 

- Unit13の語彙、英語表現を学習

し本文を理解することができる 

Unit13 本文および演習の一読 30 
 

語彙、英語表現の理解 30 

第7週 
Unit13: Anti-Smoking 

Campaign 

- Unit13の語彙、英語表現を用

い、トピックに関して英語で説明

することができる 

Unit13 本文の音読 30 
 

Unit13 内容理解 30 

第8週 
Unit13: Anti-Smoking 

Campaign 

海外ＴＶコマーシャルのリスニン

グを積極的に行うことができる 

- 発表準備のためのリサーチをす

ることができる 

付属ＣＤでのリスニング 30 

 
トピックに対する発表の準備 30 

第9週 「発表」および「復習」 

- 聞き手を意識したプレゼンテー

ションをすることができる 

- Unit13で何を学習したかを振り

返ることができる 

発表の練習 30 

 
小テストに向けての勉強 30 

第10週 
Unit13: 小テスト 

Unit15: Anti-Smoking 

Campaign 

- Unit15の語彙、英語表現を学習

し本文を理解することができる 

Unit2 本文および演習の一読 30 
 

語彙、英語表現の理解 30 

第11週 
Unit15: Anti-Smoking 

Campaign 

- Unit13の語彙、英語表現を用

い、トピックに関して英語で説明

することができる 

Unit15 本文の音読 30 
 

Unit15 内容理解 30 

第12週 
Unit15: Anti-Smoking 

Campaign 

- 海外ＴＶコマーシャルのリスニ

ングを積極的に行うことができる 

- 発表準備のためのリサーチをす

ることができる 

付属ＣＤでのリスニング 30 

 
トピックに対する発表の準備 30 

第13週 「発表」および「復習」 

- 聞き手を意識したプレゼンテー

ションをすることができる 

- Unit13で何を学習したかを振り

返ることができる 

発表の練習 30 

 
小テストに向けての勉強 30 

第14週 
Unit15: 小テスト 

Unit 11,13,15の復習 

- Unit11,13,15で、何を学習した

かを振り返ることができる 

前学期学習したことの振り返り 30 
 

前学期学習した内容の復習 30 

 

第15週 
Unit9: 小テスト 

Unit 11,13,15の復習 

- Unit11,13,15で、何を学習した

かを振り返ることができる 

後学期学習したことの振り返り 60 
 

後学期学習した内容の復習 120 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

人間と自然Ⅲ グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 １ 集中講義 講義 谷口萌未，井上恵介 

キーワード 科目概要 

人間力 池の平の自然あふれる充実した環境のもとで合宿を行い、自然への理解を深

めるとともに、級友との友情を深める。また、4年間の研鑽をまとめ、これ

から社会でその成果を発揮するために、各自が専攻する分野での先輩の経験

を学ぶ。加えて、自らが研究している課題について、研究の意義・研究の進

め方・発表の仕方について考え、学ぶ。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

なし ①学生便覧2019 科目：人間と自然Ⅰ 

   人間と自然Ⅱ 

資格：なし 

評価方法 

評価項目 海洋活動 研修レポート 生活態度 出席状況   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 20 10 20 50   100 100 

後学期         

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

研修3日のうち、2日間以上出席した者について、本科目を履修したものと認め、成績評価を行

う。出席状況については、2日間出席で30点、3日間出席で50点を付与する。学科研修、講演なら

びに生活態度については、優秀なものには各々20点、10点、20点を付与し、態度・成果・貢献の

度合いに応じて採点する。 

ただし、研修中に校則違反があった場合や研修態度が著しく悪い場合には、上記にかかわらず減

点もしくは履修したと認めないこともある。 

受講上のアドバイス 

①別に配布する穴水湾自然学苑研修の資料をよく読み、忘れ物のないように注意する。 

②健康管理に十分留意し研修に臨むこと。体調不良の場合は、本校集合時に必ず申し出ること。 

③健康保険証のコピーを必ず持参すること。 

④集合時間など集団生活のマナーを厳守すること。 

科目の達成目標 

①  

②  

③  

④  

⑤  

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 人間性 

問い合わせ・質問先 
（授業開講時）池の平セミナーハウス1階・谷口まで 

（それ以外） 高専2階211室・谷口まで 

オフィスアワー 研修中随時 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 点検 

 

1 オリエンテーション 
科目の目的・スケジュールならびにセミナーハウス利用の注意受

け、３日間の学習の体制を整える。 
 

2 朝の集い 
国旗・校旗の掲揚、体操および清掃分担発表を行い、研修に取り

組む気持ちを新たにする。 
 

3 学科研修 ① 自然と工学に関する課題に関し、グループで討議する。  

4 学科研修 ② 学科研修 ① の討議結果をまとめる。  

5 学科研修 ③ 池の平の豊かな自然に触れ、自然への理解を深める。  

6 講演 
聴講内容をもとに、社会人として・技術者としてのあるべき姿を

考える。 
 

7    

8    

9    

10    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

社会科学Ⅰ グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 宮野純光 

キーワード 科目概要 

人種・宗教・民族,エネルギー,

地球環境,大陸国家，海洋国

家，航空国家，地政学 

我々の日常生活は、国内外における政治・経済や自然・地理など、様々な事

柄の影響を受けていることは言うまでもない。我々が現代社会の一員として

社会の中で生きていくには、政治・経済や自然・地理など様々な事象や問題

に関する共通の認識を持つことが必要不可欠なのである。本科目ではグロー

バル化する現代社会で活躍するエンジニアとして必要不可欠な、政治・経

済・自然・地理などに関する基本的な事項についての講義を行い、知識を習

得することを目的とする。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

 適宜、資料を配布する。 
科目： 

資格： 

評価方法 

評価項目 定期試験 発表 課題 授業態度 出席  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 20 15 10 5  100 50 

後学期 50 20 15 10 5  100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

定期試験によって到達度を量るが、成績は発表や課題などを総合的に評価する。発表は内容・プ

レゼンテーションの様子などを評価するが、その際に学生同士の相互評価も取り入れる。学習態

度は授業及び、プレゼンテーションの相互評価、課題の取り組み状況により評価する。出席状況

は不良のものについて減点していく。課題は各学期に３回の新聞記事コメントを提出させ評価す

る。学年末の評価は各学期の成績合計の平均とする。 

受講上のアドバイス 

①発表には十分準備を行い望むこと。 

②ノートはしっかりととり、自己の学習に利用すること。 

③わからないこと、興味を持ったことがあれば（授業中・授業外とも）気軽に質問すること。 

④新聞の記事ややニュースに関心を持ち、自ら世界や日本の動向を知る習慣を身に付けること。 

科目の達成目標 

① 人種・民族・宗教、経済の動向や資源・エネルギーの問題を理解することができる。 

② 地球環境や自然災害について理解し、自分の意見をもつことができる。 

③ 世界の地域区分・優位勢力の概念を理解できる。 

④ 大陸国家・海洋国家・航空国家の概念を理解することができる。 

⑤ デーマに即した発表を行い、自分の意見を伝えることができる。 

⑥ 世界や日本の問題に関心を持ち、自らの考えを述べることができる。 

関連する本校の学習・教育目標 人間性 

問い合わせ・質問先 1階104室（教員室） 

オフィスアワー 火曜日 16:30～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
本科目の概要 

国家と領域 

１年間の取り組みについて確認す

る。国家と領域の概念について理

解することができる。 

－ － 
 

授業の見直しを行う。 15 

第2週 人種と民族 
世界の人種と民族の問題について

理解することができる。 

授業の予習を行う。 15 

 授業内容の見直しを行う。新聞

記事コメントを書く。 
40 

第3週 宗教と民族 
世界の宗教について理解すること

ができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第4週 人口の推移と難民 
人口・難民問題について理解する

ことができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第5週 貨幣と経済 
貨幣と世界の経済の流れについて

理解することができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第6週 資源・エネルギー 
世界の資源・エネルギーの問題に

ついて理解することができる。 

授業の予習を行う。 15 

 授業内容の見直しを行う。新聞

記事コメントを書く。 
40 

第7週 公害・地球環境 
公害問題・地球環境問題について

理解することができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第8週 自然災害 
自然災害と人類の関係について理

解することができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第9週 

プレゼンテーション 

日本の政治・経済に関して与えら

れたテーマについてまとめ、個人

発表を行うことができる。 

 

他の学生の発表を聞き、理解を深

めると共に、発表についての意見

を述べることができる。 

発表の準備を行う。（発表前） 30-100 

 自分の発表に対するコメントを

まとめる。 
15 

第10週 
発表の準備を行う。（発表前） 30-100 

 自分の発表に対するコメントを

まとめる。 
15 

第11週 
発表の準備を行う。（発表前） 30-100 

 自分の発表に対するコメントを

まとめる。 
15 

第12週 
発表の準備を行う。（発表前） 30-100 

 発表に対するコメントをまとめ

る。新聞記事コメントを書く。 
40 

第13週 世界の地域区分 
世界の地域区分の仕方・その意味

を理解することができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第14週 

世界史上の優位勢力 
世界史上の優位勢力の概念につい

て理解することができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業内容の見直しを行う。 15 

第15週 
授業の予習を行う。 15 

 
授業の見直しを行う。 15 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

地域世界の鼎立 
地域世界の鼎立関係を正しく理解

することができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第2週 
授業の予習を行う。 15 

 授業内容の見直しを行う。新聞

記事コメントを書く。 
40 

第3週 地理的要因 
人類と地理的要因の関係について

理解することができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第4週 

大陸国家（ランドパワ

ー） 

大陸国家（ランドパワー）の概念

と動向について理解することがで

きる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第5週 
授業の予習を行う。 15 

 
授業の見直しを行う。 15 

第6週 
代表的な大陸国家について理解す

ることができる。 

授業の予習を行う。 15 

 授業内容の見直しを行う。新聞

記事コメントを書く。 
40 

第7週 

海洋国家（シーパワー） 

海洋国家（シーパワー）の概念と

動向について理解することができ

る。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第8週 
授業の予習を行う。 15 

 
授業の見直しを行う。 15 

第9週 
代表的な海洋国家について理解す

ることができる。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業内容の見直しを行う。 15 

第10週 航空国家（エアパワー） 

航空国家（エアパワー）の概念と

動向について理解することができ

る。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

第11週 

プレゼンテーション 

世界の地域・国家に関して、与え

られたテーマについてまとめ、個

人発表を行うことができる。 

 

他の学生の発表を聞き、理解を深

めると共に、発表についての意見

を述べることができる。 

発表の準備を行う。（発表前） 30-100 

 発表に対するコメントをまとめ

る。 
15 

第12週 
発表の準備を行う。（発表前） 30-100 

 発表に対するコメントをまとめ

る。 
15 

第13週 
発表の準備を行う。（発表前） 30-100 

 発表に対するコメントをまとめ

る。 
15 

第14週 
発表の準備を行う。（発表前） 30-100 

 発表に対するコメントをまとめ

る。新聞記事コメントを書く。 
40 

第15週 地政学とは 

これまでの授業を踏まえて、地政

学の概念を理解することができ

る。 

授業の予習を行う。 15 
 

授業の見直しを行う。 15 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

保健体育Ⅳ グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 実技 瀧本明弘 

キーワード 科目概要 

生涯スポーツ, 

協調性, 

ルール遵守, 

安全, 

スポーツの楽しさ, 

自主性 

集団行動, 

体育祭の練習, 

ソフトボール, 

テニス, 

球技大会の練習, 

バドミントン 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

なし アクティブスポーツ２０１９ 
科目：保健体育Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

資格： 

評価方法 

評価項目 出席状況 学習態度 リーグ戦 レポート   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 30 10 20   100 50 

後学期 40 30 20 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

出席状況は、欠席した場合減点とする。 

学習態度は、協調性・ルールの遵守・遅刻・見学・自主性等から評価する。 

レポートは年３回提出する。 

リーグ戦は、ソフトボール・テニス・バドミントンにおいて評価する。 

 

受講上のアドバイス 

1． 服装(シューズを含む)は、スポーツするにふさわしいものとする。担当者が判断するものとする。 

2． 安全に留意する事。 

3． 生涯スポーツについて理解する事。 

4． スポーツを楽しむこと。 

5． 向上心を持って行うこと 

科目の達成目標 

① 生涯スポーツについて理解する 

② 基礎体力の向上を図る 

③ スポーツを通じて協調性を身につける 

④ スポーツを通じて自主性を身につける 

⑤ ソフトボールについて理解を深める 

⑥ ラケット競技について理解を深める 

関連する本校の学習・教育目標 人間力 

問い合わせ・質問先 1階104室,第2体育館教員室 

オフィスアワー 水曜日 16:30～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 集団行動 
整列、点呼、準備体操などの集団

行動ができる 

  
 

集団行動の重要性を復習する  

第2週 ソフトボール 
ソフトボールの用具について理解

を深める 

用具について調査する  

 用具の整理整頓について復習す

る 
 

第3週 体育大会の練習 
体育大会の種目について理解を深

める 

各自の出場種目を知り、ルール

を理解する 
 

 
体育大会がスムーズに進行でき

るように振り返る 
 

第4週 ソフトボール 

ルールについて理解する 

キャッチボール、ゴロの捕球、ト

スバッティングができる 

ルールについてレポートを提出

する 基本動作を調査する 
 

 

本時の基本動作を反省する  

第5週 ソフトボール 

ゴロの捕球から送球ができる  

バットをスイングしてからバット

を置き走り出せる 

基本動作について調査する  
 

本時の基本動作を復習する  

第6週 ソフトボール 内野守備について理解を深める 

内野守備の基本的な動きを調査

する 
 

 
本時の基本的な動きについて復

習する 
 

第7週 ソフトボール 外野守備について理解を深める 

外野守備の基本的な動きを調査

する 
 

 
本時の基本的な動きについて復

習する 
 

第8週 ソフトボール 試合及び試合運営ができる 

試合及び試合運営について調査

する 
 

 

本時の内容について復習する  

第9週 ソフトボール 試合及び試合運営ができる 

先週の試合を踏まえて戦略を考

える 
 

 

本時の試合について反省する  

第10週 ソフトボール 試合及び試合運営ができる 

先週の試合を踏まえて戦略を考

える 
 

 

本時の試合について反省する  

第11週 ソフトボール 試合及び試合運営ができる 

先週の試合を踏まえて戦略を考

える 
 

 

本時の試合について反省する  

第12週 テニス 

ルール及び試合運営について理解

を深める 

ラケット、ボールの特性について

理解を深める 

ルール、用具について調査する  

 
本時の内容について復習する  

第13週 テニス 
グランドストローク及びバックハ

ンドストロークができる 

ルール及び試合運営についてレ

ポートを提出する 

基本動作について調査する 

 
 

本時の内容について復習する  

第14週 テニス サーブができる 
サーブについて調査する  

 
本時の内容について復習する  

 

第15週 テニス ボレーができる 
ボレーについて調査する  

 
本時の内容について復習する  

      

      



週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 テニス ダブルスについて理解を深める 
ダブルスについて調査する  

 
本時の内容について復習する  

第2週 テニス 試合ができる 

ダブルスの戦略について調査す

る 
 

 

本時の試合について反省する  

第3週 テニス 試合ができる 

先週の試合を踏まえて戦略を考

える 
 

 

本時の試合について反省する  

第4週 テニス 試合ができる 

先週の試合を踏まえて戦略を考

える 
 

 

本時の試合について反省する  

第5週 テニス 試合ができる 

先週の試合を踏まえて戦略を考

える 
 

 

本時の試合について反省する  

第6週 バドミントン 

ルール及び試合運営について理解

を深める。ラケット、シャトルに

ついて理解を深める。 

ルール及び試合運営についてレ

ポートを提出する。ラケット、

シャトルについて調査する。 

 
 

本時の内容について復習する  

第7週 バドミントン シングルスの試合ができる 
シングルスについて調査する  

 
本時の内容について復習する  

第8週 バドミントン シングルスの試合ができる 

シングルスの戦略を調査する  

 本時のシングルスについて反省

する 
 

第9週 球技大会の練習 球技大会の種目の理解を深める 

球技対での各自の出場種目を知

り、理解する 
 

 
球技大会がスムーズに進行でき

るように復習する 
 

第10週 バドミントン ダブルスの試合ができる 
ダブルスについて調査する  

 
本時の内容について復習する  

第11週 バドミントン ダブルスの試合ができる 

ダブルスの戦略について調査す

る 
 

 

本時の試合について反省する  

第12週 バドミントン ダブルスの試合ができる 

ダブルスの戦略について調査す

る 
 

 

本時の試合について反省する  

第13週 バドミントン ダブルスの試合ができる 

ダブルスの戦略について調査す

る 
 

 

本時の試合について反省する  

第14週 バドミントン ダブルスの試合ができる 

ダブルスの戦略について調査す

る 
 

 

本時の試合について反省する  

 

第15週 バドミントン ダブルスの試合ができる 

ダブルスの戦略について調査す

る 
 

 

本時の試合について反省する  

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

Advanced English I・Conversation 

（上級英語I・会話） 
グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ４ 通年 講義 Jenny Chio 

キーワード 科目概要 

Small talk, communication 

skills, follow-up questions, 

conversation, body language, 

speaking fluency 

Advanced English Conversation 1 will provide students with many 

opportunities to speak and listen to English through fun, 

interactive paired and small-group activities. Students can share 

their experiences, opinions and ideas with each other on a variety 

of interesting topics in a variety of ways to improve fluency and 

confidence. 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「Chatterbox」， 

Steven Widdows, NUN’UN-DO 

① Chatterbox  

② Class Papers 

科目：N/A 

資格：N/A 

評価方法 

評価項目 Test / Projects Classwork Participation 計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 25 40 35 100 50 

後学期 25 40 35 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

・Rubric-based assessment speaking and listening tasks 

・Class worksheets, book work, partner conversations, video/media guides 

・Class attitude, task engagement, time management, use of resources  

・Students will be evaluated on either a speaking / written test or unit project 

受講上のアドバイス 

① Come to class with a good attitude. 

② Come to class prepared: bring your book. 

③ Be open to trying new things, taking risks, and working with new partners. 

④ Remember that nervousness won’t hurt you. You can learn to relax in stressful speaking contexts 

through practice, self-talk and visualization.  

⑤ Ask questions and communicate in English with the teacher when you aren’t sure about vocabulary 

or goals. 

⑥ Be supportive of others’ efforts. Be a good listener! 

科目の達成目標 

① 
Students will apply their growing knowledge of conversation strategies to their own 

communication with partners, groups and their teacher in and out of class. 

② 

Students will be able to develop their speaking and listening ability, as well as 

fundamental verbal and physical communication skills (spoken and kinesthetic features), and 

tools for persevering during stressful speaking situations. 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 ICT 31-104 

オフィスアワー Mondays 16:00 – 17:00 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
Topic 1: 

Getting Acquainted 

Understand syllabus; Class 

introduction; Introduce 

someone and do self-

introductions 

  

 
Review vocabulary 15 

第2週 
Topic 2:  

Experience/ Past 

Talk about experiences; 

Talk about the past and   

school life 

Review vocabulary 15 

 Practice vocabulary in 

conversation 
15 

第3週 
Topic 3:  

Lifestyle/ Personality 

Talk about the way we are, 

personality, and different 

ways to live your life 

Review vocabulary 15 

 Practice vocabulary in 

conversation 
15 

第4週 
Topic 4:  

Leisure and Sports 

Talk about sports and leisure 

activities;  

Review vocabulary  15 

 Practice vocabulary in 

conversation 
15 

第5週 
Topic 4:  

Leisure and Sports 

Talk about sports and leisure 

activities;  

Prepare for conversation 

check 
15 

 

Conversation check  15 

第6週 
Topic 5:  

Health and Food 
Talk about healthy eating 

Review health vocabulary  15 

 Practice health vocabulary 

in conversation 
15 

第7週 
Topic 5:  

Health and Food 

Talk about healthy eating and 

food 

Review food vocabulary 15 
 

Practice food vocabulary 15 

第8週 
Topic 5:  

Health and Food 

Talk about healthy eating and 

food 

Prepare for conversation 

check 
15 

 

Conversation check 15 

第9週 
Topic 6:  

Music & Books & TV & 

Movies 

Talk about Music & Books & TV 

& Movies 

Review vocabulary 15 
 

Practice vocabulary 15 

第10週 
Topic 6:  

Music & Books & TV & 

Movies 

Talk about Music & Books & TV 

& Movies 

Review vocabulary 15 
 

Review vocabulary 15 

第11週 
Topic 6:  

Music & Books & TV & 

Movies 

Talk about Music & Books & TV 

& Movies 

Practice vocabulary in 

conversation 
15 

 

Review vocabulary 15 

第12週 
Topic 6:  

Music & Books & TV & 

Movies 

Talk about Music & Books & TV 

& Movies 

Practice vocabulary in 

conversation 
15 

 

Review vocabulary  15 

第13週 
Topic 7:  

Work & Future 

Talk about work and future 

dreams 

Practice vocabulary in 

conversation 
15 

 

Review vocabulary 15 

第14週 
Topic 7:  

Work & Future 

Talk about work and future 

dreams 

Practice vocabulary in 

conversation 
15 

 

Review vocabulary  15 

第15週 Review Talk about previous topics 
Watch and discuss about 

topics so far 

15 
 

15 

      

      



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
Topic 8: Work; Summer 

Internships Speaking 

Reflect on Summer  

 Internships 

Review internship 15 
 

Conversation check 15 

第2週 Topic 8: Work 
Talk about dream job and 

future opportunities 

Review  15 
 

Conversation check 15 

第3週 Topic 9: Travel 
Talk about different countries 

and traveling 

Review vocabulary 15 
 

Practice vocabulary 15 

第4週 Topic 9: Travel 
Talk about different countries 

and traveling 

Practice conversation 15 
 

Practice conversation 15 

第5週 Topic 9: Travel 
Talk about different countries 

and traveling 

Review internship 15 
 

Conversation check 15 

第6週 Topic 10: Relationship 
Talk about relationship and 

family 

Review vocabulary 15 
 

Practice vocabulary 15 

第7週 Topic 10: Relationship 
Talk about relationship and 

family 

Practice vocabulary 15 
 

Practice conversation 15 

第8週 
Topic 10: Relationship 

(Love & Marriage) 

Talk about relationship, love, 

and marriage 

Review vocabulary 15 
 

Practice vocabulary 15 

第9週 
Topic 10: Relationship 

(Love & Marriage) 

Talk about relationship, love, 

and marriage 

Prepare for Conversation 

check 
15 

 
Conversation check 15 

第10週 
Topic 11:  

Japanese Culture 

Talk about Japanese 

culture/prefectures 

Review vocabulary 15 
 

Practice vocabulary 15 

第11週 
Topic 11:  

Japanese Culture 

Talk about Japanese 

culture/prefectures 

Practice conversation 15 
 

Practice conversation 15 

第12週 
Topic 12:  

World Problems 
Talk about World Problems 

Prepare for Conversation 

check 
15 

 
Conversation check 15 

第13週 
Topic 12:  

World Problems 
Talk about World Problems 

Review vocabulary 15 
 

Practice vocabulary 15 

第14週 
Topic 9:  

Travel -Singapore 
Talk about Singapore 

Review Singapore information 15 
 

Prepare for Singapore 15 

第15週 
Topic 9:  

Travel -Singapore 
Talk about Singapore 

Practice conversation 15 
 

Practice conversation 15 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 
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科目名 クラス 

Advanced English I・Presentation 

（上級英語I・プレゼンテーション） 
グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ４ 通年 講義 Lin Chun Feng，Haryanti Adzman, Takako Ustunomiya 

キーワード 科目概要 

 Power Point software skill 

Presentation skill 
Students will use computers and software to work 

collaboratively, in order to develop their English and 

presentation skills. This class will not require an advanced 

knowledge of software or computers, 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

 なし 

① Handouts 

② Class slides 

③ Speaking of Speech level 1/2 

科目：上級英語II 

評価方法 

評価項目 Classwork Projects 計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 50 100 50 

後学期 50 50 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 
The class will be graded based on weekly classwork, and major presentations given at 

the end of each term. 

受講上のアドバイス 

 You are expected to use an English operating system for this class. 

 Come on time to class and be prepared with writing utensils. 

 Use English as much as possible and avoid using Japanese in class and with classmates. 

 Work well with other and help each other out. 

 Ask questions if you don’t understand something. 

 See the teacher if you are absent for any makeup work. 

 Relax, have fun, and try your best! 

科目の達成目標 

① Understand and explain presentation skill terms in English 

② Understand the elements of a good presentation  

③ 
  Understand the techniques of delivering the physical message, the visual message and the 

story message and use the techniques 

④ Understand the skills of presenting a good talk and perform a good presentation  

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 ICT 31-104 

オフィスアワー Tuesdays 16:00-17:30 

 

  



                                クラス番号         氏名            

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
Class/Presentation 

Introduction 

Ss understand the goals of the 

course, requirements, and 

tools for making Power Point 

slides. 

Ss know why and what the 

presentations are given.  

  

 
Review  

course/presentation 

introduction 

 

10 

第2週 
Elements of a Good 

Presentation 

Ss understand the  

elements of a good 

presentation 

(physical/ visual/ story).  

  

 
Review the elements 10 

第3週 The Physical Message 

Ss understand and  

learn the use of  

gestures, body language 

and voice inflection to 

present the message. 

  

 
Review the techniques 10 

第4週 The Story Message 

Ss understand the 

structure of a speech. 

(Intro/Body/ Conclusion) 

  
 

Review the structure 10 

第5週 The Story Message 

Ss understand and learn how to 

use the introduction, body and 

conclusion in their speech. 

  
 

Review the structure 10 

第6週 The Story Message 

Ss understand and learn how to 

use the introduction, body and 

conclusion in their speech. 

  
 

Review the structure 10 

第7週 
The first on-stage 

Speech  

Ss give their  

first speeches without P.P.T.. 

  
 

Reflect on the feedback 10 

第8週 The Visual Message 

Ss understand the basic 

functions of P.P.T. and make 

presentation slides with 

P.P.T. 

  

 Review the functions of 

P.P.T 
10 

第9週 Review  
  

 
  

第10週 Group presentation 

Ss work collaboratively  

in groups and 

give their presentations.  

  
 

Complete the P.P.T. 20 

第11週 Group presentation 

Ss work collaboratively  

in groups and 

give their presentations. 

  
 

Complete the P.P.T. 20 

第12週 
Research on the 

company 

Ss develop knowledge of the 

company, prepare for the 

presentation and give a talk 

on their company. 

  

 
Complete the preparation  10 

第13週 

Individual 

presentation 

preparation  

Ss prepare and  practice 

for their 

individual presentations. 

  
 

Complete the P.P.T. 20 

第14週 
Individual 

presentation 

Ss give  

their presentation. 

  
 

Complete the P.P.T. 20 

第15週 
Individual 

presentation 

Ss give  

their presentation. 

  
 

Complete the P.P.T. 20 

      

      



 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

 

Course orientation 

Review  

 

Ss understand the goals of the 

course, requirements, and 

tools for making Power Point 

slides. 

 

  

 
Review the techniques  10 

第2週 
The optional 

presentation 

Ss understand and  

learn to use arguments to 

present the message. 

  
 

  

第3週 
Preparation/ 

Presentation 

Ss prepare and practice 

for their presentations. 

  
 

Complete the P.P.T. 15 

第4週 
Preparation/ 

Presentation 

Ss prepare and practice 

for their presentations. 

  
 

Complete the P.P.T. 15 

第5週 
Group Presentation 

 

Ss work collaboratively  

in groups and 

give their presentations. 

  
 

Reflect on the feedback 15 

第6週 The Sales presentation 

Ss understand the techniques 

of using the interest/ 

understanding/ agreement  

/ and action slides for  

the presentation. 

  

 
Review the techniques 15 

第7週 
Preparation/ 

Presentation 

Ss prepare and practice 

for their presentations. 

  
 

Complete the P.P.T. 15 

第8週 
Preparation/ 

Presentation 

Ss prepare and practice 

for their presentations. 

  
 

Complete the P.P.T. 15 

第9週 
Group Presentation 

 

Ss work collaboratively  

in groups and 

give their presentations. 

  
 

Reflect on the feedback 10 

第10週 Review  
  

 
  

第11週 
The academic  

presentation  

Ss understand the techniques 

of using SWOT for  

the presentation. 

  
 

Review the SWOT techniques 10 

第12週 
Preparation/ 

Presentation 

Ss prepare and practice 

for their presentations. 

  
 

Complete the P.P.T. 15 

第13週 
Preparation/ 

Presentation 

Ss prepare and practice 

for their presentations. 

  
 

Complete the P.P.T. 15 

第14週 
Group Presentation 

 

Ss work collaboratively  

in groups and 

give their presentations. 

  
 

Reflect on the feedback 10 

第15週 Wrap up 

Ss reflect on knowledge and  

techniques of a  

good presentation. 
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科目名 クラス 

英語資格技術 グロ－バル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 学修 ２ 前学期 講義 宮野 肇 

キーワード 科目概要 

 

ペアワーク、グループワーク 

TOEIC、リスニング 

 

ペアワーク、グループワークで協力しながら、TOEICの問題を通して英語力

向上を目指す。また、リスニングの宿題によってリスニング力の向上も目指

す 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「TOEICテスト書きこみノート単

語＆熟語編」、白野伊津夫監修、

Gakken 

 
資格：ＴＯＥＩＣ 

 

評価方法 

評価項目 中間テスト 期末試験 宿題 小テスト 授業態度  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 20 20 30 20 10  100 100 

後学期 ― ― ― ― ―  ― ― 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

定期試験：学習した内容のリーディング、文法、単熟語をその範囲とし、リスニングは含まない。 

中間テスト：既習範囲の総復習問題。 

小テスト：毎回行われる文法や単熟語の小テスト 

宿題：学修の科目なので授業１時間に対して２時間分の予習・復習を必要とする。この予復習をリ

スニングの課題や次回の授業の予習プリントの形で宿題とし、授業の２日前に提出する。 

授業態度：ペアワーク、グループワーク時の積極性。忘れ物は減点対象。 

受講上のアドバイス 

本講義は学修単位であるため、１単位を50分45回分の学習とし、授業15回に対して30回分の自学自習を行うも

のとします。 

これらの自学自習を宿題の形で課します。宿題を丁寧にして授業に臨むのとそうでないのとでは、授業の理解

度、ＴＯＥＩＣのスコアの伸びが違ってくるので、宿題は必ず丁寧に行い、毎回期日までに提出して下さい。ま

た、ペアワークやグループワークを協力的に取り組むことはクラスに貢献するだけでなく、自分自身の力にもな

るので心掛けてください。 

科目の達成目標 

① リスニングの宿題をすることにより以前より英語を聞き取れるようになる 

② 英文の語順を理解できる 

③ ＴＯＥＩＣ文法部分の問題の正解率が向上する 

④ ＴＯＥＩＣ長文部分の問題の正解率が向上する 

⑤ ＴＯＥＩＣの点数が受講前より向上する 

⑥ 毎週出される宿題を提出期限までに提出する 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 1階104室（教員室） 

オフィスアワー 月曜日 16:30～17:30 



 

クラス番号  氏名  

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ → まったくわからない 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
授業内容説明 

リスニング 

・受講、宿題の取組方を理解する 

・リスニングの実力を把握する 

― ― 
 

学習支援計画書の内容確認 15 

第2週 語順 

・英語の語順を理解する 

・品詞（動詞、副詞、形容詞、名

詞）の違いを理解する 

Text(p.12-21)、語順のハンド

アウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第3週 
ＴＯＥＩＣの文法セクシ

ョンの練習問題① 

・品詞を理解しているか確認す     

る 

・過去分詞と現在分詞を理解する 

Text(p.22-29)、語順のハンド

アウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第4週 

 

ＴＯＥＩＣの文法セクシ

ョンの練習問題② 

・過去分詞と現在分詞を理解して

いるか確認する 

・時制（tense）と相（aspect）

を理解する 

Text(p.30-41)、語順のハンド

アウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第5週 

 

既習事項復習 ・既習の文法事項を理解、習得し

たかの確認 

Text(p.42-49)、語順のハンド

アウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第6週 
ＴＯＥＩＣの文法セクシ

ョンの練習問題③ 
短文穴埋めの問題に慣れる 

Text(p.50-61)、語順のハンド

アウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第7週 
ＴＯＥＩＣの文法セクシ

ョンの練習問題④ 
長文穴埋めの問題に慣れる 

Text(p.62-67)、語順のハンド

アウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第8週 中間試験 第1～7週の内容の習得 
  

 
  

第9週 
ＴＯＥＩＣの長文セクシ

ョンの練習問題① 
Ｅメールの内容の長文に慣れる 

Text(p.68-79)、語順のハンド

アウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第10週 

 

ＴＯＥＩＣの長文セクシ

ョンの練習問題② 
手紙の内容の長文に慣れる 

Text(p.80-91)、語順のハンド

アウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第11週 

 

ＴＯＥＩＣの長文セクシ

ョンの練習問題③ 
告知の内容の長文に慣れる 

Text(p.92-97)、語順のハンド

アウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第12週 

 

ＴＯＥＩＣの長文セクシ

ョンの練習問題④ 
広告の内容の長文に慣れる 

Text(p.100-107)、語順のハン

ドアウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第13週 

 

ＴＯＥＩＣの長文セクシ

ョンの練習問題⑤ 
記事の内容の長文に慣れる 

Text(p.108-115)、語順のハン

ドアウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

第14週 

 

ＴＯＥＩＣの長文セクシ

ョンの練習問題⑥ 
チャットの内容の長文に慣れる 

Text(p.116-123)、語順のハン

ドアウト 
100 

 
学習した内容の確認と小テスト

の準備 
100 

 
第15週 総復習 試験範囲を理解する 

期末試験の復習プリント 200 
 

復習内容の確認 185 

 期末試験     

 自己点検 答案返却・解説及び自己点検 間違えたところを再度見直す 30  
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科目名 クラス 

情報数学 グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 袖美樹子 

キーワード 科目概要 

集合, 

確率, 

情報量, 

情報理論. 

統計分析 

情報をコンピュータ、ネットワークを介在して相手に伝達するため、情報を
量でとらえる必要がある。本講義では、集合や組合せなどの離散数学および
確率論の概念を学習し、数学的基礎を固める。次に情報量の定義と性質、情
報伝達方法について学習し、得られた情報を整理・分析するための統計的な
基本知識も習得する。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「マルチメディア時代の情報理論」 

小川 英一，コロナ社 

①「Excelでスッキリわかるベイズ統計

入門」 涌井，日本実業出版社 

科目:データ分析 ，ネットワークシステ

ム 

評価方法 

評価項目 定期試験 小テスト 課 題 授業態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 30 30 30 10   100 50 

後学期 30 30 30 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

年度末の学年評価は各学期の評価に学期の割合を掛けたものの和とする。 

定期試験及び小テストは学習の成果を測定することを主とする。 

課題・宿題は提出状況と完成度を測定するものである。 

授業態度は授業への積極的な参加を測定する。 

受講上のアドバイス 

受講上の注意点を以下に示します。必ず守ってください。 

１．授業中、しっかり講義を聞き、不明な点があれば、溜めずに聞くこと。 

２．数学問題に閉じずに実問題との関連付けを意識しながら勉強すること。  

３．課題を必ず各自で行い、提出は〆切厳守を徹底すること。 

科目の達成目標 

① ２進数の四則演算、論理演算について理解できる。 

② 集合の要素の数の計算ができる。 

③ 順列、組合せなどの簡単なケースにおいて確率の計算ができる。 

④ 情報量、エントロピーの意味について理解できる。 

⑤ 符号化の目的と符号の作り方について理解できる。 

⑥ ２進数の四則演算、論理演算について理解できる。 

関連する本校の学習・教育目標 基礎力 

問い合わせ・質問先 1階208室 

オフィスアワー 火曜日17:00～18:00 

 

 

 



クラス番号  氏名  

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 ガイダンス 
授業の範囲、概要、到達目標を理
解できる。 

  

 授業の範囲、概要、到達目標を確

認する。 
15 

第2週 

ｎ進数 
１０進数からｎ進数への基数変
換、２進数の四則演算ができる。 

配布資料のｎ進数に関するペー
ジを読む。 

15 

 指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
30 

第3週 

配布資料の２進数の四則変換に
関するページを読む。 

15 

 指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
30 

第4週 

集合 
集合の基本概念を理解し、基本演
算ができる。 

配布資料の論理代数に関するペ
ージを読む。 

15 

 
指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
30 

第5週 

配布資料の集合に関するページ
を読む。 

15 

 指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
30 

第6週 

集合と論理 
論理回路について理解でき、論理
演算できる。 

配布資料の集合と論理に関する
ページを読む。 

15 

 
指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
30 

第7週 

配布資料の論理代数の基本法則
に関するページを読む。 

15 

 指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
30 

第8週 総合演習 
学習した内容を復習し、応用力を
はかる。 

  

 春学期の全演習問題を見直し、ノ

ートによる復習をする。 
60 

第9週 小テスト 8週までの内容の小テスト 
8週までの内容 30 

 
  

第10週 

確率とその基本性質 

確率の基本的な考え方を理解でき
る。 
単純な事象の確率を求められる。 
条件付確率について理解できる。 

配布資料の順列と組合せに関す
るページを読む。 

15 

 指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
30 

第11週 

配布資料の事象と確率に関する
ページを読む。 

15 

 
指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
30 

第12週 
配布資料を読む。 15 

 指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
30 

第13週 

確率変数と確率分布 

確率変数の平均、分散、標準偏差
について理解できる。 
ベイズの定義について意味が分か
る。 

配布資料の確率変数に関するペ
ージを読む。 

15 

 
指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
30 

第14週 

配布資料の確率分布関数に関す
るページを読む。 

15 

 指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
30 

第15週 
配布資料を読む。 15 

 
指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
30 

 定期試験     

 自己点検 答案の返却と回答    



    

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

情報伝送の基礎 
情報伝送の基礎について理解す
る。 

教科書p1からp13までを熟読す
る。 

15 

 
指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
20 

第2週 

教科書p1からp13までを熟読す
る。 

15 

 指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
20 

第3週 情報量の数値化 
情報量の数値化について理解す
る。 

教科書p15からp28までを熟読す
る。 

15 

 
指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
20 

第4週 情報源符号化 
情報源符号化と復号化の意味を
理解し、簡単な符号を作れる。 

教科書p29からp46までを熟読す
る。 

15 

 指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
20 

第5週 

データ圧縮 データ圧縮について理解する。 

教科書p47~p55までを熟読する。 30 

 指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
20 

第6週 
  

 指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
40 

第7週 総合演習 
学習内容を復習し定着をはか
る。 

  

 秋学期の全演習問題を見直し、ノ

ートに整理する。 
60 

第8週 小テスト 7週までの内容の小テスト 
7週までの内容の復習 30 

 
  

第9週 

通信路符号化 
通信路符号化について理解す
る。 

教科書p56~p67までを熟読する。 15 

 指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
20 

第10週 
教科書p69~p84までを熟読する。 15 

 
指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
20 

第11週 

誤り検出・訂正符号 
誤り検出・訂正符号について理
解する。 

教科書p85~p88までを熟読する。 15 

 指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
20 

第12週 
教科書p90~p96までを熟読する。 15 

 
指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
20 

第13週 

教科書p98~p104までを熟読す
る。 

15 

 指定の演習問題を解き、ノートを

整理する。 
20 

第14週 

総合演習 
学習内容を復習し、応用問題に
適応することで定着をはかる。 

  

 
指定の演習問題を行う。 90 

第15週 
  

 
指定の演習問題を行う。 90 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

ソフトウェア工学Ⅰ グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 今澤明男 

キーワード 科目概要 

Java,  

Object Oriented Programming,  

Unified Modeling Language, 

Agile Software Development 

ソフトウェア開発にとって，情報の整理法や，システムのイメージをうまく

形にする方法を学ぶことは重要である．また，ソフトウェア開発者は，技術

的・時間的・人的・その他の色々な制約がある中で要求されている機能と品

質を備えたソフトウェアを作らなければならない．そのためにはどうしたら

良いかを学ぶ．本科目では，ソフトウェア開発における各工程を学習するこ

とにより基本的な考え方や各工程で採用されている技法を学ぶ．これにより

ソフトウェア開発者に必要とされる知識を総合的に身に付けることがねらい

である． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「なぜ、あなたはJavaでオブジェク

ト指向開発ができないのか」小森裕

介，技術評論社 

①「やさしいＪａｖａ」 

高橋麻奈，ＳＢｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 

②「やさしいＪａｖａ 活用編」 

高橋麻奈，ＳＢｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 

科目：プログラミング演習Ⅱ 

   ソフトウェア工学Ⅱ 

資格：基本情報技術者 

Javaﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ能力試験 

評価方法 

評価項目 定期試験 中間テスト 小テスト 演習課題 
プレゼンテ

ーション 
 計 

学年評価に 
対する割合(%) 

前学期 30 20 10 40 0  100 50 

後学期 0 0 0 80 20  100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

１）前学期は，定期試験と中間テスト，小テストならびに演習課題を基に評価する． 

２）前学期は，個人別に評価する． 

３）後学期は，演習課題（プログラム，報告書を含む）とプレゼンテーションを基に評価する． 

４）後学期は，グループでの評価と個人別評価を合せて各人の評価とする． 

受講上のアドバイス 

１）教科書は独習を念頭に執筆されており，予習・復習が容易である。積極的に予習・復習を行うこと． 

２）授業時は，当科目の教科書とともに自らにあったＪａｖａのテキストを持参すること． 

３）後学期は，グループでのプログラム開発を主とする．この経験も重要な学習項目である． 

科目の達成目標 

① オブジェクト指向に基づいて，やや複雑なプログラムを開発できるようになる． 

② そのために，やや複雑なプログラムでも仕様を記述できるようになる． 

③ さらに，やや複雑なプログラムについてのクラス図とシーケンス図を作成できるようになる． 

④ そのうえで，仕様・クラス図・シーケンス図等に基づいてＪａｖａで実装ができるようになる． 

⑤ しかも，実装したプログラムについて簡潔に説明できるようになる． 

⑥ また，アジャイル開発の考え方を理解し，実践できるようになる． 

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 2階211-1室 

オフィスアワー 火曜日17：00～17：30， 金曜日17：00～17：30 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
オブジェクト指向の

概要 

オブジェクト指向の利点と必

要性を理解する． 

  
 

プリントに基づく復習 15 

第2週 Javaの復習 
前年度学んだJavaの重要点に

ついて復習し，確認する． 

  
 

プリントに基づく復習 15 

第3週 
オブジェクト指向での

ソフトウェア開発(1) 

オブジェクト指向による簡単

なソフトウェア開発に着手す

る． 

  
 

ジャンケンプログラム作成 15 

第4週 
オブジェクト指向での

ソフトウェア開発(2) 

オブジェクト指向による簡単

なソフトウェア開発を体験す

る． 

  
 

ジャンケンプログラム作成 15 

第5週 
オブジェクト指向での

ソフトウェア開発(3) 

オブジェクト指向による簡単

なソフトウェア開発の体験か

ら，開発プロセスの基礎を理

解する． 

  

 
ジャンケンプログラム完成 30 

第6週 

オブジェクト指向での

ソフトウェアの拡張

(1) 

継承を用いたソフトウェアの

拡張に着手する． 

  

 ジャンケンプログラムの機能

拡張 
15 

第7週 

オブジェクト指向での

ソフトウェアの拡張

(2) 

継承を用いたソフトウェアの

拡張を体験する． 

  

 ジャンケンプログラムの機能

拡張 
15 

第8週 

オブジェクト指向での

ソフトウェアの拡張

(3) 

継承を用いたソフトウェアの

拡張の体験から，継承の有用

性を理解する． 

  

 ジャンケンプログラム機能拡

張の完了 
30 

第9週 

中間テスト/ 

ソフトウェアの振る舞

いの変更(1) 

第１～8週の学習成果確認/インタ

フェースを用いた拡張性の高いソ

フトウェアの作成を体験する． 

  

 戦略切り替えジャンケンプロ

グラムの作成 
15 

第10週 

自己点検/ 

ソフトウェアの振る舞

いの変更(2) 

インタフェースを用いた拡張

性の高いソフトウェアの作成

体験から，インタフェースの

有用性を理解する． 

  

 戦略切り替えジャンケンプロ

グラムの完成 
30 

第11週 
複雑なソフトウェアの

開発(1) 

やや複雑なソフトウェアの開

発に着手する． 

  
 

ババ抜きプログラムの作成 15 

第12週 
複雑なソフトウェアの

開発(2) 

やや複雑なソフトウェアの開

発を続ける． 

  
 

ババ抜きプログラムの作成 15 

第13週 
複雑なソフトウェアの

開発(3) 

やや複雑なソフトウェアの開

発を続ける． 

  
 

ババ抜きプログラムの作成 15 

第14週 
複雑なソフトウェアの

開発(4) 

やや複雑なソフトウェアの開

発を続ける． 

  
 

ババ抜きプログラムの作成 15 

第15週 
複雑なソフトウェアの

開発(5) 

やや複雑なソフトウェアの開

発体験から，オブジェクト指

向での開発プロセスの全体像

を理解する． 

   

ババ抜きプログラムの完成 30  

 定期試験     

  自己点検     

 



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
チーム編成とキックオ

フ 

オリジナル・プログラム開発

のためのグループを編成し，

創造的集団としての基盤を作

る． 

  

 
チーム規約等の作成 10 

第2週 アジャイル開発の調査 
アジャイル開発について調査

し，考え方を理解する． 

  
 

調査結果報告書作成 10 

第3週 開発提案書作成 
オリジナル・プログラムの開

発提案書を作成する． 

  
 

開発提案書作成 10 

第4週 開発提案書報告 
オリジナル・プログラムの開

発提案書について報告する． 

  
 

開発提案書作成 20 

第5週 開発計画書作成(1) 
オリジナル・プログラムの開

発計画書作成を開始する． 

  
 

開発計画書作成 10 

第6週 開発計画書作成(2) 

オリジナル・プログラムの開

発計画書作成をいったん終了

する． 

  
 

開発計画書作成 10 

第7週 開発計画書レビュー 

オリジナル・プログラムの開

発計画書を見直し，改善す

る． 

  
 

開発計画書修正 20 

第8週 実装(1) 
オリジナル・プログラムの実

装に着手する． 

  
 

オリジナル・プログラム実装 10 

第9週 実装(2) 
オリジナル・プログラムの実

装を続ける． 

  
 

オリジナル・プログラム実装 10 

第10週 実装(3) 
オリジナル・プログラムの実

装を続ける． 

  
 

オリジナル・プログラム実装 10 

第11週 実装(4) 
オリジナル・プログラムの実

装を続ける． 

  
 

オリジナル・プログラム実装 10 

第12週 実装(5) 
オリジナル・プログラムの実

装を続ける． 

  
 

開発報告書作成 10 

第13週 実装(6) 
オリジナル・プログラムの実

装を完了する． 

  
 

開発報告書作成 10 

第14週 開発結果報告(1) 
オリジナル・プログラムの開

発結果について報告する． 

報告準備 20 
 

  

第15週 開発結果報告(2) 
オリジナル・プログラムの開

発結果について報告する． 

   

個人報告書作成 20  

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

ビジネスシステム グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 藤澤 武 

キーワード 科目概要 

 

 

企業ストラテジー， 

アントレプレナー， 

情報システム， 

ビジネスモデルキャンバス， 

グローバルな市場を前提とした具体的なビジネスを構想する力、そして、そ

のビジネスを実行可能とするビジネスプランを作成できる能力を身につけ

る。そのために、資金調達やリスクマネジメント、事業計画の立て方など、

描いたビジネスの構想を実現するために必要な知識、ビジネスを継続して運

営するためのオペレーションの設計に必要な知識について具体的な事例を用

いて学習する。また、学生はアントレプレナー（起業家）となってビジネス

プランをまとめるロールプレイも行う。 

 

 
参考書 関連する科目・資格 

「ビジネスマンの基礎知識としての

MBA入門」早稲田ビジネススクール

(著) 

「ビジネスモデル・ジェネレーショ

ン」翔泳社 
科目：創造設計IV 

評価方法 

評価項目 期末試験 授業態度     計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 85 15     100 50 

後学期 85 15     100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 
宿題や課題等は授業態度として評価する．その他にも授業態度として不適切な行動・態度と判断

される事案については１回の授業につき最大1点の減点を行う． 

受講上のアドバイス 

教科書とノートPC,そして講義内容を記録するためにノートを筆記用具は必ず毎回持参すること． 

課題の提出期限は必ず守ること． 

科目の達成目標 

① アントレプレナーシップとはどのようなものか説明できる 

② 戦略的思考とはどのようなものか説明できる 

③ 既存のビジネスモデルキャンバスの内容を理解できる 

④ ビジネスプランをビジネスモデルキャンバスとして表現できる 

⑤ 資料を調査・分析してレポートにまとめることができる 

⑥ グローバル・ビジネスにおいて重要な点について説明できる 

関連する本校の学習・教育目標 専門力、創造性 

問い合わせ・質問先 2階210室 

オフィスアワー 金曜日8限 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 

ビジネスモデルキャンバ

スの紹介 

VPとCSの関係が理解できる 
講義資料を見直す 15 

 
講義資料を見直す 15 

第2週 
ビジネスモデルキャンバスの概要

を説明できる 

講義資料を見直す 15 
 

講義資料を見直す 15 

第3週 

演習 
ビジネスモデルキャンバスを分析

できる 

講義資料を見直す 15 
 

講義資料を見直す 15 

第4週 
講義資料を見直す 15 

 
講義資料を見直す 15 

第5週 

ビジネスモデル立案 

グローバルなネットショップビジ

ネスのモデルを考え、BMCにまと

めることができる 

講義資料を見直す 15 
 

講義資料を見直す 15 

第6週 
発表練習を行う 15 

 
講義資料を見直す 15 

第7週 中間発表① BMCを制限時間内で説明できる 
発表練習を行う 15 

 
講義資料を見直す 15 

第8週 ビジネスモデルの修正 
レビュー結果をビジネスモデルに

反映させることができる 

講義資料を見直す 15 

 
修正版のBMCを完成させる 15 

第9週 中間発表② 
修正内容がわかるようにBMCを制

限時間内で説明できる 

発表練習を行う 15 
 

レビュー内容を見返す 30 

第10週 ビジネスプランの修正 
レビュー結果をビジネスモデルに

反映させることができる 

発表練習を行う 15 
 

レビュー内容を見返す 20 

第11週 

発表資料作成 
ビジネスモデルをより詳細な企画

書としてまとめることができる 

BMCを見返す 20 
 

企画書を見返す 20 

第12週 
企画書を見返す 20 

 
企画書を完成させる 20 

第13週 リハーサル 最終発表の準備を完了させる 
発表練習を行う  

 
レビュー内容を見返す 20 

第14週 

最終発表 
制限時間内でビジネスモデルを説

明できる 

発表練習を行う 20 
 

事業計画書を完成させる 15 

第15週 
過去の事業資料を見返す 15 

 
  

 期末試験     

 自己点検 答案の返却と解説 これまでの授業内容を振り返る 15  

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 アントレプレナーシップ 
アントレプレナーシップとは何か

説明できる 

事前調査 30 
 

講義資料を見直す 15 

第2週 経営者の役割 
経営者に必要な資質とその役割に

ついて説明できる 

教科書の該当箇所を読む 30 
 

講義資料を見直す 15 

第3週 競争戦略① 
戦略的な経営を行う条件を説明で

きる 

教科書の該当箇所を読む 30 
 

講義資料を見直す 15 

第4週 競争戦略② 
競争優位を維持するための戦略に

ついて説明できる 

教科書の該当箇所を読む 30 
 

講義資料を見直す 15 

第5週 競争戦略③ 競争戦略を立案できる 
教科書の該当箇所を読む 30 

 
講義資料を見直す 15 

第6週 フレームワーク① 
主要なフレームワークについて説

明できる 

教科書の該当箇所を読む 30 
 

講義資料を見直す 15 

第7週 フレームワーク② 
 フレームワークで書かれている

内容を理解できる 

教科書の該当箇所を読む 30 
 

講義資料を見直す 15 

第8週 フレームワーク③ 
フレームワークを使った企業分析

ができる 

講義資料を見直す 15 
 

講義資料を見直す 15 

第9週 まとめ 
これまでの授業内容の不明点を解

決する 

講義資料を見直す 15 
 

講義資料を見直す 15 

第10週 異業種との競争 
業界ルールと異業種参入者の居総

戦略の違いが説明できる 

教科書の該当箇所を読む 30 
 

講義資料を見直す 15 

第11週 模倣困難性 
どうすれば真似が難しいビジネス

モデルを構築できるか説明できる 

教科書の該当箇所を読む 30 
 

講義資料を見直す 15 

第12週 オペレーション 
オペレーションの基本的知識を身

につける 

教科書の該当箇所を読む 30 
 

講義資料を見直す 15 

第13週 人と組織 
戦略的リーダーの役割を説明でき

る 

教科書の該当箇所を読む 30 
 

講義資料を見直す 15 

第14週 リーダーシップ 
リーダーシップの基本３要素を説

明できる 

教科書の該当箇所を読む 30 
 

講義資料を見直す 15 

第15週 
グローバル・マネジメン

ト 

グローバル・ビジネスに必要な知

識と視野を身につける 

教科書の該当箇所を読む 30 
 

講義資料を見直す 15 

 期末試験     

 自己点検 答案の返却と解説 これまでの授業内容を振り返る 15  

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

創造設計Ⅳ グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ４ 通年 実技 藤澤 武，鍛冶俊平 

キーワード 科目概要 

 

WEBアプリケーション, 

ネットショップ , 

PHP, 

WordPress, 

 

情報技術によって実社会における具体的な問題を解決できる能力を身につけ

る。そのために、問題を分析し本質を把握することから始め、情報技術を応

用した解決方法の提案と、解決のためのシステムやソフトウェアの設計・開

発・実装の一連のプロセスをグループ活動による実習を通して体験する。こ

れにより、ものづくり技術者として必要な分析力・設計能力・実装能力・管

理能力を身につける。さらに、実装したシステムやソフトウエアを公開し、

第三者によるレビューを行う。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「いきなりはじめるPYP 」谷藤賢一， 

リックテレコム 

②「今すぐ使えるかんたんWordPress入

門」富士ソフト(著)， 技術評論社 

①「2019年度版 基本情報技術者標準教

科書」大滝みや子（著） オーム社 

②「ビジネスマンの基礎知識としての

MBA入門」早稲田ビジネススクール(著) 

科目：ネットワークシステムII 

   卒業研究 

評価方法 

評価項目 自由課題① 自由課題② 中間報告 最終報告 授業態度  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 45 0 0 15  100 50 

後学期 0 0 30 55 15  100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

前学期の自由課題、後学期の中間・最終発表は作品・ドキュメント及び発表の内容を総合して評

価する．本学習支援計画書に明記してない宿題や課題等は授業態度として評価する．その他にも

授業態度として不適切な行動・態度と判断される事案については１回の授業につき最大1点の減点

を行う． 

受講上のアドバイス 

1) 自主的な学びを基本とします。指示された内容を行うだけでなく、どうすればよりよい成果物になるか自主

的に考え行動してください。 

2) ５年次の「ネットワークシステムⅡ」「卒業研究」につながる大事な科目です。各学期のテーマを着実に身

につけることを心がけてください。 

科目の達成目標 

①  簡単なネットショップを開発・構築できる 

②  ネットショップの運営業務の全体像を説明できる 

③  PHPを使って簡単なプログラムを作成できる 

④  第三者の意見を取り入れてネットショップ等のソフトウェア・システムを改善できる 

⑤  一般的な構成のレポートやプレゼン資料を作成できる 

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 創造性，専門力 

問い合わせ・質問先 2階210室 

オフィスアワー 金曜日  15:10-16:50 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 ガイダンス 
前期のテーマと取り組み方につい

て理解し、説明できる 

  
 

授業資料を見返す 15 

第2週 

WordPress  

WordPressのインストールができ

る 

教科書の該当箇所を読む 30 
 

授業資料を見返す 30 

第3週 
WordPressのテーマ設定とカスタ

マイズができる 

教科書の該当箇所を読む 30 
 

授業資料を見返す 30 

第4週 
WordPressでWEBサイトが構築でき

る 

教科書の該当箇所を読む 30 
 

授業資料を見返す 30 

第5週 WordPressでブログが構築できる 

教科書の該当箇所を読む 30 

 
授業資料を見返す 30 

第6週 

自由課題① 

WEBサイト、ブログサイトを自分

で設計し、WordPressを使って構

築できる 

教科書の該当箇所を読む 30 
 

授業資料を見返す 30 

第7週 
過去の授業資料を見返す 30 

 
評価課題の見直しを行う 30 

第8週 発表 課題の成果物をデモし説明できる 
教科書・過去の授業資料を読む 30 

 
教科書・過去の授業資料を読む 30 

第9週 

PHP 

基本的なPHPプログラムが作成で

きる 

発表練習を行う 15 
 

レビュー内容を見返す 30 

第10週 
WEBアプリケーションの基本動作

を説明できる 

教科書の該当箇所を読む 30 
 

授業資料を見返す 30 

第11週 
フォームを使ったPHPプログラム

を作成できる 

教科書の該当箇所を読む 30 
 

授業資料を見返す 30 

第12週 

自由課題② 
WEBアプリケーションを自分で設

計し、PHPを使って構築できる 

教科書の該当箇所を読む 30 
 

授業資料を見返す 30 

第13週 
教科書の該当箇所を読む 30 

 
授業資料を見返す 30 

第14週 
教科書の該当箇所を読む 30 

 
授業資料を見返す 30 

第15週 発表 課題の成果物をデモし説明できる 
発表練習をおこなう 15 

 
レビュー内容を見返す 30 

      

      

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 ガイダンス 評価課題の達成目標を説明できる 
  

 
授業資料を見返す 15 

第2週 

ネットショップ 

ネットショップの実務について説

明できる 

ネット等で事前調査する 30 
 

授業資料を見返す 15 

第3週 
ネットショップの開業に必要な準

備について説明できる 

授業資料を見返す 15 

 
授業資料を見返す 15 

第4週 

ネットショップ演習 
 ショッピング機能のあるWEBアプ

リケーションを構築できる 

ネット等で事前調査する 15 
 

授業資料を見返す 15 

第5週 
授業資料を見返す 15 

 
授業資料を見返す 15 

第6週 中間報告 
演習で作成した成果物をデモし、

説明できる 

授業資料を見返す 15 
 

成果物を完成させる 15 

第7週 ネットショップの設計 
ネットショップを設計しドキュメ

ントにまとめることができる 

発表練習を行う  
 

レビュー結果をまとめる 30 

第8週 

プロトタイプ開発 

プロトタイプの仕様を決定する 
  

 
設計書を見直す 15 

第9週 

仕様に即したプロトタイプを作成

できる 

設計書を見直す 15 

 
  

第10週 
授業資料を見直す 30 

 
TODOをまとめる 30 

第11週 

レビュー 

プロトタイプのデモと説明ができ

る 

プロトタイプを完成させる 15 

 
レビュー結果をまとめる 15 

第12週 
レビュー内容を吟味しプロトタイ

プに反映させることができる 

レビュー結果を見返す 15 

 レビュー内容をプロトタイプに

反映させる 
30 

第13週 リハーサル 
最終発表ができる準備を完了させ

る 

発表練習を行う 15 
 

リハーサルの反省を行う 15 

第14週 最終報告 
プロトタイプのデモと説明ができ

る 

発表練習を行う 15 
 

最終発表の反省を行う 15 

第15週 まとめ 
これまでの活動を総括し、報告書

にまとめることができる 

これまでの作業内容を見返す 20 
 

報告書を完成させる 20 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

データベース グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 藤澤 武 

キーワード 科目概要 

 

リレーショナルデータベース， 

MySQL， 

SQL， 

正規化， 

データベース理論， 

高度な情報化社会となった今日，情報処理システムが扱うデータの量は膨大

であり，かつ，データ量の増大は加速している．本科目では，リレーショナ

ルデータベースを中心にデータベースの概論とSQLを学ぶ．また，演習を通

して実務的なデータベースの構築手法の習得を図る． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「2019年度版 基本情報技術者標

準教科書」，大滝みや子（著），オ

ーム社 

①「いきなりはじめるPHP」谷藤賢一， 

株式会社リックテレコム 

科目：創造設計Ⅳ 

資格：基本情報技術者 

   応用情報技術者 

評価方法 

評価項目 定期試験 授業態度     計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 85 15     100 50 

後学期 85 15     100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 
宿題や課題等は授業態度として評価する．その他にも授業態度として不適切な行動・態度と判断

される事案については１回の授業につき最大1点の減点を行う． 

受講上のアドバイス 

教科書とノートPC,そして講義内容を記録するためにノートを筆記用具は必ず毎回持参すること． 

課題の提出期限は必ず守ること． 

科目の達成目標 

① 与えられたSELECT文の問い合わせ内容を理解できる 

② CREATE TABLE文を使ってテーブルを作成できる 

③ データベースを設計してテーブルを作成できる 

④ 第１正規形から第２正規形に変形できる 

⑤ 第２正規形と第３正規形の違いを説明できる 

⑥ DBを使ったプログラムを作成できる 

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 2階210室 

オフィスアワー 金曜日 15:10-16:50 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 データベースの基本 
基本的なデータベースの操作を行

うことができる 

教科書の該当箇所を読む 15 
 

講義資料を見直す 15 

第2週 SQL・テーブル定義 
論理設計に対応したテーブルが設

計できる 

教科書の該当箇所を読む 15 
 

講義資料を見直す 15 

第3週 

SQL・単純問い合わせ 

単純な問い合わせ内容に応じた

SELECT文を作成できる 

教科書の該当箇所を読む 15 
 

講義資料を見直す 15 

第4週 
表の結合を行うSQL文を作成でき

る 

教科書の該当箇所を読む 15 
 

講義資料を見直す 15 

第5週 

SQL・複雑な問い合わせ 

GROUP BY,HAVINGを用いたSQL文を

作ることができる 

教科書の該当箇所を読む 15 
 

講義資料を見直す 15 

第6週 
副問い合わせを用いたSQL文を作

成することができる 

教科書の該当箇所を読む 15 
 

講義資料を見直す 15 

第7週 まとめ これまでの不明点を解決する 
教科書の該当箇所を読む 15 

 
講義資料を見直す 15 

第8週 

関係モデル 

関係モデルの基本を説明できる 
教科書の該当箇所を読む 15 

 
講義資料を見直す 15 

第9週 関係モデルを設計できる 
教科書の該当箇所を読む 15 

 
講義資料を見直す 15 

第10週 関係モデル演習 
主キーと外部キーをつかった関係

モデルを設計できる 

教科書の該当箇所を読む 15 
 

講義資料を見直す 15 

第11週 正規化 
正規化の手順と関数従属について

説明できる 

教科書の該当箇所を読む 15 
 

講義資料を見直す 15 

第12週 第２正規形 
第２正規形について理解し，説明

できる 

参考書の該当箇所を読む 15 
 

講義資料を見直す 15 

第13週 第３正規形 
第２正規形と第３正規形の違いを

説明できる 

講義資料を見直す 15 
 

講義資料を見直す 15 

第14週 正規化演習 
第１正規形から第３正規形に変形

できる 

これまでの資料を見直す 30 
 

課題を完成させる 30 

第15週 まとめ 
これまでの授業内容を整理するこ

とができる 

これまでの資料を見直す 30 
 

  

 定期試験     

 自己点検 答案の返却と解説 間違えた箇所を見返す 15  

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

正規化の復習 
データモデルがどこまで正規化さ

れているか判断できる 

講義資料を見直す 15 
 

講義資料を見直す 15 

第2週 
教科書の該当箇所を読む 15 

 
講義資料を見直す 15 

第3週 関係代数 
集合演算と関係演算を理解し，対

応するSQLを作成できる 

教科書の該当箇所を読む 15 
 

講義資料を見直す 15 

第4週 RDBMS RDBMSの役割と機能を説明できる 
教科書の該当箇所を読む 15 

 
講義資料を見直す 15 

第5週 

トランザクション 

トランザクションの機能と必要性

を説明できる 

教科書の該当箇所を読む 15 
 

講義資料を見直す 15 

第6週 
デッドロックが発生するメカニズ

ムを説明できる 

教科書の該当箇所を読む 15 
 

講義資料を見直す 15 

第7週 
トランザクション機能の不明点を

克服する 

教科書の該当箇所を読む 15 
 

講義資料を見直す 15 

第8週 まとめ これまでの不明点を解決する 
教科書の該当箇所を読む 15 

 
講義資料を見直す 15 

第9週 

DBプログラミング 簡単なDBプログラムを作成できる 

過去の講義資料を見返す 15 
 

次回に行う作業をまとめる 15 

第10週 
前回の作業を見返す 15 

 
課題を完成させる 15 

第11週 

演習 
これまでの知識を統合し活用して

DBを設計し、実装できる 

参考書の該当箇所を読む 15 
 

講義資料を見直す 15 

第12週 
講義資料を見直す 15 

 
講義資料を見直す 60 

第13週 
講義資料を見直す 20 

 
課題を完成させる 60 

第14週 発表 課題の成果物を説明できる 
発表練習をする 15 

 
  

第15週 まとめ 
通年の講義内容の不明点を克服す

る 

発表のレビュー内容を見返す 30 
 

  

 定期試験     

 自己点検 答案の返却と解説 間違えた箇所を見返す 15  

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

アルゴリズムとデータ構造 グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 井上恵介 

キーワード 科目概要 

アルゴリズム， 

データ構造, 

ソフトウェア 

与えられた問題を解くための手順をアルゴリズムといい、データの保持方式

をデータ構造という。効率の良いソフトウェアを開発するためには、優れた

アルゴリズムとそれに適したデータ構造を用いる必要があり、既存の知識を

活用することでこれらを達成できる場合が多い。本科目では，基本的な問題

に対する典型的アルゴリズムと典型的データ構造についてその原理・性能に

関する基礎知識を獲得することを目的とする。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

  
科目：コンピュータシステムⅠ 

資格：情報処理技術者 

評価方法 

評価項目 演習 発表 報告書 修学矜持 出席  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 60 10 10 10 10  100 50 

後学期 60 10 10 10 10  100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

・遅刻または早退１回につき学期成績から２点を減点する。 

・欠課１回につき学期成績から４点を減点する。 

・修学矜持は受講態勢（着座など）によって評価する。 

・演習の一部として小テストを実施することがある。 

受講上のアドバイス 

 

科目の達成目標 

① アルゴリズムの基礎を理解する。 

② データ構造の基礎を理解する。 

③ アルゴリズムの応用を理解する。 

④ アルゴリズムを設計できる。 

⑤ アルゴリズムを適用できる。 

⑥ アルゴリズムを評価できる。 

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 2階210室 

オフィスアワー 金曜日 16:30～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 ガイダンス 授業の概要を理解する。 
  

 
ガイダンスの内容を確認する。 15 

第2週 

アルゴリズムの基礎 

アルゴリズム的思考を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第3週 ソートアルゴリズムを理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第4週 アルゴリズムを設計できる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第5週 

アルゴリズムの応用 

アルゴリズムの応用を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第6週 実社会との関係性を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第7週 アルゴリズムを設計できる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第8週 中間点検 ここまでの内容を復習できる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第9週 

データ構造の基礎 

データ構造の原理を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第10週 データ構造の動作を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第11週 データ構造を設計できる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第12週 

総合演習 総合演習で学期の理解を深める。 

内容を整理し理解度を深める 15 
 

間違えた演習を解き直す。 15 

第13週 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第14週 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第15週 自己点検 ここまでの内容を復習できる。 
  

 
自己点検について復習する。 15 

      

      

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 ガイダンス 後学期の概要を理解できる。 
  

 
ガイダンスの内容を確認する。 15 

第2週 

データ構造の応用 

データ構造の応用を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第3週 実社会との関係性を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第4週 データ構造を設計できる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第5週 

アーキテクチャの基礎 

アーキテクチャの基礎を理解する 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第6週 データの流れを理解できる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第7週 制御の流れを理解できる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第8週 中間点検 ここまでの内容を復習できる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第9週 

アーキテクチャの応用 

メモリ、レジスタを理解できる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第10週 四則演算を理解できる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第11週 サブルーチンを理解できる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第12週 

総合演習 総合演習で年間の理解を深める。 

内容を整理し理解度を深める 15 
 

間違えた演習を解き直す。 15 

第13週 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第14週 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第15週 自己点検 ここまでの内容を復習できる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

ネットワークシステムⅠ グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 坂倉忠和 

キーワード 科目概要 

ＴＣＰ／ＩＰ， 

プロトコル， 

スイッチ， 

ルータ 

本科目では初級ネットワーク技術者の養成を目指し、現在のインターネット

技術を支えるプロトコル群であるTCP/IPプロトコルの仕組みやその働きにつ

いてOSI参照モデルとともに学習する。また、複雑なネットワークを構築す

るためのネットワーク機器の役割や実際の設定方法、ルーティングやスイッ

チングの基礎を学習する。これらの知識を基にホームビジネスおよび中小規

模のネットワーク環境を対象とした設計や構築、さらにはトラブルシューテ

ィングを行うことができる実力を習得する。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「ネットワーク」，井口信和，森

北出版株式会社 

①「マスタリングＴＣＰ/ＩＰ 入門

編 」，竹下隆史ほか３名，オーム

社 

科目：ネットワーク基礎Ⅰ，ネットワ

ーク基礎Ⅱ 

資格：ＩＴパスポート試験，ＣＣＥＮ

Ｔ 

評価方法 

評価項目 定期試験 確認テスト 課題・宿題    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 30 30    100 50 

後学期 40 30 30    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

各学期において確認テストおよび定期試験を実施する。演習に対して、積極的に取り組むこと

が前提となっているため、取り組みに関する評価項目を設定しない。そのような取り組み姿勢が

見られない場合には、全体の評価から減点する。課題や宿題においてコピーなどの不正が発覚し

た場合には、全体の評価の評価から大幅に減点する。また、授業の設定水準よりも高度な自由課

題を出すことがある。これらに取り組んだ場合には全体の評価に加点する。 

受講上のアドバイス 

①ノートおよび演習プリントなどを綴じるためのファイルを用意すること。 

②演習課題や宿題の提出期限は必ず守ること。 

③演習には必ず納得するまで取り組むこと。 

④宿題などは完成させてから提出すること。 

科目の達成目標 

① ＯＳＩ参照モデルの概要が理解できるようになる。 

② イーサネットの役割や仕組みなどの概要が理解できるようになる。 

③ ＴＣＰおよびＩＰプロトコルの役割や仕組みの概要が理解できるようになる。 

④ Ｔｅｒａｔｅｒｍを用いることにより各種サービスを利用できるようになる。 

⑤ スイッチによる簡単なＶＬＡＮを構築できるようになる。 

⑥ ルータを用いて簡単なルーティングを実現できるようになる。 

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 2階211室 

オフィスアワー 水曜日 16:30～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
コンピュータネットワ

ークの基礎 

インターネット 

ネットワークの基礎的な要素やイ

ンターネットの特徴および通信方

式についての概要が分かる。 

－  
 

ノートを整理する。 15 

第2週 ＯＳＩ参照モデル 
ＯＳＩ参照モデルの概要が分か

る。 

教科書P20～27を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第3週 物理層 
ネットワークのメディアの概要が

分かる。 

教科書P28～39を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第4週 データリンク層 イーサネットの概要が分かる。 
教科書P40～51を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第5週 ネットワーク層 
インターネットプロトコルの概要

について分かる。 

教科書P52～59を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第6週 ＩＰアドレス（１） 
ＩＰアドレスの役割と仕組みが分

かる。 

教科書P60～70を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第7週 総合演習（１） 
第１週から第６週までの内容を定

着させる。 

－  
 

第６週までの内容を復習する。 60 

第8週 
確認テスト（１） 

 

ＩＰアドレス（２） 

達成度を確認できる。 

 

ＶＬＳＭによるアドレスの設計が

できる。 

－  
 

ノートを整理する。 15 

第9週 
教科書P70～77を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第10週 ルーティング 
ルーティングプロトコルの概要が

分かる。 

教科書P78～87を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第11週 
トランスポート 

プロトコル 
ＴＣＰの概要が分かる。 

教科書P88～100を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第12週 ドメイン名とＤＮＳ ＤＮＳの概要が分かる。 
教科書P101～108を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第13週 Ｔｅｌｎｅｔ 
Ｔｅｌｎｅｔの仕組みの概要が分

かる。 

講義資料No.01を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第14週 ＦＴＰ ＦＴＰの仕組みが分かる。 
講義資料No.02を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第15週 総合演習（２） 
第９週から第１４週までの内容を

定着させる。 

－  
 

第１４週までの内容を復習する。  60 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 電子メール 
メールの送受信の仕組みが分か

る。 

講義資料No.03を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第2週 ＨＴＴＰ 
ＷＷＷにおける基本的なデータ転

送の仕組みが分かる。 

講義資料No.04を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第3週 シミュレータ 
シミュレータの簡単な使い方が分

かる。 

講義資料No.05を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第4週 スイッチの基本設定 
スイッチの基本的な設定ができ

る。 

講義資料No.06を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第5週 ルータの基本設定 ルータの基本的な設定ができる。 
講義資料No.07を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第6週 ＶＬＡＮ 簡単なＶＬＡＮを構築できる。 
講義資料No.08を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第7週 総合演習（３） 
第１週から第６週までの内容を定

着させる。 

－  
 

第７週までの内容を復習する。 60 

第8週 
確認テスト（２） 

 

ＶＬＡＮルーティング 

達成度を確認できる。 

 

ＶＬＡＮ間のルーティングを設定

できる。 

－  
 

ノートを整理する。 15 

第9週 
講義資料No.09を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第10週 スタティックルーティング 
スタティックルーティングの設定

ができる。 

講義資料No.10を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第11週 ダイナミックルーティング 
ダイナミックルーティングの設定

ができる。 

講義資料No.11を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第12週 ＡＣＬ 簡単なＡＣＬを設定できる。 
講義資料No.12を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第13週 ＤＨＣＰ 
ＤＨＣＰの基本的な設定ができ

る。 

講義資料No.13を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第14週 ＮＡＴ ＮＡＴの基本的な設定ができる。 
講義資料No.14を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第15週 総合演習（４） 
第８週から第１４週までの内容を

定着させる。 

－  
 

第１４週までの内容を復習する。 60 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

メディア情報 グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 鍛治俊平 

キーワード 科目概要 

ビジュアル情報処理, 

画像処理, 

ＣＧ, 

ディジタル信号処理 

コンピュータの発達により，画像処理やコンピュータグラフィックス（Ｃ

Ｇ）は幅広い分野において大きな役割を担っている。本科目では画像処理や

ＣＧの基礎となる理論・技術について学習する。また，これらの技術の理解

を深めるためにディジタル信号処理技術の基礎も学ぶ。これらの知識を実際

に利用することで，画像や音声などの情報を統合したマルチメディア情報を

作成する能力と，マルチメディア情報を扱うプログラムを作成する能力を身

につける。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「ビジュアル情報処理 -CG・画像

処理入門-」，CG-ARTS協会 

②配付資料 

指定なし 
科目：デザインメソッドⅢ 

資格：ＣＧ検定 

評価方法 

評価項目 定期試験 課題 学習態度    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 40 20    100 50 

後学期 40 40 20    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

定期試験は前期後期ともに実施する。課題はプログラム作成，作品作成等，複数出題する。減点

対象として，各学期について欠課は1回につき2点減点，遅刻と早退は1回につき1点，評価項目に

関係なく全体から減点する。学生便覧の諸規則を全うしない学生についても，注意後改善が見ら

れない場合は，評価項目に関係なく全体から減点する。減点事項について，特別な理由がある場

合，校長の指示に従う。 

受講上のアドバイス 

数値計算プログラムを用いて授業を行う。さらに，3DCGソフトウェアも使用する。学生便覧の進級の条件の1番

目に「平素学生の本分を全うし，かつ勉学に精励したものと認められる者」とある。本授業でもこれに従い，減

点項目のため点数不足により不合格となる場合もあることを自覚する。そして，課題は他人のものを写さない。 

科目の達成目標 

① CGについて説明することができるようになる。 

② 幾何学的モデルについて説明することができるようになる。 

③ 様々な画像処理について説明することができるようになる。 

④ 数値計算ソフトウェアで簡単なCGや画像を表示することができるようになる。 

⑤ 画像の統計量について数値計算ソフトウェアで計算し表示することができるようになる。 

⑥ モデリングやレンダリング，アニメーションについて説明できるようになる。 

関連する本校の学習・教育目標 専門力 

問い合わせ・質問先 2階215室 

オフィスアワー 金曜日 16:00～17:00 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 ガイダンス 
ビデオ鑑賞 

授業内容の概要を理解できる。 
－－－  

 
図形と画像の違いの理解 15 

第2週 
数値計算プログラミン

グ（１） 

数値計算ソフトを用いたプログ

ラミングの概要が分かる。 

Octaveについて調査 15 
 

基礎的な数値計算の理解 15 

第3週 
数値計算プログラミン

グ（２） 

数値計算ソフトを用いた2次元配

列の数値計算が分かる。 

2次元配列について調査 15 
 

2次元配列の数値計算の理解 15 

第4週 座標系とモデリング 

２次元図形の座標系とモデリン

グ，基本的な幾何学変換を理解

できる。 

教科書pp.13-28の確認 15 
 

座標系について理解 15 

第5週 幾何学的モデル（１） 

２次元図形の基本的な幾何学変

換の処理プログラムを理解でき

る。 

基本的な変換プログラムの予習 15 
 

基本的な変換プログラムの理解 15 

第6週 幾何学的モデル（２） 

２次元図形の複合的な幾何学変

換の処理プログラムを理解でき

る。 

複合的な変換プログラムの予習 15 
 

複合的な変換プログラムの理解 15 

第7週 
光学的モデルとディジ

タル画像 

ディジタル画像の光学モデルを

理解できる。 

教科書pp.29-32の確認 15 
 

光学モデルや処理の理解 15 

第8週 ディジタル画像処理 
ディジタル画像処理を理解でき

る。 

教科書pp.33-42の確認 15 
 

ディジタル画像処理の理解 15 

第9週 
画像のヒストグラムと

統計量 

画像のヒストグラムと統計量を

理解できる。 

教科書pp.132-134の熟読 15 
 

画素ごとの濃淡変換の理解 15 

第10週 
画素ごとの濃淡変換

（１） 

グレースケール画像の濃淡変換

を理解できる。 

教科書pp.135-141の熟読 15 
 

画素ごとの濃淡変換の理解 15 

第11週 
画素ごとの濃淡変換

（２） 

カラー画像の濃淡変換を理解で

きる。 

教科書pp.142-144の熟読 15 
 

カラー画像の濃淡変換の理解 15 

第12週 
領域に基づく濃淡変換 

（１） 

領域に基づく濃淡変換を理解で

きる。 

教科書pp.145-148の熟読 15 
 

空間フィルタリングの理解 15 

第13週 
領域に基づく濃淡変換 

（２） 

エッジ抽出，鮮鋭化処理を理解

できる。 

教科書pp.148-153の熟読 15 
 

エッジ抽出などの理解。 15 

第14週 そのほかの画像処理 
モザイク処理・マスク処理など

を理解できる。 

教科書pp.154-160の熟読 15 
 

モザイク処理などの理解 15 

第15週 総合演習１ 
前期の内容の振り返り，定期試

験の範囲が理解できる。 

前期の内容を見直す 15 
 

前期の内容を見直す 15 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
画像情報抽出 

ビデオ鑑賞 
２値化処理を理解できる。 

教科書pp.162-168の熟読 15 
 

２値化処理の理解 15 

第2週 領域分割処理 領域分割処理を理解できる。 
教科書pp.169-172の熟読 15 

 
領域分割処理の理解 15 

第3週 
特徴点による画像間の

マッチング 

図形の検出 

特徴点による画像間のマッチン

グを理解できる。 

教科書pp.180-185の熟読 15 
 

特徴点によるマッチングの理解 15 

第4週 
パターンの検出 

パターン認識 
パターン認識を理解できる。 

教科書pp.186-193の熟読 15 
 

パターン認識の理解 15 

第5週 
ニューラルネットワー

ク 

ニューラルネットワークを理解

できる。 

教科書pp.194-196の熟読 15 
 

ニューラルネットワークの理解 15 

第6週 画像符号化 各種画像符号化を理解できる。 
教科書p.43の熟読 15 

 
各種符号化の理解 15 

第7週 
モデリングとレンダリ

ング 

モデリングやレンダリングの処

理を理解できる。 

教科書pp.48-102の熟読 15 
 

モデリングなどの理解 15 

第8週 
アニメーション 

ビデオ鑑賞 
アニメーションを理解できる。 

教科書pp.104-130に目を通す 15 
 

アニメーションの理解 15 

第9週 ３ＤＣＧ ３ＤＣＧの仕組みが分かる。 
講義資料No.1の熟読 15 

 
３ＤＣＧの仕組みの理解 15 

第10週 モデリング（１） 基本操作ができる。 
講義資料No.2の熟読 15 

 
モデリング基本操作の理解 15 

第11週 モデリング（２） 
簡単な３ＤＣＧのモデリングが

できる。 

講義資料No.3の熟読 15 
 

簡単なモデリングの理解 15 

第12週 モデリング（３） 
やや複雑なモデリングを行うこ

とができる。 

講義資料No.4の熟読 15 
 

やや複雑なモデリングの理解 15 

第13週 
アニメーションとカメ

ラワーク 

カメラワークなどの設定によっ

て簡単なアニメーションを作成

できる。 

講義資料No.5の熟読 15 
 

カメラなどの設定の理解 15 

第14週 Armature Armatureの設定ができる。 
講義資料No.6の熟読 15 

 
Armatureの設定の理解 15 

第15週 総合演習２ 
後期の内容の振り返り，定期試

験の範囲が理解できる。 

後期の内容を見直す 15 
 

後期の内容を見直す 15 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

情報ビジネス英語Ⅱ グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 2 通年 講義 Robert Songer, 松下臣仁 

キーワード 科目概要 

Business English,  

Technical English, 

Presentations,  

Technical Documentation 

この科目では、仕事場でのアクティビティーや書類を作成したり、使用説明

書などの説明を理解し、その説明通りに実行する、また説明書を書く、ある

いは仕様書の内容を理解し、その内容をコンパクトにまとめ、他の人に簡潔

にその要旨を伝えるといった専門英語のコミュニケ―ションに焦点を当て

る。学生たちは海外出張した場合に必要となってくるであろう事柄も学ぶ。

また、効果的な専門分野のプレゼンテーションの技術も学ぶことになる。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

指定なし。適宜資料を配布 指定なし 
科目：情報ビジネス英語Ⅰ 

 情報ビジネス英語Ⅲ 

評価方法 

評価項目 Exams Quizzes Assignments  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 30 20 50 100 50 

後学期 30 20 50 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

Evaluation of students includes one exam at the end of each semester, multiple quizzes, 

and assignments. Assignments that are turned in late will be scored with a 20% penalty. 

The format of assignments may be worksheets, reports, presentations, or other formats 

as decided by the teacher. 

受講上のアドバイス 

Try your best to practice communicating in English with your classmates. Come to class before the 

bell rings and actively participate in the class activities. Even when group activities are 

assigned, you should try to do as much as you can. The teacher may consider your assignment late if 

you have bad conduct or fail to participate during class. 

科目の達成目標 

① Students can select polite English phrases to use correctly in various situations. 

② Students can acquire new knowledge about technology in English. 

③ Students can understand the needs of a customer through English communication. 

④ Students can understand and reproduce content for technical English documents. 

⑤ Students can deliver their original thoughts and ideas in English. 

⑥  

関連する本校の学習・教育目標 国際性、専門力 

問い合わせ・質問先 2階209室 

オフィスアワー （前学期）水曜日15:10-16:50，（後学期）木曜日15:10-16:50 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 Guidance and 
Greetings 

Course Introduction and 
information on small talk and 
introducing one’s self. 

Read the syllabus. 5 
 Review the greetings content 

from class. 10 

第2週 

English Email 

Practice formality in writing 
English emails. 

Check Japanese and English 
email formats. 10 

 Review English email terms, 
expressions and formats. 10 

第3週 Practice formality in writing 
English emails. 

Check Japanese and English 
email formats. 10 

 Review English email terms, 
expressions and formats. 10 

第4週 

Telephone 
Conversation 

Understand the basic structure 
of an English conversation over 
a telephone. 

Consider what information is in a 
phone conversation. 10 

 Review expressions and dialogs 
from class. 10 

第5週 
Practice asking politely for 
information in an English 
telephone conversation. 

Consider what information is in a 
phone conversation. 10 

 Review expressions and dialogs 
from class. 10 

第6週 

User Needs 

Prepare English for interviewing 
users, characterizing them and 
describing their needs. 

Read up on interviewing 
techniques in Japanese. 10 

 Review the class material about 
characterizing customers. 10 

第7週 
Practice interviewing customers 
to discover their needs and 
characteristics.  

Prepare your interview 
questions. 10 

 Review your notes from the 
interview. 10 

第8週 

User Requirements 

Read and write descriptive 
examples of system use cases. 

Recall what you know about 
use cases. 10 

 Finish your use cases 
assignment and submit it. 10 

第9週 
Share your user stories with 
your customers and get 
feedback. 

Finish the use cases for your 
customer. 10 

 Review the feedback from your 
customer. 10 

第10週 

Tech Talk Research 

Evaluate the presentation style 
of tech talk videos. 

Consider your existing 
knowledge of new technology. 10 

 
Review unknown vocabulary. 10 

第11週 
Evaluate a new technology 
using written information from 
industry. 

Consider your existing 
knowledge of new technology. 10 

 
Review unknown vocabulary. 10 

第12週 

Tech Talk Preparation 

Investigate the features of some 
technology you want to talk 
about. 

Find an English talk about some 
technology you know well. 30 

 Review the style and 
presentation of the talk. 10 

第13週 Prepare to use speaking 
techniques for your tech talk. 

Outline some content for your 
tech talk. 10 

 Practice your tech talk 
presentation. 15 

第14週 Tech Talk Presentations 
Apply the techniques you 
learned to give a talk about the 
technology that you investigated. 

Practice your tech talk 
presentation. 15 

 
– – 

第15週 Exam Preparation Study review materials to 
prepare for the exam. 

Organize all your materials and 
bring them to class. 10 

 
Study for the exam 30 

 定期試験     

 Self-Assessment Review the exam answers – –  

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

Elevator Pitches 

Understand the mechanism of a 
short elevator pitch. 

Find a video of a 1-minute 
speech that you enjoy. 15 

 Review the short presentation 
techniques. 10 

第2週 Present your elevator pitch to 
your classmates. 

Practice giving your elevator 
pitch. 10 

 
Reflect on your performance. 10 

第3週 

English Tutorials 

Examine the content of technical 
English tutorials. 

Find and read an English tutorial 
for something you know well. 30 

 Review the structure and 
expressions used in the tutorial. 10 

第4週 
Use information from technical 
tutorials to learn about the 
technology. 

Recall the structure and 
expressions of the tutorial. 10 

 Compare the style of this tutorial 
to the previous one. 10 

第5週 

Writing Tutorials 

Examine the structure and words 
used in an English tutorial. 

Recall language and structure 
from the tutorials lessons. 10 

 Finish your assignment about 
writing tutorials. 10 

第6週 
Communicate information about a 
technology by creating an English 
tutorial. 

Think of something to write your 
tutorial about. 10 

 Finish writing an English 
tutorial. 15 

第7週 

API Reading 

Practice reading English 
documents that describe functions 
provided by an API. 

Review basic Java classes, 
methods, and variables. 10 

 Complete your API reading 
assignment. 10 

第8週 
Practice reading English 
documents that describe functions 
provided by an API 

Review basic Java interfaces 
and inheritance. 10 

 Complete your API reading 
assignment. 10 

第9週 API Writing 
Read programming source code 
and communicate its functionality 
in English API documents. 

Recall API document contents 
and structure. 10 

 Finish your API writing 
assignment. 10 

第10週 

International Business 
Simulation 

Review English for negotiating 
business trades. 

Review expressions for making 
business negotiation. 10 

 Complete your preparation for 
business exchange. 10 

第11週 
Engage in a simulation for 
negotiating business trades with 
overseas partners. 

Review expressions for making 
business negotiation. 10 

 
– – 

第12週 

API Writing 

Read programming source code 
and communicate its functionality 
in English API documents. 

Recall API document contents 
and structure. 10 

 Work on your API writing 
project. 15 

第13週 
Read programming source code 
and communicate its functionality 
in English API documents. 

Recall API document contents 
and structure. 10 

 Work on your API writing 
project. 15 

第14週 
Read programming source code 
and communicate its functionality 
in English API documents. 

Recall API document contents 
and structure. 10 

 Complete your API writing 
project. 15 

第15週 Exam Preparation Study review materials to prepare 
for the exam. 

Organize all your materials and 
bring them to class. 10 

 
Study for the exam 30 

 定期試験     

 Self-Assessment Review the exam answers – –  

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

企業会計Ⅰ グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修  履修 ２ 通年 講義 谷口萌未 

キーワード 科目概要 

財務会計,複式簿記,益処分, 
財務諸表,発生基準,棚卸資産,
固定資産,減価償却,原価計算,
英文財務諸表 

企業活動と成果を、資本すなわちお金の視点から捉え、記録し、整理し、ス
テークホルダーに公表するための広く認められた仕組みが財務会計である。
この財務会計の基本を学ぶ。最終的には、小規模企業を対象とした財務会計
システムを設計できるようになることが目標である。なお、企業活動のグロ
ーバル化を考慮し、国際会計基準についても概略を理解するとともに、英文
財務諸表（会計の報告書）の概要が理解できる知識も身につける。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

指定せず 
① 「経営財務会計（改訂版）」 

伏見多美雄、日本規格協会 

科目： 企業会計Ⅱ 

資格： ITパスポート、日商簿記3級 

評価方法 

評価項目 定期試験 小テスト 課題 授業態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 20 30 10   100 50 

後学期 40 20 30 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考  

受講上のアドバイス 

１）課題は授業内容理解の準備のためのものです。必ず期限までに実行し提出してください。 

２）演習を通じた理解を重視します。積極的にこれに臨んでください。 

３）ノートPCを利用します。常に準備しておいてください。 

科目の達成目標 

① 財務会計の目的を理解し、簡潔に述べることができる。 

② 簡単な取引の図解・仕訳・決算手続を理解し実践できる。 

③ 要約財務諸表が理解でき、簡単な財務諸表分析ができる。 

④ 発生基準が理解でき、それに基づいた費用・収益の計算が簡単なケースについてできる。 

⑤ 原価計算の基本的考え方が理解でき、簡単なケースでの原価計算ができる。 

⑥ 英文財務諸表（要約）が読め、また国際会計基準の狙いと概要を述べることができる。 

関連する本校の学習・教育目標 専門力、創造性  

問い合わせ・質問先 1階211室 

オフィスアワー 水曜日 15:10-16:50 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 オリエンテーション 

授業の目的・目標・成績評価方

法ならびに受講心得を理解す

る。 

  
 

プリントに基づいた復習 5 

第2週 取引の図解(1) 
簡単な取引が図解で理解できる

ようになる。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第3週 取引の図解(2) 
簡単な取引が図解できるように

なる。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第4週 仕訳(1) 

簡単な取引の仕訳を通じて仕訳

の意味が理解できるようにな

る。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第5週 仕訳(2) 
簡単な取引を仕訳できるように

なる。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第6週 決算手続(1) 決算の手続きを理解する。 
課題を行う 20 

 
プリントに基づいた復習 10 

第7週 決算手続(2) 決算の手続きを理解する。 
課題を行う 20 

 
プリントに基づいた復習 10 

第8週 総合演習 
簡単な取引の仕訳・決算手続に

慣れる 

  
 

  

第9週 小テスト・自己点検 
自己の理解度を認識することが

できる 

  
 

  

第10週 
利益処分と財務諸表

(1) 

利益処分の手続きと財務諸表の

関係が理解できるようになる。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第11週 
利益処分と財務諸表

(2) 

要約財務諸表が読め、理解でき

るようになる。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第12週 財務諸表分析(1) 
簡単な財務諸表分析の狙いと手

続きを理解する。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習  

第13週 財務諸表分析(2) 
簡単な財務諸表分析ができるよ

うになる。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第14週 財務諸表分析(3) 
簡単な財務諸表分析ができるよ

うになる。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第15週 総合演習(2) 
財務諸表の読み方ならびに基本
的な財務諸表分析に慣れる。 

  
 

  

 定期試験     

 自己点検 答案返しと解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
費用・収益の測定ルー

ル(1) 

発生基準をもとにした費用と収

益の測定ルールを理解する。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第2週 
費用・収益の測定ルー

ル(2) 

簡単なケースでの発生基準によ

る費用・収益の計算ができるよ

うになる。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第3週 
在庫品の評価と費用化

(1) 

在庫品の評価方法と費用化につ

いて理解する。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第4週 
在庫品の評価と費用化

(2) 

簡単なケースでの在庫品の評価

と費用化に関する計算ができる

ようになる。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第5週 
固定資産と減価償却

(1) 

固定資産の減価償却方法と特徴

を理解する。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第6週 
固定資産と減価償却

(2) 

簡単なケースでの固定資産の減

価償却に関する計算ができるよ

うになる。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第7週 総合演習(3) 
簡単なケースでの収益の測定な

らびに費用の測定に習熟する 

  
 

  

第8週 小テスト・自己点検 
自己の理解度を認識することが
できる 

  
 

  

第9週 個別原価計算(1) 
個別受注生産での原価計算の手

続きを理解する。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第10週 個別原価計算(2) 
個別受注生産での簡単な原価計

算ができるようになる。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第11週 総合原価計算(1) 
連続生産での原価計算の手続き

を理解する。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第12週 総合原価計算(2) 
連続生産での簡単な原価計算が

できるようになる。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第13週 総合原価まとめ 原価計算に更に慣れる。 
  

 
  

第14週 
英文財務諸表および国

際会計基準 

英文財務諸表が読めるようにな

る。また、国際会計基準の目的

と概要を理解する。 

課題を行う 20 
 

プリントに基づいた復習 10 

第15週 総合演習(4) 
年間学習した内容の確認、復習

し、理解する。 

  
 

  

 定期試験     

 自己点検 答案返しと解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

General English Skills (Pop Culture) 

（英語総合技能・ポップカルチャー） 
グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 Jenny Chio 

キーワード 科目概要 

Discussion, Pop Culture In this class students will analyze and discuss many issues relating 

to American pop culture and the history behind popular Americanh. 

Students will develop critical thinking and analytical skills along 

with their speaking techniques. 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

N/A 
①Handouts 

②Online resources 

科目：N/A 

資格：N/A 

評価方法 

評価項目 Classwork Projects 計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 60 40 100 50 

後学期 60 40 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

Students will complete comprehension and discussion questions, which will be graded 

with a rubric. 

Students will be evaluated using rubrics for summaries and projects. 

受講上のアドバイス 

①Ask questions if you do not understand.  

②Listen to your classmates when they are talking. 

③Actively participate. Don’t worry about making mistakes. There are no right or wrong opinions. 

④Be kind and friendly to everyone in class. 

⑤Be responsible for making up missed work and finishing assignments. Since this class is based on 

the content shown in class, if you sleep through class you cannot and will not pass the class. 

科目の達成目標 

① 
Students will be able to develop their communicative, analytical and critical thinking 

skills. 

② 
Student will be able to give opinions, agree, disagree, and give reasons in a comfortable 

communicative setting. 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 ICT 31-104 

オフィスアワー 月～金 16:30～17:30 

 

 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 Introduction 

Understand the syllabus and 

set up the expectations for 

the year 

  

 Think about what you want to 

learn in this class this 

year. 

10 

第2週 American Holidays Introduce American Holidays 
Bring suggestions to class 10 

 
  

第3週 
American Holidays and 

History 

Talk about some of the history 

behind some of America’s 

famous holidays 

  

 Observe the world around 

you. Do you see evidence of 

what we’re talking about? 

10 

第4週 Holiday Project 
Mimic an American holiday 

celebration 

  

 Observe the world around 

you. Do you see evidence of 

what we’re talking about? 

10 

第5週 Introduction to Humor What makes something funny? 

  

 Search of something that 

makes you laugh. 
10 

第6週 

Humor 
Explore different types of 

humor 

Bring in something that 

makes you laugh. 
10  

第7週 
Observe the world around 

you. Do you see evidence of 

what we’re talking about? 

10  

第8週 
Introduction to 

Stereotypes 
What is a stereotype? 

  

 Observe the world around 

you. Do you see evidence of 

what we’re talking about? 

10 

第9週 Stereotypes and Humor Why are stereotypes funny? 

  

 Observe the world around 

you. Do you see evidence of 

what we’re talking about? 

10 

第10週 Introduction to Heroes What is a hero? 

  

 Observe the world around 

you. Do you see evidence of 

what we’re talking about? 

10 

第11週 

Hero Unit 
Compare American and Japanese 

Heroes 

   

第12週 
Observe the world around 

you. Do you see evidence of 

what we’re talking about? 

10  

第13週 

Hero Project 

See examples of Heroes 

   

第14週 
Observe the world around 

you. Do you see evidence of 

what we’re talking about? 

10  

第15週 
Create a presentation and 

discussion about this hero 

Prepare to share your 

project 
10 

 

  

      

      



    

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 Introduction to Horror What makes something scary? 
  

 
Think about what scares you 10 

第2週 

Horror Unit 

Explore different types of 

horror 
   

第3週 
Compare American and Japanese 

horror 

Observe the world around 

you. Do you see evidence of 

what we’re talking about? 

10  

第4週 Horror Project 

  

 Prepare to share your 

project 
10 

第5週 

American History and 

Traditions 

Talk about some of the history 

behind some of America’s 

famous holidays 

   

第6週 
Observe the world around 

you. Do you see evidence of 

what we’re talking about? 

10  

第7週 

Viral Media 
Review viral media from the 

year 

   

第8週 
Observe the world around 

you. Do you see evidence of 

what we’re talking about? 

10  

第9週 

Student Choice 

TBD – Students suggests pop 

culture they want to explore 

and learn about in class 

 

  

第10週   

第11週 
Observe the world around 

you. Do you see evidence of 

what we’re talking about? 

10 

 

第12週  

第13週 

Dating Culture 

How do people date? 
  

 
  

第14週 
Compare American and Japanese 

dating culture  

  

 Observe the world around 

you. Do you see evidence of 

what we’re talking about? 

10 

第15週 
See examples of love and 

dating 

  
 

  

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

General English Skills (Extensive Reading) 

（英語総合技能・多読） 
グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 Jenny Chio 

キーワード 科目概要 

Extensive Reading In this class, you will read a lot of easy, enjoyable books for 

pleasure and general understanding.  You get to choose what you want 

to read from a selection of hundreds of book at your level to build 

speed and reading fluency. 

To help create more independent readers and develop the habit of 

reading, you will be required to do some of the reading at home in 

order to meet the reading goals.  

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①N/A 

Penguin Graded Readers: Easy 

Starts, Level 1, Level 2, Level 

3; 

Foundations Graded Readers; 

Scholastics Graded Readers; 

Graded Readers collection at KIT 

科目：N/A 

資格：N/A 

評価方法 

評価項目 Number of books read 
In class Follow up 

tasks 

Participation Effort/ 

Attendance 
計 

学年評価に 
対する割合(%) 

前学期 40 30 30 100 50 

後学期 40 30 30 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

The goal is one book per week. Students will keep a weekly Reading Log to keep track of 

the books they have read and the number of books. 

In-class fluency tasks give students a chance to share what they’ve read.  

受講上のアドバイス 

①Most every class will have with a 20-minute Sustained Silent Reading block so please come to class 

on time so you do not to disrupt quiet reading time. 

②Bring a Reading Notebook (binder) and pencil. 

③Try not to use a dictionary, focus on general understanding. 

④If you are not enjoying a book, stop reading it and choose another one. 

⑤Read a variety of books from different genres -- even ones you don’t usually read. 

⑥Take the summer vacation and winter vacation reading challenges. 

科目の達成目標 

① SWBAT develop confidence and motivation in reading 

② SWBAT be comfortable reading without stopping to look up unknown or difficult words 

③ SWBAT increase speed and fluency in reading 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 ICT 31-104 

オフィスアワー Mondays 16:00 – 17:00 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 

Orientation; 

Introduction to 

Extensive Reading 

and ER Library 

Review syllabus; Intro to 

ER; Learn to use the 

library; Find your 

reading level; Choose 

book ; SSR 

 20 

 Finish reading your new 

book. 
30 

第2週 

How to Record & 

Rate Books; 

Reading Reflection 

& Extension 

What do you think? Record 

book in Weekly Reading 

Log; Rate book; Choose a 

new book; SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第3週 

Reading reflection 

& extension 

Vacation reading 

(Extra Credit) 

Genre & Setting; Record 

and rate book; Choose new 

book; SSR; Reaction 

Report for Vacation 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第4週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity:  

Blurb and Title Match, 

SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第5週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity:  

Bookmark, SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第6週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity:  

The Best Part, SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第7週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity:  

The Best Character, SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第8週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity:  

Picture Questions, SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第9週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity:  

Character Map, SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第10週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity:  

Climax and Resolution, 

SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第11週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity:  

New Vocabulary, SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20  



Finish reading your new 

book. 
30 

第12週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity:  

Oxford Big Read, SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第13週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity:,  

Oxford Big Read, SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第14週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity: ,  

Oxford Big Read SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第15週 Self-evaluation 

Ss can share their books 

in the activity:  

Penguinville ER Board 

Game, SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

      

      

 

    

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity:  

You Can Quote Me, SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第2週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity: Rate it, 

SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第3週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity: Rate it, 

SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第4週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity: A 

Collection of Real World, 

SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第5週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity: A 

Collection of Real 

World , SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第6週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity:  

Nice to meet you, SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20  



Finish reading your new 

book. 
30 

第7週 Self-evaluation 

Ss can share their books 

in the activity:  

Sentence Summary, SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第8週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity:  

Read a book And See The 

Movie, SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第9週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity:, Read a 

book And See The Movie, 

SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第10週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity: New 

Year’s Gift Money, SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第11週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity:,  

A Touch of Haiku, SSR. 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第12週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity:  

If the World Were a 

Village, SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第13週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity:  

If the World Were a 

Village, SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第14週 
Reading reflection 

& extension 

Ss can share their books 

in the activity:  

If the World Were a 

Village, SSR 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

Finish reading your new 

book. 
30 

第15週 
Self-evaluation/ 

Closing 

Ss can share their books 

in the activity:  

If the World Were a 

Village, SSR 

Questionnaire, 

Think about the 

important points from 

the last reading 

20 

 

  

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

インターンシップⅠ グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 １ 集中講義 実技 谷口萌未 

キーワード 科目概要 

社会人のマナー 

企業 

キャリアデザイン 

夏期休業中の約１週間、県内外の企業で実習を行い、社会の厳しさや専門技

術の進展ぶりなど、校内では得られない貴重な知識や考え方を学ぶ。この体

験は将来社会人となるために極めて有用であり、また専門のエンジニアとし

て成長する糧となるものである。インターンシップ先での貴重な体験を報告

書にまとめ提出するとともに、報告会において、その成果を発表する。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

なし 
① 企業のパンフレットなど 

② 各専門科目の教科書や参考書 

科目：なし 

資格：なし 

評価方法 

評価項目 
企業での 

評価 
事前調査 報告会    計 

学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 25 25    100 100 

後学期         

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

企業での評価書に記載の評価を５０％、校内での事前調査２５％、インターンシップ報告会によ

る評価を２５％とした割合で総合評価を行う。 

 

研修期間は、３日～６日とする。 

受講上のアドバイス 

① インターンシップはアルバイトではないことを肝に銘じ、逆に企業の大きな負担になっていること、企業の

好意で実習を受けさせてもらっていることを忘れないこと。 

② 遅刻は厳禁である。礼儀正しく行動すること。 

科目の達成目標 

① 社会や仕事について具体的にイメージできる。 

② 自分の適性について気付き、進路選択活動に活用できる。 

③ 企業や業界についての知識を得る。 

④ 現状の自分の足りない諸点を把握し、目標を明確にできる。 

⑤ 社会人のマナーを理解できる。 

⑥ 働くことに対する意識を高めることができる。 

関連する本校の学習・教育目標 創造性，人間性，国際性 

問い合わせ・質問先 2階211室 

オフィスアワー 水曜日 17：00～17：30 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

 ガイダンス 

インターンシップの目的および意

義が理解できる。また、応募から

実施までの流れが分かる。 

  
 

  

 書類作成 応募に必要な書類を作成できる。 
  

 
  

 インターンシップ実施 
目標を定めてインターンシップに

取り組むことができる。 

  
 

  

 お礼状の作成 

インターンシップでお世話になっ

た方々に向けてお礼状を作成でき

る。 

  
 

  

 インターンシップ報告会 
受入先の企業情報や活動内容を分

かりやすく伝えることができる。 

  
 

  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

インターンシップⅡ グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 集中講義 実技 谷口萌未 

キーワード 科目概要 

社会人のマナー 

企業 

キャリアデザイン 

複数回或いは長期のインターンシップに参加する学生を対象とする。夏期休

業中の約２週間、県内外の企業で実習を行い、社会の厳しさや専門技術の進

展ぶりなど、校内では得られない貴重な知識や考え方を学ぶ。この体験は将

来社会人となるために極めて有用であり、また専門のエンジニアとして成長

する糧となるものである。インターンシップ先での貴重な体験を報告書にま

とめ提出するとともに、報告会において、その成果を発表する。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

なし 
① 企業のパンフレットなど 

② 各専門科目の教科書や参考書 

科目：なし 

資格：なし 

評価方法 

評価項目 
企業での 

評価 
事前調査 報告会    計 

学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 25 25    100 100 

後学期         

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

企業での評価書に記載の評価を５０％、校内での事前調査２５％、インターンシップ報告会によ

る評価を２５％とした割合で総合評価を行う。 

 

研修期間は、７日～９日とする。 

受講上のアドバイス 

① インターンシップはアルバイトではないことを肝に銘じ、逆に企業の大きな負担になっていること、企業の

好意で実習を受けさせてもらっていることを忘れないこと。 

② 遅刻は厳禁である。礼儀正しく行動すること。 

科目の達成目標 

① 社会や仕事について具体的にイメージできる。 

② 自分の適性について気付き、進路選択活動に活用できる。 

③ 企業や業界についての知識を得る。 

④ 現状の自分の足りない諸点を把握し、目標を明確にできる。 

⑤ 社会人のマナーを理解できる。 

⑥ 働くことに対する意識を高めることができる。 

関連する本校の学習・教育目標 創造性，人間性，国際性 

問い合わせ・質問先 2階211室 

オフィスアワー 水曜日 17：00～17：30 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

 ガイダンス 

インターンシップの目的および意

義が理解できる。また、応募から

実施までの流れが分かる。 

  
 

  

 書類作成 応募に必要な書類を作成できる。 
  

 
  

 インターンシップ実施 
目標を定めてインターンシップに

取り組むことができる。 

  
 

  

 お礼状の作成 

インターンシップでお世話になっ

た方々に向けてお礼状を作成でき

る。 

  
 

  

 インターンシップ報告会 
受入先の企業情報や活動内容を分

かりやすく伝えることができる。 

  
 

  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

工学特論Ⅰ グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 学修 1 後学期 講義 竹俣一也 

キーワード 科目概要 

情報工学, 

工学設計, 

PBL 

情報工学の基礎やプログラミング能力，および情報技術者に必要とされる企

業活動に関する基本的な知識，そして英語を使ったコミュニケーション能

力，これらの３年次までに個別に身につけた知識や能力は，学生が統合した

上で活用できるようになって始めて意味がある．本科目では，講義を通して

様々な科目の関連性を理解できる能力を身につける．そのために，これまで

に学んだ授業の中から対象となるテーマを選び，他の科目との関連性、そし

て関連性の理解の手助けとなるように選んだテーマの背景・基本の理解を深

める講義を行う． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

指定なし 指定なし 
科目：工学特論Ⅱ 

資格：なし 

評価方法 

評価項目 演習課題 小テスト 学習態度    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期         

後学期 30 30 40    100 100 

学 年 評 価 (評価は後学期で行い、通知表は後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

チームで行うPBL形式の授業である．そのため定期試験は実施せず，チーム活動を演習課題および

小テストから評価する．学習態度については欠席日数やチーム活動への貢献度，授業中の取り組む

状況から評価する． 

受講上のアドバイス 

・本講義は学修単位であるため、１単位を50分45回分の学習とし、授業15回に対して30回分の自学自習を行うも

のとする。 

これまで学んできたことを統合できるようにするために，以下を意識してプロジェクト活動に専念してほしい． 

 自分の意見・アイデアを自分以外の人に説明するときは，論理的な思考で取り組む． 

 チームでの活動における自分の身の振り方に責任を持つ． 

 チームでの提出物，個人での提出物は期限を厳守する． 

科目の達成目標 

① 現在まで学んできたことに基づいてプロジェクトテーマを見つけ出すことができる． 

② プロジェクト活動（仕事）を進めるために必要となる資源（これまで学びや経験）を活用できる． 

③ チーム(組織)で効率的にプロジェクト活動(仕事)を進めることができる． 

④ 論理的に仕事を進めることができる． 

⑤ チームメンバーの仕事を客観的に評価できる． 

⑥ 自己の能力を客観的に評価しようとする姿勢を示すことができる． 

関連する本校の学習・教育目標 専門力、創造性 

問い合わせ・質問先 3階315室 

オフィスアワー 金曜日  16:30～17:30 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 プロジェクト活動 
テーマについて活動・説明・報告

ができる 

  
 

第１回の課題に取り組む 200 

第2週 プロジェクト活動 
テーマについて活動・説明・報告

ができる 

前回の授業内容を確認する 20 
 

第２回の課題に取り組む 180 

第3週 プロジェクト活動 
アイデア創出について活動・説

明・報告ができる 

前回の授業内容を確認する 20 
 

第３回の課題に取り組む 180 

第4週 プロジェクト活動 
アイデア創出について活動・説

明・報告ができる 

前回の授業内容を確認する 20 
 

第４回の課題に取り組む 180 

第5週 プロジェクト活動 
具体化のためのアイデア選定につ

いて活動・説明・報告ができる 

前回の授業内容を確認する 20 
 

第５回の課題に取り組む 180 

第6週 プロジェクト活動 
具体化のためのアイデア選定につ

いて活動・説明・報告ができる 

前回の授業内容を確認する 20 
 

第６回の課題に取り組む 180 

第7週 プロジェクト活動 
具体化のためのアイデア選定につ

いて活動・説明・報告ができる 

前回の授業内容を確認する 20 
 

第７回の課題に取り組む 180 

第8週 
プロジェクト活動 

自己点検 

アイデアの具体化について活動・

説明・報告ができる 

これまでの学習内容についてふり

返ることができる 

前回の授業内容を確認する 200 

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

      

      

 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

システム開発演習Ⅰ グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 井上恵介，ロバート・ソンガー 

キーワード 科目概要 

Web Systems, 

Self-Directed Learning, 

グループ活動， 

プロジェクト管理， 

チームスピリット 

実社会で稼働しているソフトウェアの多くは複数のプログラムで構成される

ソフトウェアシステムとして実現されており、その開発は組織的に行われて

いる。本科目では、グループ活動によるシステム開発の演習を通してシステ

ム開発に必要な技術的コミュニケーション能力、プロジェクト管理能力、チ

ームスピリットを育む。加えて、実用的なソフトウェアシステムの開発に必

要不可欠なファイル入出力、ネットワーク、例外処理等のプログラミング知

識も演習を通して学ぶ。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① 「できる®パソコンで楽しむマイ

ンクラフトプログラミング入

門」，広野忠敏，インプレス 

Materials on the course website: 

http://global.ict-

kanazawa.ac.jp/cle2/ 

科目：システム開発演習Ⅱ 

資格：情報処理技術者 

評価方法 

評価項目 課題 発表 出席    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 70 20 10    100 50 

後学期 70 20 10    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

・遅刻または早退１回につき学期成績から２点を減点する。 

・欠課１回につき学期成績から４点を減点する。 

・課題の一部として小テストを実施することがある。 

受講上のアドバイス 

本講義は２つのテーマに分かれる。受講者を半分に分け半期交代としそれぞれのテーマで評価する。 

テーマ１「Web Systems」（担当：Songer）： Creating web applications with a client and server 

テーマ２「3-D Design」（担当：井上）： 3次元空間をデザインする。 

科目の達成目標 

① Discover and apply online resources for learning new technologies. 

② Collaborate smoothly with teammates to create a system. 

③ Apply web architecture knowledge to connecting client-side and server-side technologies. 

④ 作品を企画することができる。 

⑤ 作品を制作できる。 

⑥ 発表ができる。 

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 2階209室（Songer）、2階210室（井上） 

オフィスアワー 金曜日 16:30～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
テーマ１： Class 

Introduction 

Receive an overview of the 

class structure and full-stack 

web application development 

  
 

ガイダンスの内容を確認する。 15 

第2週 Front-End Core 

Review basic concepts about 

client-side web application 

technologies 

内容を整理し理解度を深める 15 
 

間違えた演習を解き直す。 15 

第3週 

Front-End 

Investigations 

Investigate web app topics 

related to HTML/CSS and 

JavaScript 

内容を整理し理解度を深める 15 
 

間違えた演習を解き直す。 15 

第4週 
Build a simple example that 

demonstrates your topic 

内容を整理し理解度を深める 15 
 

間違えた演習を解き直す。 15 

第5週 
Front-End 

Presentations & Quiz 

Show your projects to your 

classmates and take a quiz 

内容を整理し理解度を深める 15 
 

間違えた演習を解き直す。 15 

第6週 Back-End Core 

Review basic concepts about 

server-side web application 

technologies 

内容を整理し理解度を深める 15 
 

間違えた演習を解き直す。 15 

第7週 

Back-End 

Investigations 

Investigate web app topics 

related to server scripts and 

databases 

内容を整理し理解度を深める 15 
 

間違えた演習を解き直す。 15 

第8週 
Build a simple example that 

demonstrates your topic 

内容を整理し理解度を深める 15 
 

間違えた演習を解き直す。 15 

第9週 
Back-End Presentations 

& Quiz 

Teach your topic to your 

classmates and take a quiz 

内容を整理し理解度を深める 15 
 

間違えた演習を解き直す。 15 

第10週 Tools Introduction 

Receive an overview of version 

control systems for sharing 

files 

内容を整理し理解度を深める 15 
 

間違えた演習を解き直す。 15 

第11週 

Web App Development 

Develop an idea for a web app 

that uses both client and 

server technologies 

内容を整理し理解度を深める 15 
 

間違えた演習を解き直す。 15 

第12週 
Work with teammates to build 

your web app idea 

内容を整理し理解度を深める 15 
 

間違えた演習を解き直す。 15 

第13週 
Work with teammates to build 

your web app idea 

内容を整理し理解度を深める 15 
 

間違えた演習を解き直す。 15 

第14週 
Work with teammates to build 

your web app idea 

内容を整理し理解度を深める 15 
 

間違えた演習を解き直す。 15 

第15週 Web App Presentations 
Show off your final 

application to your classmates 

内容を整理し理解度を深める 15 
 

間違えた演習を解き直す。 15 

      

      

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 テーマ２：ガイダンス テーマ２の概要を理解できる。 
  

 
ガイダンスの内容を確認する。 15 

第2週 

空間描画の基礎 

授業の環境を整える。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第3週 空間描画の基礎を習得する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第4週 空間描画作品を制作する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第5週 

空間描画の応用 

応用描画を習得する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第6週 応用的な作品を制作する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第7週 グループワークの練習をする。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第8週 中間点検 ここまでの内容を復習できる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第9週 

作品制作 

作品を構想することができる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第10週 構想を企画書にまとめる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第11週 計画に沿って作業できる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第12週 

発表とブラッシュアップ 

発表準備ができる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第13週 発表をすることができる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第14週 作品の最終仕上げができる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第15週 自己点検 ここまでの内容を復習できる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

マーケティングⅠ グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 谷口萌未 

キーワード 科目概要 

マーケティング戦略 

ＳＴＰ、４Ｐ、４Ｃ 

ブランディング 

価値提供プロセス 

日常においてマーケティングという言葉は、広告・宣伝や販売促進活動とい
った狭い意味で用いられることが多いが、実は「消費者や他企業にとって有
益な製品やサービスを考え出し、それを実現化し、販売などの交換過程を通
じて互いの満足や成果を高め合うための活動」といった広い意味を持ってい
る。この広義のマーケティングを理解することが、本科目の主たる目的であ
る。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

指定なし 指定なし 
科目： 企業会計Ⅰ 

資格：  

評価方法 

評価項目 課題 レポート 発表 授業態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 70 0 20 10   100 50 

後学期 40 30 20 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

定期試験及び小テストは実施しない。 
課題・レポートは独自性と完成度、発表は内容とテクニックの両方を測定する。 

授業態度は授業への積極的な参加を評価する。 

受講上のアドバイス 

常にマーケットの動向に注目し、最新情報の収集と独自の分析が望ましい。 

反転授業のスタイルを取り入れることがある。 

科目の達成目標 

① 
マーケティングの目的と要件を理解し、企業におけるマーケティング活動の重要性について説明でき

る。 

② マーケティングに関する重要な概念を平易な言葉で説明できる。 

③ 想定する製品市場における各製品のマーケティング手法の共通点、相違点を理解できる。 

④ 企業におけるブランド構築の必要性を説明できる。 

⑤ ある特定市場の動向を常にウォッチし、マーケット動向を簡潔にまとめ、説明できる。 

⑥ マーケティングの視点から、様々な経営課題解決のためのプロセスを実践できる。 

関連する本校の学習・教育目標 専門力、創造性  

問い合わせ・質問先 2階211室 

オフィスアワー 水曜日 15:10-16:50 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
ガイダンス 

マーケティングとは 
マーケティングの概念を理解 

  
 

情報収集し、課題を行う。 30 

第2週 

環境分析 

外部環境を把握できる 
情報収集し、課題を行う。 30 

 
講義内容をまとめる。 20 

第3週 業界分析の手法が分かる 
情報収集し、課題を行う。 30 

 
講義内容をまとめる。 20 

第4週 内部環境を把握できる 
情報収集し、課題を行う。 30 

 
講義内容をまとめる。 20 

第5週 目標設定のプロセスが分かる 
情報収集し、課題を行う。 30 

 
講義内容をまとめる。 20 

第6週 

マーケット 

リサーチ 

データ収集の手法が分かる 
情報収集し、課題を行う。 30 

 
講義内容をまとめる。 20 

第7週 特定ケースの分析ができる 
情報収集し、課題を行う。 50 

 
  

第8週 

市場特定 

ＳＴＰを理解できる 
情報収集し、課題を行う。 30 

 
講義内容をまとめる。 20 

第9週 特定ケースの分析ができる 
情報収集し、課題を行う。 50 

 
  

第10週 総合実例分析 特定ケースの分析ができる 
情報収集し、課題を行う。 50 

 
  

第11週 

製品マネージメント 

差別化、コアコンピテンスを

示せる 

情報収集し、課題を行う。 30 
 

講義内容をまとめる。 20 

第12週 特定ケースの分析ができる 
情報収集し、課題を行う。 30 

 
  

第13週 

価格マネージメント 

価格設定の仕組みを理解でき

る 

情報収集し、課題を行う。 30 
 

講義内容をまとめる。 20 

第14週 特定ケースの分析ができる 
情報収集し、課題を行う。 30 

 
 20 

第15週 総合実例分析 特定ケースの分析ができる 
情報収集し、課題を行う。 50 

 
  

      

      

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

流通マネージメント 

チャンネル構築のポイントを

理解できる 

情報収集し、課題を行う。 30 
 

講義内容をまとめる。 20 

第2週 特定ケースの分析ができる 
情報収集し、課題を行う。 30 

 
 20 

第3週 
プロモーション 

マネージメント 

 

宣伝の仕掛け方を理解できる 
情報収集し、課題を行う。 30 

 
講義内容をまとめる。 20 

第4週 特定ケースの分析ができる 
情報収集し、課題を行う。 30 

 
 20 

第5週 

ブランディング 

ブランド価値を理解できる 
情報収集し、課題を行う。 30 

 
講義内容をまとめる。 20 

第6週 特定ケースの分析ができる 
情報収集し、課題を行う。 30 

 
 20 

第7週 

マーケット調査 

問題の発見ができる 
情報収集し、課題を行う。 50 

 
  

第8週 問題の発見ができる 
情報収集し、課題を行う。 50 

 
  

第9週 問題の発見ができる 
情報収集し、課題を行う。 50 

 
  

第10週 問題の発見ができる 
情報収集し、課題を行う。 50 

 
  

第11週 

マーケット分析 

独自の視点で行える 

情報収集し、企画書をまとめ

る。 
50 

 

  

第12週 独自の視点で行える 

情報収集し、企画書をまとめ

る。 
50 

 

  

第13週 独自の視点で行える 

情報収集し、企画書をまとめ

る。 
50 

 

  

第14週 
マーケット提案 

（発表会） 

マーケッティングの要素を抑

えた提案を行う 

  
 

指摘された点を見直す 20 

第15週 
マーケット提案 

（発表会） 

マーケッティングの要素を抑

えた提案を行う 

  
 

指摘された点を見直す 20 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

情報処理Ⅲ（OP） グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修  学修 ２ 前学期 講義 谷口萌未 

キーワード 科目概要 

企業ストラテジ、業務、 

情報システム 

現在、企業や社会での活動の効率化を目的とした種々の情報システムが稼働
しており、これらを適切に理解するために必要な企業活動や法務の概要など
を学習する。本科目では企業活動や経営管理についての基本的な用語の意味
と考え方を理解し、身近な業務を分析把握するための図的表現や問題解決す
るための手法などを理解することを目標とする。さらに、企業活動などを保
護するために、コンピュータプログラムなどの知的創作物に関する権利は法
律で守られていることを理解する。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「やさしいITパスポート講
座」、高橋麻奈、ソフトバンクク
リエイティブ 

 
科目： 情報処理Ⅱ 
資格： IT パスポート試験  

評価方法 

評価項目 定期試験 小テスト 
ノート・ 

レポート 授業態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 20 30 10   100 100 

後学期 ― ― ― ―     

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

定期試験及び小テストは学習の成果を測定することを主とする。 
課題・宿題は提出状況と完成度を測定する。 

授業態度は授業への積極的な参加を評価する。 

受講上のアドバイス 

・本講義は学修単位であるため、１単位を50分45回分の学習とし、授業15回に対して30回分の自学自習を行うも

のとする。 
授業ではITパスポート試験範囲の一部を学習します。尚、学修科目のため、十分自習時間を確保して取り込ん
でほしい。受講上の注意点を以下に示します。必ず守ってください。 
１．授業にノートPCを必ず持参すること。 
２．講義内容をまとめるB5サイズのノートを用意し、半期を通じて同じノートを使用する。  
３．授業中しっかり講義を聞き、不明な点があれば溜めずに聞く。課題の提出は〆切厳守を徹底すること。 

科目の達成目標 

① 企業活動の目的と戦略について理解できる。 

② 企業の業務、組織のイメージを大枠でつかめる。 

③ 企業の財務諸表の概要が分かる。 

④ 業務をサポートする様々な情報システムの名前と用途を覚えられる。 

⑤ 情報システム開発全体の流れが分かる。 

⑥ 企業に関わる法律、ＩＴ関連の業界標準について基本的な知識を身に付ける。 

関連する本校の学習・教育目標 専門力、創造性  

問い合わせ・質問先 2階211室 

オフィスアワー 金曜日 15:10-16:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
ガイダンス 
企業のストラテジ 

企業活動の目的と戦略、組織の
かたちを理解できる。 

  

 企業のストラテジについて調査す

る。 
120 

第2週 業務のモデル化と改善 
業務流れの概要が分かる。 
業務モデル化の手法が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
80 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
120 

第3週 データの収集と整理 
データの収集や整理の意義と
方法が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
80 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
120 

第4週 
統計と確率 
グラフ 

統計と確率の基礎が分かる。 
グラフの種類と特徴が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
80 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
120 

第5週 生産・販売・在庫管理 
生産、販売、在庫の関係を理解
し、損益分岐点が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
80 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
120 

第6週 財務管理 財務諸表の概要が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
80 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
120 

第7週 経営管理 
経営状態を把握するための諸指
標の概念が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
80 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
120 

第8週 
工程管理 
品質管理 

WBS、PERT図の概要が分かる。 
品質管理用ツールの概要が分か
る。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
80 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
120 

第9週 
小テスト 
情報システム 
システム導入 

業務をサポートする様々な業務
システムの存在が分かる。 
システム導入の計画を理解でき
る。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
80 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
120 

第10週 システム設計 
使い易いシステムとはどんなも
のかが分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
80 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
120 

第11週 UI調査 
実サービスのUI設計を調査し、
クラス発表を行う。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
80 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
120 

第12週 
システム開発 
システムテスト 

システムの開発工程が分かる。 
テスト工程について理解でき
る。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
80 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
120 

第13週 
システム運用と保守 
障害対策 

システムの可用性についての諸
指標が分かる。 
システム障害の対する備えにつ
いて方法が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
80 

 
講義内容をまとめる。ニュースを調

べる。 
120 

第14週 
システム改良 
ソフトウエアの権利 

ITILとSLAについ説明できる。 
ソフトウエアの知的財産権の種
類が分かる。 

教科書の関連ページと講義資料を読

む。 
80 

 
調査内容の分析・まとめをする。 120 

第15週 総合演習 
これまで学習した内容を復習
し、応用力をはかる。 

  
 

ノートを用いて復習を行う。 200 

 定期試験     

 自己点検 答案返しと解説  80  

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

ネットワーク基礎Ⅱ（OP） グローバル情報学科 ４年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 学修２ 後学期 実技 田村景明 

キーワード 科目概要 

ネットワーク 

サーバ 

UNIX，Linux 

コマンド 

管理者 

CentOS 

現在，企業や社会において活動の効率化を目的とした種々の情報システムが

稼働している．これらはUNIX系のオペレーティングシステムで稼働している

ケースが多く，保守・運用を適切に行うためにはUNIXの知識やスキルが必要

となる．本科目ではUNIXの特徴や操作の基本を学ぶとともに，キャラクタ・

ユーザ・インタフェースを介しての操作に習熟することを目的としている．

また，インターネットで利用される各種サービスの概要や設定方法などを学

び，サーバ構築のスキル習得を目指す． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「Linux標準教科書v3」，LPI-JAPAN 

②「たった２日でわかるLinuxサーバ

ー」，中島能和，秀和システム 

 

特になし． 

科目：ネットワークシステムⅠ，ネッ

トワークシステムⅡ，システム開発演

習Ⅱ 

資格：ドットコムマスター 

 
評価方法 

評価項目 小テスト 課題     計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期         

後学期 30 70     100 100 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

・本科目は学修単位のため，自宅学習200分の課題の取り組みが必須である．小テストは理解度把

握のためで各学期３回程度行う．公欠時には改めてテストを実施する．課題はその都度出題す

る．授業は演習中心とする． 

・評価項目に関係なく，欠課（100分授業）につき4点，遅刻・早退１回につき１点それ

ぞれ減点する．学生便覧の諸規則等を全うしない学生について，注意しても改善が見ら

れない場合は，評価項目に関係なく減点する． 

受講上のアドバイス 
・本講義は学修単位であるため、１単位を50分45回分の学習とし、授業15回に対して30回分の自学自習を行うも

のとする。 

・学生便覧の進級条件の前文に「平素学生の本分を全うし，かつ勉学に精励したものと認められる者」とある．

これに従い減点項目のため不合格となる場合もあることを自覚する． 

・演習は各自，手を動かし理解すること．サーバ構築ではグループ単位で行うこともある． 

・貸与パソコンを用意すること．貸与パソコンを大切に取り扱うこと． 

科目の達成目標 

① LinuxＯＳを説明できる． 

② 仮想マシンを理解できる． 

③ コマンドを説明できる． 

④ ファイルシステムを理解できる． 

⑤ Linuxの管理ができる． 

⑥ サーバを構築できる． 

関連する本校の学習・教育目標 専門力 

問い合わせ・質問先 2階210室 

オフィスアワー 月，木曜日 17:00～17:30（要予約） 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
ガイダンス 

演習教材の準備 

ビデオ鑑賞 

授業内容を理解できる． 

環境を整備できる． 

  

 仮想化・LinuxOS構築，マウス

操作できるよう復習する． 
200 

第2週 基本コマンド① Linuxのｺﾏｱﾝﾄﾞを理解できる． 

教科書指定箇所を読み概要を理

解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 200 

第3週 正規表現・パイプ 正規表現とパイプを理解できる． 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 200 

第4週 基本コマンド② 基本コマンドを理解できる． 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 200 

第5週 
第１回小テスト 

ｖｉエディタ 

ビデオ鑑賞 

エディタの操作方法を習得する． 
小テスト範囲の勉強をする． 40 

 
viエディタ操作を覚える． 160 

第6週 
管理者の仕事 

権限 
管理者の仕事について理解する． 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 200 

第7週 シェルスクリプト シェルスクリプトを理解できる． 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 200 

第8週 ロセス管理 プロセス管理を理解する． 

教科書指定範囲を読み概要を理

解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 200 

第9週 
第2回小テスト 

ファイル管理 
ファイル管理を理解できる． 

小テスト範囲の勉強.  40 
 

学習した操作の復習． 160 

第10週 
サーバの基本設定 

ビデオ鑑賞 

サーバ共通の基本設定を理解でき

る． 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 200 

第11週 FTPサーバ FTPサーバを理解できる． 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 200 

第12週 Webサーバ Webサーバを理解できる． 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 200 

第13週 
第3回小テスト 

webサーバとデータベー

スの連携 

webサーバとデータベースの連携

を理解できる． 

小テスト範囲を勉強する． 40 
 

学習した操作の復習． 160 

第14週 
SSHサーバ 

ファイルサーバ 

SSHサーバを理解できる． 

ファイルサーバを理解できる． 

教科書の指定箇所を読み概要を

理解する． 
15 

 

学習した操作の復習． 200 

第15週 
セキュリティー 

自己点検・自己評価 

サーバのセキュリティーを理解す

る． 

自己点検・自己評価できる． 

教科書指定箇所を読み概要を理

解する． 
15 

 

自己点検・自己評価． 200 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



 2019年度 学習支援計画書

科目名 クラス 

文化・思想 グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 大崎富雄 

キーワード 科目概要 

神話論理, 

方法, 

思考構造, 

記憶の再生 

国際社会において最も重要なことは、自らの国全体についての豊富な知識と

深い理解である。日本文化の構造を項目的な表層知識ではなく、そこに内在

されているであろう、その本質と方法とを抽出することが必要である。これ

らを一定の学域にとらわれることなく、様々な領域のこれまでの人類の知の

集積を駆使しながら、日本文化の多面性を浮き彫りにしたい。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

随時、紹介する。 科目： 

資格： 

評価方法 

評価項目 定期試験 レポート 学習態度 計 
学年評価に

対する割合(%) 

前学期 80 15 5 100 50 

後学期 80 15 5 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

成績は定期試験・レポート・学習態度などを総合的に判断し評価する。学年評価は前・後学期と

の平均とする。 

受講上のアドバイス 

・ノートは板書したものだけではなく、口頭での説明も書くこと。 

・授業で紹介する参考文献は読むように心がけること。 

・様々な事象を多角的に捉え、徹底的に思考する習慣をみにつけること。 

科目の達成目標 

① 「人間の現在」について、その問題群を理解することができる。 

② 神話機能の本質構造について理解することができる。 

③ 歴史、その断片からの記憶の再生、想起について理解することができる 

④ 対称性の哲学について理解することができる。 

⑤ 

⑥ 

関連する本校の学習・教育目標 人間性 

問い合わせ・質問先 １階104室（教員室） 

オフィスアワー 金曜日 16:00～17:30 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 人間の現在Ⅰ 現代の諸問題を理解する。 
  

 
現在の諸問題を整理する。 15 

第2週 人間の現在Ⅱ 現代の諸問題を理解する。 
認知科学について調べる。 15 

 
現在の諸問題を整理する。 15 

第3週 宇宙・地球・生命Ⅰ 学問の脱領域を理解する。 
認知科学について調べる。 15 

 
認知科学について整理する。 15 

第4週 宇宙・地球・生命Ⅱ 学問の脱領域を理解する。 
認知科学について調べる。 15 

 
認知科学について整理する。 15 

第5週 人間の科学Ⅰ 学問の脱領域を理解する。 

認知科学・現代哲学を調べる。 15 
 認知科学・現代哲学を整理す

る。 
15 

第6週 人間の科学Ⅱ 学問の脱領域を理解する。 
現代哲学を調べる。 15 

 
現代哲学を整理する。 15 

第7週 人類最古の哲学Ⅰ 神話の現在的意味を理解する。 
重層構造について調べる。 15 

 
神話の現代的意義を整理する。 15 

第8週 人類最古の哲学Ⅱ 神話の現在的意味を理解する。 
重層構造について調べる。 15 

 
神話の現代的意義を整理する。 15 

第9週 人類最古の哲学Ⅲ 神話の現在的意味を理解する。 
重層構造について調べる。 15 

 
神話の現代的意義を整理する。 15 

第10週 神話論理Ⅰ 神話論理について理解する。 
文化人類学の方法を調べる。 15 

 
文化人類学の方法を整理する。 15 

第11週 

 

神話論理Ⅱ 

 
神話論理について理解する。 

文化人類学の方法を調べる。 15 
 

文化人類学を整理する。 15 

第12週 

 

神話論理Ⅲ 方法的資料解釈を理解する。 
文献・資料を調べる。 15 

 
文献・資料の方法を整理する。 15 

第13週 

 

神話論理Ⅳ 方法的資料解釈を理解する。 
テクスト理論を調べる。 15 

 
テクスト理論を整理する。 15 

第14週 

 

神話論理Ⅴ イコノロジーについて理解する。 
イコノロジーの方法を調べる。 15 

 
イコノロジーを整理する。 15 

第15週 

 

神話論理Ⅵ 神話の基層的根拠について理解す

る。 

神話の基層的根拠を考察する。 15 
 

神話機能について整理する。 15 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 神話論理の応用Ⅰ 
神話論理の応用の方法論を理解で

きる。 

神話論理を整理する。 15 
 

神話論理の方法論を整理する。 15 

第2週 神話論理の応用Ⅱ 
神話論理の応用の方法論を理解で

きる。 

神話論理を整理する。 15 
 

神話論理の方法論を整理する。 15 

第3週 神話論理の応用Ⅲ 
神話論理の応用の方法論を理解で

きる。 

応用テクストを調べる。 15 
 

方法論を整理する。 15 

第4週 神話論理の応用Ⅳ 
神話論理の応用の方法論を理解で

きる。 

応用テクストを調べる。 15 
 

方法論を整理する。 15 

第5週 神話論理の応用Ⅴ 
神話論理の応用の方法論を理解で

きる。 

応用テクストを調べる。 15 
 

方法論を整理する。 15 

第6週 神話論理の応用Ⅵ 神話論理の方法論を理解できる。 
基層的根拠について考察する。 15 

 
神話機能を整理する。 15 

第7週 神話論理の応用Ⅶ 
神話論理の応用の方法論を理解で

きる。 

基層的根拠について考察する。 15 
 

神話機能を整理する。 15 

第8週 神話のグラマトロジーⅠ グラマトロジーを理解できる。 
グラマトロジーを調べる。 15 

 
グラマトロジーを整理する。 15 

第9週 神話のグラマトロジーⅡ グラマトロジーを理解できる。 
グラマトロジーを展開する。 15 

 
グラマトロジーを整理する。 15 

第10週 神話のグラマトロジーⅢ グラマトロジーを理解できる。 
グラマトロジーを展開する。 15 

 
グラマトロジーを整理する。 15 

第11週 神話の弁証法 
神話における弁証法を理解でき

る。 

弁証法を調べる。 15 
 

弁証法を整理する。 15 

第12週 神話の感覚的論理 感覚の論理について理解できる。 
感覚の論理を調べる。 15 

 
感覚の論理を整理する。 15 

第13週 神話の非即論理 非即の論理を理解できる。 
非即の論理を調べる。 15 

 
非即の論理を整理する。 15 

第14週 対称性の哲学Ⅰ 対称性の哲学を理解できる。 
対称性の哲学を調べる。 15 

 
対称性の哲学を整理する。 15 

第15週 対称性の哲学Ⅱ 対称性の哲学を理解できる。 
内在理論を調べる。 15 

 
内在理論を整理する。 15 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

数理統計Ａ グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 学修 ２ 後学期 講義 松本昇久 

キーワード 科目概要 

 

確率, 

統計, 

 推定, 

  検定 

 

自然界における偶然性は数学的には確率を用いて表現され、観察や実験から

得られたデータは、この確率の概念を用いて解釈・処理されることによっ

て、はじめて実用に耐えうる推定や検定を行うための道具となることができ

る。本科目は、数理工学の分野において、偶然性に左右される現象を取り扱

う際に必要となる統計的な知識・概念を学習し、さまざまなデータを統計的

に解析・処理する方法を純粋数学の観点から学習し、活用する能力を身に付

けることを目的とする。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① 「新確率統計」、 

    高遠節夫ほか５名、大日本図書 
なし 

科目：基礎数学Ⅰ  [１年次]、 

    ：線形代数Ⅱ  [３年次]、 

資格：実用数学技能検定 

   （１級・準１級） 

評価方法 

評価項目 
中間テスト 

定期試験 
提出課題 授業態度    計 

学年評価に 
対する割合(%) 

前学期 ― ― ―    ― ― 

後学期 60 30 10    100 100 

学 年 評 価 (評価は後学期で行い、通知表は後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

中間テスト・定期試験：授業における講義内容と演習課題内容の理解度を評価するため、複数回

の試験を実施する。これらの試験（100点満点）の点数の平均の6割を評価に加える。 

提出課題：本講義は学修単位科目であることから、提出課題として授業内容の理解度や演習量の

判断材料となる演習課題を課す。これらを適宜回収・評価し、その提出点を評価の3割とする。 

授業態度：授業を遅刻・早退・欠席した者、授業態度が不良の者は評価の1割から減点を行う。 

受講上のアドバイス 

・本講義は学修単位であるため、１単位を50分45回分の学習とし、授業15回に対して30回分の自学自習を行うも

のとする． 

本科目の受講の際には、(1)自ら学ぶ姿勢を身に付けること、(2)学んだ箇所は必ず復習し，理解できなかった箇

所は、理解できるよう常に努めること、(3)質問の際には、単に「わからない」ではなく「どの部分がどのよう

に理解できないのか」を伝えること、(4)課題等の提出物の期限は守ること，の4点に留意すること。 

科目の達成目標 

① あるデータについて、その平均・分散・標準偏差を求めることができる。 

② 二項分布やポアソン分布について、その平均・分散・標準偏差を求めることができる。 

③ 正規分布について、その平均・分散・標準偏差を求めることができる。 

④ 標準正規分布表を用いて、確率の値を求めることができる。 

⑤ ある母集団について、その母平均や母分散の推定ができる。 

⑥ ある母集団について、その母平均や母分散の検定ができる。 

関連する本校の学習・教育目標 基礎力 

問い合わせ・質問先 2階215室（数理教員室） 

オフィスアワー 火曜日 16:00～17:00 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 度数分布 

度数分布等の用語の意味をつか

み。さらに、ヒストグラムを書く

ことができる。 

教科書pp.28-30を読み、度数分布の

用語の意味をつかむ。 
100 

 
教科書pp.30問1-2を解く。 100 

第2週 代表値 

代表値としての平均・中央値・ 

最頻値の意味をつかみ、それを求

めることができる。 

教科書pp.30-32を読み、定義・性質

を理解し、求め方を習得する。 
100 

 
教科書pp.31-33問3-6を解く。 100 

第3週 散布度 

散布度や分散と標準偏差の定義・

性質について理解し、それらの値

を求めることができる。 

教科書pp.34-38を読み、分散・標準

偏差の性質と求め方を理解する。 
100 

 
教科書pp.35-38例5問7-9を解く。 100 

第4週 四分位と箱ひげ図 

四分位と箱ひげ図の定義を理解

し、その意味をつかむことができ

る。 

教科書pp.39-41を読み、四分位と箱

ひげ図の定義を理解し、図を描く。 
100 

 
教科書pp.40-41例6-7問10を解く。 100 

第5週 
中間試験[1] 

相関 

相関について共分散と相関係数の

定義式を用いて、これらの数値を

求めることができる。 

教科書pp.44-47を読み、相関・共分

散・相関係数について理解する。 
100 

 
教科書pp.47問1を解く。 100 

第6週 回帰直線 

最小２乗法と回帰直線の意味をつ

かみ、回帰直線の方程式を求める

ことができる。 

教科書pp.48-51を読み、回帰直線の

方程式の求め方を理解する。 
100 

 
教科書pp.50-51例題2問2-3を解く。 100 

第7週 確率変数と確率分布 

確率変数の平均・分散・標準偏差

を求め、さらに、確率変数の標準

化ができる。 

教科書pp.55-58を読み、確率変数の

標準化について理解する。 
100 

 
教科書pp.57-58問1-7を解く。 100 

第8週 
二項分布 

中間試験[2] 

二項分布を理解し、その平均と分

散を求めることができる。 

教科書pp.59-60を読み、二項分布の

平均と分散を求める。 
100 

 
教科書pp.60問8-11を解く。 100 

第9週 
ポアソン分布 

連続型確率分布 

ポアソン分布の平均と分散と、連

続型確率分布の確率の値を求める

ことができる。 

教科書pp.61-67を読み、ポアソン分

布と連続型確率分布を理解する。 
100 

 
教科書pp.62-67問12-16を解く。 100 

第10週 
連続型確率変数の 

平均と分散 

連続型確率分布において、平均・

分散・標準偏差を積分計算するこ

とで求めることができる。 

教科書pp.68-69を読み、積分を用い

て平均と分散を求める。 
100 

 
教科書pp.69問17、18を解く。 100 

第11週 
正規分布 

二項分布と正規分布との

の関係， 

標準正規分布表を用いて確率の値

を求め、二項分布と正規分布は近

似できることを理解する。 

教科書pp.70-75を読み、標準正規分

布表を利用し，近似を理解する． 
100 

 
教科書pp.71-75、例題6-8問19-24を

解く。 
100 

第12週 
中間試験[3] 

母集団と標本 

統計量と標本分布 

母集団と標本、統計量等の用語、

大数の法則と中心極限定理につい

て理解することができる。 

教科書pp.81-85を読み、統計量等の

用語と中心極限定理を理解する。 
100 

 
教科書pp.82-85例3問6-8を解く。 100 

第13週 
点推定 

母平均の区間推定 

点推定と母平均の区間推定につい

て理解し、母平均の信頼区間を求

めることができる。 

教科書pp.94-98を読み、点推定を理

解し、母平均の信頼区間を求める。 
100 

 
教科書pp.95-98問1-2例3を解く。 100 

第14週 
仮説と検定 

母平均の検定 

仮説と検定・母平均の区間推定に

ついて理解し、母平均の検定をす

ることができる。 

教科書pp.107-112を読み、母平均の

区間推定を理解し、検定を行う。 
100 

 
教科書pp.108-112問1-4例題1を解

き、検定について理解を深める。 
100 

 

第15週 いろいろな確率分布 

カイ２乗分布、t分布、F分布を理

解し、その分布表を用いて確率の

値を計算することができる。 

教科書pp.86-90を読み、カイ２乗分

布、t分布、F分布を理解する。 
100 

 
教科書pp.86-89問9-13を解く。 100 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説 －  － 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

数理統計Ｂ グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 学修 ２ 後学期 講義 谷口哲也 

キーワード 科目概要 

 

確率, 

統計, 

 推定, 

  検定 

 

自然界における偶然性は数学的には確率を用いて表現され、観察や実験から

得られたデータは、この確率の概念を用いて解釈・処理されることによっ

て、はじめて実用に耐えうる推定や検定を行うための道具となることができ

る。本科目は、数理工学の分野において、偶然性に左右される現象を取り扱

う際に必要となる統計的な知識・概念を学習し、さまざまなデータを統計的

に解析・処理する方法を純粋数学の観点から学習し、活用する能力を身に付

けることを目的とする。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

① 「新確率統計」、 

    高遠節夫ほか５名、大日本図書 
なし 

科目：基礎数学Ⅰ  [１年次]、 

    ：線形代数Ⅱ  [３年次]、 

資格：実用数学技能検定 

   （１級・準１級） 

評価方法 

評価項目 
中間テスト 

定期試験 
提出課題 授業態度    計 

学年評価に 
対する割合(%) 

前学期 ― ― ―    ― ― 

後学期 60 30 10    100 100 

学 年 評 価 (評価は後学期で行い、通知表は後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

中間テスト・定期試験：授業における講義内容と演習課題内容の理解度を評価するため、複数回

の試験を実施する。これらの試験（100点満点）の点数の平均の6割を評価に加える。 

提出課題：本講義は学修単位科目であることから、提出課題として授業内容の理解度や演習量の

判断材料となる演習課題を課す。これらを適宜回収・評価し、その提出点を評価の3割とする。 

授業態度：授業を遅刻・早退・欠席した者、授業態度が不良の者は評価の1割から減点を行う。 

受講上のアドバイス 

・本講義は学修単位であるため、１単位を50分45回分の学習とし、授業15回に対して30回分の自学自習を行うも

のとする． 

本科目の受講の際には、(1)自ら学ぶ姿勢を身に付けること、(2)学んだ箇所は必ず復習し，理解できなかった箇

所は、理解できるよう常に努めること、(3)質問の際には、単に「わからない」ではなく「どの部分がどのよう

に理解できないのか」を伝えること、(4)課題等の提出物の期限は守ること，の4点に留意すること。 

科目の達成目標 

① あるデータについて、その平均・分散・標準偏差を求めることができる。 

② 二項分布やポアソン分布について、その平均・分散・標準偏差を求めることができる。 

③ 正規分布について、その平均・分散・標準偏差を求めることができる。 

④ 標準正規分布表を用いて、確率の値を求めることができる。 

⑤ ある母集団について、その母平均や母分散の推定ができる。 

⑥ ある母集団について、その母平均や母分散の検定ができる。 

関連する本校の学習・教育目標 基礎力 

問い合わせ・質問先 2階215室（数理教員室） 

オフィスアワー 火曜日 16:00～17:00 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 度数分布 

度数分布等の用語の意味をつか

み。さらに、ヒストグラムを書く

ことができる。 

教科書pp.28-30を読み、度数分布の

用語の意味をつかむ。 
100 

 
教科書pp.30問1-2を解く。 100 

第2週 代表値 

代表値としての平均・中央値・ 

最頻値の意味をつかみ、それを求

めることができる。 

教科書pp.30-32を読み、定義・性質

を理解し、求め方を習得する。 
100 

 
教科書pp.31-33問3-6を解く。 100 

第3週 散布度 

散布度や分散と標準偏差の定義・

性質について理解し、それらの値

を求めることができる。 

教科書pp.34-38を読み、分散・標準

偏差の性質と求め方を理解する。 
100 

 
教科書pp.35-38例5問7-9を解く。 100 

第4週 四分位と箱ひげ図 

四分位と箱ひげ図の定義を理解

し、その意味をつかむことができ

る。 

教科書pp.39-41を読み、四分位と箱

ひげ図の定義を理解し、図を描く。 
100 

 
教科書pp.40-41例6-7問10を解く。 100 

第5週 
中間試験[1] 

相関 

相関について共分散と相関係数の

定義式を用いて、これらの数値を

求めることができる。 

教科書pp.44-47を読み、相関・共分

散・相関係数について理解する。 
100 

 
教科書pp.47問1を解く。 100 

第6週 回帰直線 

最小２乗法と回帰直線の意味をつ

かみ、回帰直線の方程式を求める

ことができる。 

教科書pp.48-51を読み、回帰直線の

方程式の求め方を理解する。 
100 

 
教科書pp.50-51例題2問2-3を解く。 100 

第7週 確率変数と確率分布 

確率変数の平均・分散・標準偏差

を求め、さらに、確率変数の標準

化ができる。 

教科書pp.55-58を読み、確率変数の

標準化について理解する。 
100 

 
教科書pp.57-58問1-7を解く。 100 

第8週 
二項分布 

中間試験[2] 

二項分布を理解し、その平均と分

散を求めることができる。 

教科書pp.59-60を読み、二項分布の

平均と分散を求める。 
100 

 
教科書pp.60問8-11を解く。 100 

第9週 
ポアソン分布 

連続型確率分布 

ポアソン分布の平均と分散と、連

続型確率分布の確率の値を求める

ことができる。 

教科書pp.61-67を読み、ポアソン分

布と連続型確率分布を理解する。 
100 

 
教科書pp.62-67問12-16を解く。 100 

第10週 
連続型確率変数の 

平均と分散 

連続型確率分布において、平均・

分散・標準偏差を積分計算するこ

とで求めることができる。 

教科書pp.68-69を読み、積分を用い

て平均と分散を求める。 
100 

 
教科書pp.69問17、18を解く。 100 

第11週 
正規分布 

二項分布と正規分布との

の関係， 

標準正規分布表を用いて確率の値

を求め、二項分布と正規分布は近

似できることを理解する。 

教科書pp.70-75を読み、標準正規分

布表を利用し，近似を理解する． 
100 

 
教科書pp.71-75、例題6-8問19-24を

解く。 
100 

第12週 
中間試験[3] 

母集団と標本 

統計量と標本分布 

母集団と標本、統計量等の用語、

大数の法則と中心極限定理につい

て理解することができる。 

教科書pp.81-85を読み、統計量等の

用語と中心極限定理を理解する。 
100 

 
教科書pp.82-85例3問6-8を解く。 100 

第13週 
点推定 

母平均の区間推定 

点推定と母平均の区間推定につい

て理解し、母平均の信頼区間を求

めることができる。 

教科書pp.94-98を読み、点推定を理

解し、母平均の信頼区間を求める。 
100 

 
教科書pp.95-98問1-2例3を解く。 100 

第14週 
仮説と検定 

母平均の検定 

仮説と検定・母平均の区間推定に

ついて理解し、母平均の検定をす

ることができる。 

教科書pp.107-112を読み、母平均の

区間推定を理解し、検定を行う。 
100 

 
教科書pp.108-112問1-4例題1を解

き、検定について理解を深める。 
100 

 

第15週 いろいろな確率分布 

カイ２乗分布、t分布、F分布を理

解し、その分布表を用いて確率の

値を計算することができる。 

教科書pp.86-90を読み、カイ２乗分

布、t分布、F分布を理解する。 
100 

 
教科書pp.86-89問9-13を解く。 100 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説 －  － 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



 
2019年度 学習支援計画書 

 

科目名 クラス 

英語表現技法 グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 宇都宮隆子 

キーワード 科目概要 

アカデミックスキル, 

表現力, 

伝達力 

本科目では、アカデミックスキル ( listening, note-taking, writing, 
thinking, presentation etc.)を向上させつつ、英語の表現力をより豊かにす

ることを目標としていく。英語のリスニングでは、聞き取った情報を自身で

まとめられるようにしたり、授業内で取り上げる様々なトピックに対し、自

身の意見をいかにわかりやすく他者に伝えるかを学んでいく。 

科書 参考書 関連する科目・資格 

①「Contemporary Topics 21st 
Century Skills for Academic 

Success 3」、David Beglar et 

al., Pearson   

配布プリント 
科目：過去に履修した英語科目 

資格：英検、TOEIC、TOEFL 

評価方法   

評価項目 定期試験 小テスト 課題 学習態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 20 30 10   100 50 

後学期 40 20 30 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

前学期の評価で60点に満たない学生は補習の対象とする。ただし、後学期後の補習は、基本行わ

ない。課題は各ユニットに関連する演習プリントや発表を評価する。授業態度は、積極的な授業

参加、忘れ物、居眠り等を基に評価する。 

受講上のアドバイス 

 ①授業内外でパソコンを使用します。各ユニットのオーディオ教材やレクチャービデオを見てのリスニング、

発表のためのリサーチ、発表スライド作りなどのために必要となります。パソコンは毎回持参すること。 

②アカデミックな語彙や比較的長いリス二ングは、「わからない」とあきらめずに、何度も繰り返しチャレン

ジすること。 

③語彙数を増やすためにも、各ユニットごとに小テストを実施する。 

④発表やライティングは、皆さんの知識を広めたり深める良い機会となります。聞き手・読み手にわかりやす

い魅力的な発表、ライティングにするよう心がけること。 

科目の達成目標 

① 新出語彙を学習し、語彙数を増やすことができる。 

② ナチュラルスピードの英語に対し、積極的に聞こうと努力することができる。 

③ 英語でのアカデミックな講義内容に興味を持ち、それらに対し理解を深めることができる。 

④ テキストで紹介しているプレゼンテーションのコツを理解することができる。 

⑤ 発表・ライティング準備のため、課せられたトピックに関して適切にリサーチすることができる。 

⑥ 伝えたい内容を、聞き手・読み手にわかりやすく伝えることができる。 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 １階104室（教員室） 

オフィスアワー 水曜日 16:30～17:30 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 授業内容・進め方の説明 
授業の進め方について理解するこ

とができる 

  
 

テキスト構成、学習方法の理解 20 

第2週 
Unit1: Communication 

Studies 

Unit1の重要語彙を理解すること

ができる 

テキストpp.2-5の一読 20 
 

テキストpp.2-5の語彙学習 20 

第3週 
Unit1: Communication 

Studies 

ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

ユニットレクチャーの視聴 20 
 

ユニットレクチャーの語彙学習 20 

第4週 
Unit1: Communication 

Studies 

ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

テキストpp.6-10の一読 20 
 

テキストpp.6-10の演習問題 20 

第5週 Unit1: Quiz & 発表準備 
発表準備のための適切なリサーチ

をすることができる 

小テストに向けての学習 30 
 

発表準備 30 

第6週 Unit1: 発表 
聞き手にわかりやすいプレゼンテ

ーションをすることができる 

発表練習 20 
 

Unit1の学習内容の振り返り 20 

第7週 
Unit2: Child 

Psychology 

Unit2の重要語彙を理解すること

ができる 

テキストpp.12-15の一読 20 
 

テキストpp.12-15の語彙学習 20 

第8週 
Unit2: Child 

Psychology 

ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

ユニットレクチャーの視聴 20 
 

ユニットレクチャーの語彙学習 20 

第9週 
Unit2: Child 

Psychology 

ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

テキストpp.16-20の一読 20 
 

テキストpp.16-20の演習問題 20 

第10週 Unit2: Quiz & 発表準備 
発表準備のための適切なリサーチ

をすることができる 

小テストに向けての学習 30 
 

発表準備 30 

第11週 Unit2: 発表 
聞き手にわかりやすいプレゼンテ

ーションをすることができる 

発表練習 20 
 

Unit2の学習内容の振り返り 20 

第12週 Unit3: Sociology 
Unit3の重要語彙を理解すること

ができる 

テキストpp.22-25の一読 20 
 

テキストpp.22-25の語彙学習 20 

第13週 Unit3: Sociology 
ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

ユニットレクチャーの視聴 20 
 

ユニットレクチャーの語彙学習 20 

第14週 Unit3: Sociology 
自分の意見をまとめるための適切

なリサーチをすることができる 

エッセーライティン情報収集 20 
 

エッセーライティングの見直し 20 

 

第15週 
Unit3: Quiz 

Units 1,2,3の復習 

Units 1,2,3で学習したことを見

直し理解することができる 

小テストに向けての学習 30 
 

Units 1,2,3の復習 120 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 夏期休業中課題の発表 

リサーチした情報をもとに、自身

の意見をまとめ、論理的に他者に

伝えることができる 

発表練習 20 
 

発表内容・態度の振り返り 20 

第2週 Unit4: Business 
Unit4の重要語彙を理解すること

ができる 

テキストpp.32-35の一読 20 
 

テキストpp.32-35の語彙学習 20 

第3週 Unit4: Business 
ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

ユニットレクチャーの視聴 20 
 

ユニットレクチャーの語彙学習 20 

第4週 Unit4: Business 
ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

テキストpp.36-40の一読 20 
 

テキストpp.36-40の演習問題 20 

第5週 Unit4: Quiz & 発表準備 
発表準備のための適切なリサーチ

をすることができる 

小テストに向けての学習 30 
 

発表準備 30 

第6週 Unit4: 発表 
聞き手にわかりやすいプレゼンテ

ーションをすることができる 

発表練習 20 
 

Unit4の学習内容の振り返り 20 

第7週 Unit7: Technology 
Unit7の重要語彙を理解すること

ができる 

テキストpp.62-65の一読 20 
 

テキストpp.62-65の語彙学習 20 

第8週 Unit7: Technology 
ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

ユニットレクチャーの視聴 20 
 

ユニットレクチャーの語彙学習 20 

第9週 Unit7: Technology 
ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

テキストpp.66-70の一読 20 
 

テキストpp.66-70の演習問題 20 

第10週 Unit7: Quiz & 発表準備 
発表準備のための適切なリサーチ

をすることができる 

小テストに向けての学習 30 
 

発表準備 30 

第11週 Unit7: 発表 
聞き手にわかりやすいプレゼンテ

ーションをすることができる 

発表練習 20 
 

Unit7の学習内容の振り返り 20 

第12週 Unit11: Biology 
Unit11の重要語彙を理解すること

ができる 

テキストpp.102-105の一読 20 
 

テキストpp.102-105の語彙学習 20 

第13週 Unit11: Biology 
ユニットレクチャーの内容、構成

を理解することができる 

ユニットレクチャーの視聴 20 
 

ユニットレクチャーの語彙学習 20 

第14週 Unit11: Biology 
自分の意見をまとめるための適切

なリサーチをすることができる 

エッセーライティン情報収集 20 
 

エッセーライティングの見直し 20 

 
第15週 

Unit11: Quiz 

Units 4,7,11の復習 

Units 4,7,11で学習したことを見

直し理解することができる 

小テストに向けての学習 30 
 

Units 4,7,11の復習 120 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

Advanced English II  (Conversation) 
（上級英語ＩＩ（会話）） 

グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 Akihiro Tsuda, Chun Feng Lin, Keith Ikoma,  

キーワード 科目概要 

conversation, opinions, extensive 

speaking, debate, small talk, 

communication skills, follow-up 

questions, body language, 

speaking fluency  

 

Advanced English Conversation 2 will provide students with the 

opportunity to extend the speaking and listening they developed in 

AEC 1 English engaging real-world and debate-style, opinion-focused 

activities. Students will be asked to share their experiences, 

opinions and ideas with each other on a variety of topics in a 

variety of ways to improve fluency and confidence. 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

 

① Handouts 

② Internet resources 

③ PowerPoint presentations 

科目： 

資格： 

評価方法 

評価項目 Classwork  Projects 計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 70 30 100 50 

後学期 70 30 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

①Rubric-based assessment speaking and listening tasks 

②Class worksheets, group work, partner conversations 

 

受講上のアドバイス 

①Come to class with a good attitude: say “hello” and “good-bye” to classmates and teachers, make eye 

contact, smile. 

②Come to class prepared: bring your papers, binder, and pencil. 

③Be open to trying new things, taking risks, and working with new partners. 

④Ask questions and communicate in English with the teacher when don’t understand. 
⑤Be a good listener and learn to speak your mind in English with confidence. 
⑥Do not use your smartphone to translate what you want to say; use your brain. 

科目の達成目標 

① 

Students will be able to apply their growing knowledge of conversation strategies, apply 

tools for persevering during stressful speaking situations, and develop confidence in 

expressing their opinion of current events topics in English. 

② 
Students will be able to demonstrate an understanding of fundamental verbal and physical 

communication skills through the development of spoken and kinesthetic features. 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 ICT 31-104 

オフィスアワー Tuesdays 16:00-17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
Introduction; 

Extensive Speaking 

Review the syllabus, 

brainstorm opinion 

language; practice giving 

opinions 

  

 Review the syllabus and 

bring questions and 

materials to class. 

15 

第2週 
Unit 1: Culture 

Shock 1 

Discuss personal 

experiences of culture 

shock. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第3週 
Unit 1: Culture 

Shock 2 

Discuss culture shock in 

more detail. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第4週 
Unit 2: Career 

Choice 1 

Discuss dream jobs and 

work experience. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第5週 
Unit 2: Career 

Choice 2 

Discuss future career 

plans and give advice 

about jobs. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第6週 Unit 3: Body Art 

Discuss different 

attitudes to tattoos and 

piercings. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第7週 
Unit 4: Mental 

Health 1 

Discuss mental health 

issues. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第8週 
Unit 4: Mental 

Health 2 

Discuss mental health 

issues in more detail. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第9週 Unit 5: Money Discuss money. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第10週 Unit 6: Race Discuss race. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第11週 
Unit 7: Gender 

Roles 1 
Discuss gender roles. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第12週 
Unit 7: Gender 

Roles 2 

Discuss gender roles in 

more detail. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第13週 
Unit 8: 

Stereotypes 1 

Discuss national, gender 

and religious 

stereotypes. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 



第14週 
Unit 8: 

Stereotypes 2 

Discuss stereotypes in 

more detail. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第15週 Unit 9: Game 

Play a communicative game 

related to topics on the 

course in English. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

      

      

 

 

    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
Unit 10: 

Immigration 1 

Discuss immigration using 

The Arrival by Shaun Tan. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第2週 
Unit 10: 

Immigration 2 

Discuss immigration in 

more detail and present 

their thoughts on The 
Arrival. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第3週 
Unit 11: Refugees 

1 

Discuss the issue of 

refugees with reference 

to the recent refugee 

crisis, immigration and 

stereotypes. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第4週 
Unit 11: Refugees 

2 

Discuss the issue of 

refugees in more detail. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第5週 
Unit 12: Desert 

Island Discs 

Participate in an 

activity based on Desert 
Island Discs. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第6週 
Unit 13: 

Influential Person 

Create a presentation 

about an influential 

person in your life. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第7週 
Unit 13: 

Influential Person 

Give a presentation about 

your Influential person. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第8週 
Unit 14: The 

Ethics of Eating 1 

Discuss animal rights and 

vegetarianism. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第9週 
Unit 14: The 

Ethics of Eating 2 

Discuss animal rights and 

vegetarianism in more 

detail.  

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第10週 
Unit 15: The 

Environment 1 

Discuss environmental 

problems. 

Complete a pre-class 

activity. 
15  



Complete a post-class 

activity. 
15 

第11週 
Unit 15: The 

Environment 2 

Discuss environmental 

problems in more detail. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第12週 
Unit 16: Elections 

1 

Watch videos of famous 

political figures and 

analyze their public 

speaking skills. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第13週 
Unit 16: Elections 

2 

Work in pairs to plan and 

write an election speech. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第14週 
Unit 16: Elections 

3 

Practice and give the 

speech, paying attention 

to public speaking 

skills. 

Complete a pre-class 

activity. 
15 

 
Complete a post-class 

activity. 
15 

第15週 
Conclusion and 

Review 

Review and reflect upon 

themes and skills from 

the year; complete 

student questionnaire 

Think about what you 

have learned this year. 
15 

 

Reflect on how your English 

ability has improved. 
15 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

Advanced English II・TED Talk 

（上級英語II・TED Talk） 
グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 Jenny Chio 

キーワード 科目概要 

Critical thinking 

Public speaking 

Reading and listening to 

speech 

In “21st Century Ideas,” students will use TED Talks to engage in 

21st century issues. Students will have the opportunity to read, 

listen, and discuss the issues and innovative ideas brought up by 

the TED speakers. This class will include elements of presentation, 

public speaking, and critical thinking. 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

N/A 
 ①Instructor designed handouts 

②Notebook 

③Online resources 

科目：N/A 

資格：N/A 

評価方法 

評価項目 Classwork Project 計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 60 40 100 50 

後学期 50 50 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

•Students are graded on their participation in class. 

•Students are expected to be enthusiastic and engaged in classwork and projects. 

•Students are required to practice speaking English in class. 

•Hard work and amount of effort contribute to final grade. 

•Students are required to participate in a conference. 

受講上のアドバイス 

①Arrive to class on time and prepared.  

②Ask questions when you don’t understand instructions or coursework. 

③Help and work well with your classmates when possible. 

④If absent, see the teacher as soon as you return for make-up work. 

科目の達成目標 

① Think critically about ideas that are presented to you. 

② Improve ability to read and listen to speeches. 

③ Prepare, research, and confidently present a TED style speech. 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 ICT 31-104 

オフィスアワー 月～金 16:30～17:30 

 

 

 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 Introduction 

Introduce themselves and 

understand course 

expectations 

-  
 

Re-read syllabus. 5 

第2週 

TEDtalks 

introduction 

Listen to and discuss 

topics in a TED talk 

Bring questions about 

class. 
5  

第3週 
Think about topics 

discussed. 
5  

第4週 

“The Key to 

Success? Grit.” 

Understand general 

concepts in a TEDtalk 

-  

 Do you agree with the 

concepts today? 
10 

第5週 
Read and listen to 

excerpts of the TEDtalk 
Bring opinion on talk. 15  

第6週 
Understand general 

concepts in a TEDtalk 
Review talk. 10  

第7週 

“Your Body Language 

Shapes Who You Are” 

Understand general 

concepts in a TEDtalk 

-  

 Do you agree with the 

concepts today? 
10 

第8週 
Read and listen to 

excerpts of the TEDtalk 
Bring opinion on talk. 10  

第9週 
Understand general 

concepts in a TEDtalk 
Review talk. 10  

第10週 One day TEDtalks Practice critical Thinking 

-  

 Practice critical 

thinking 
15 

第11週 

“Gaming Can Make a 

Better World” 

Understand general concepts 

in a TEDtalk 

- 
 

 
 

第12週 
Do you agree with the 

concepts today? 
10  

第13週 

Read and listen to excerpts 

of the TEDtalk 
Bring opinion on talk. 

10  

第14週 10  

第15週 

Listen to a TEDtalk and 

critically think and 

discuss the ideas of the 

talk 

Review talk. 10  

      

      

 



    

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

TED Conference 

Brainstorm ideas and begin 

research on their TEDtalks 
Bring Ideas about TEDtalk 10  

第2週 Research on their TEDtalks 

Continue working on talk. 15 

 

第3週 
Research and begin writing 

their TEDtalks 
 

第4週 
Research and write their 

TEDtalks. 

Bring Ideas to improve 

talk. 
15 

 

First Draft Due. 15 

第5週 

Revise draft. 

Bring Ideas to improve 

talk. 
15  

第6週 Continue working on talk. 15  

第7週 
Revise and submit their 

final draft. 

Bring Ideas to improve 

talk. 
15 

 

Final Draft Due. 15 

第8週 

Present and reflect on 

their TEDtalk. 

Practice talk! 15 
 

Practice talk! 15 

第9週 
Practice talk! 15 

 
Present talks! 15 

第10週 My Favorite TEDtalk Make presentations. 
-  

 
Prepare for next project 15 

第11週 

Critical Thinking 

Activities 

Make presentations. 
-  

 
-  

第12週 
Understand general 

concepts in a TEDtalk 

Do you agree with the 

concepts today? 
10 

 

Bring opinion on talk. 10 

第13週 
Read and listen to 

excerpts of the TEDtalk 

 Review talk. 10 
 

-  

第14週 
Understand general 

concepts in a TEDtalk 

Do you agree with the 

concepts today? 
10 

 

Bring opinion on talk. 10 

第15週 
“Keep your goals to 

yourself” 

Read and listen to excerpts 

of the TEDtalk 

-  
 

-  

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

オペレーションズリサーチ グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 坂倉忠和 

キーワード 科目概要 

ゲーム理論， 

線形計画法， 

動的計画法， 

マルコフ連鎖， 

待ち行列 

与えられた条件の中でコストを最小にしたり、利益を最大にするといった最

適化問題は、現実世界で数多く存在する。オペレーションズリサーチは、こ

のような現実に存在する諸問題を数理モデルとして構築し、それを分析する

ことによって科学的に問題解決を図る学問である。本科目では、オペレーシ

ョンズリサーチの基礎を学習する。具体的には、最適化の考え方や条件を数

式で表す数理モデル化、定式化を習得し、また、数式で表した問題を解く方

法を身につける。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

原則として毎授業時にプリントを 

配布する。 

①「ＯＲのはなし」，大村平，日科

技連出版社 

科目：物流システム 

資格：特になし 

評価方法 

評価項目 定期試験 確認テスト 課題・宿題    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 30 30    100 50 

後学期 40 30 30    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

各学期において確認テストおよび定期試験を実施する。演習に対して、積極的に取り組むことが

前提となっているため、取り組みに関する評価項目を設定しない。そのような取り組み姿勢が見

られない場合には、全体の評価から減点する。課題や宿題においてコピーなどの不正が発覚した

場合には、全体の評価の評価から大幅に減点する。また、授業の設定水準よりも高度な自由課題

を出すことがある。これらに取り組んだ場合には全体の評価に加点する。 

受講上のアドバイス 

① 授業用のノートを準備し、復習しやすいように丁寧に書くこと。 

② 演習問題には必ず納得するまで取り組むこと。 

③ 宿題は必ず実行し、指定された提出期限までに提出すること。 

④ 質問は遠慮なくすること。 

科目の達成目標 

① 決定理論の基本的な問題を理解できる。 

② ゲーム理論の基本的な問題を理解できる。 

③ 簡単な線形計画法の問題をシンプレックス法で解ける。 

④ 動的計画法の基本的な問題を理解できる。 

⑤ マルコフ連鎖の定常分布を計算できるようになる。 

⑥ ケンドールの記号を使って，待ち行列のモデルを分類できるようになる。 

関連する本校の学習・教育目標 基礎力 

問い合わせ・質問先 2階211室 

オフィスアワー 水曜日16:30～17:30 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 

決定理論 

簡単な意思決定問題が理解でき

る。 

－  
 

ノートを整理する。 15 

第2週 
不確実性の下での意思決定が理解

できる。 

講義資料No.02を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第3週 
その他の意思決定法が理解でき

る。 

講義資料No.03を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第4週 

ゲーム理論 

２人定和ゲームが理解できる。 
講義資料No.04を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第5週 混合戦略が理解できる。 
講義資料No.05を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第6週 ２人非定和ゲームが理解できる。 
講義資料No.06を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第7週 総合演習（１） 
第１週から第６週までの内容を定

着させる。 

－  
 

第６週までの内容を復習する。 60 

第8週 

確認試験（１） 

線形計画法とは 

達成度を理解できる。 

線形計画法の概要が分かる。 

－  
 

ノートを整理する。 15 

第9週 
講義資料No.07を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第10週 

線形計画法 

シンプレックス法（フェーズⅡ）

が理解できる。 

講義資料No.08を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第11週 シンプレックス表を作成できる。 
講義資料No.09を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第12週 
シンプレックス法（フェーズＩ）

が理解できる。 

講義資料No.10を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第13週 
線形計画法を現実的な問題に適用

できる。 

講義資料No.11を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第14週 
線形計画法の応用問題が理解でき

る。 

講義資料No.12を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第15週 総合演習（２） 
第８週から第１４週までの内容を

定着させる。 

－  
 

第１４週までの内容を復習する。  60 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

動的計画法 

動的計画の基本的な問題を定式化

できる。 

講義資料No.13を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第2週 
動的計画の基本的な考え方が分か

る。 

講義資料No.14を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第3週 

ＰＥＲＴ 

ＰＥＲＴ図の構成要素を理解する

ことができる。 

講義資料No.15を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第4週 
簡単なＰＥＲＴ図からクリティカ

ルパスを見出すことができる。 

講義資料No.16を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第5週 

マルコフ連鎖（１） 

ランダムウォークが分かる。 
講義資料No.17を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第6週 定常分布を計算できる。 
講義資料No.18を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第7週 総合演習（３） 
第１週から第６週までの内容を定

着させる。 

－  
 

第６週までの内容を復習する。 60 

第8週 

確認試験（２） 

マルコフ連鎖（２） 

達成度を確認できる。 

マルコフ連鎖の用語が理解でき

る。 

－  
 

ノートを整理する。 15 

第9週 
講義資料No.19を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第10週 マルコフ連鎖（３） 
吸収的マルコフ連鎖が理解でき

る。 

講義資料No.20を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第11週 

待ち行列 

待ち行列の考え方が分かる。 
講義資料No.21を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第12週 ケンドールの記号が理解できる。 
講義資料No.22を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第13週 
Ｍ／Ｍ／１モデルの解が理解でき

る。 

講義資料No.23を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第14週 
Ｍ／Ｅk／１モデルの解が理解で

きる。 

講義資料No.24を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第15週 総合演習（４） 
第８週から第１４週までの内容を

定着させる。 

－  
 

第１４週までの内容を復習する。  60 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

コンピュータシステムⅠ グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 袖美樹子 

キーワード 科目概要 

機械語, 

アセンブラ, 

コンピュータアーキテクチャ, 

FPGA, 

オペレーティングシステム, 

コンパイラ 

コンピュータはソフトウェアとハードウェアの両方がそろって始めて動作

する。そのため、コンピュータの能力を十分に活用するためには、プログ

ラミングなどのソフトウェアの知識だけではなく、コンピュータのハード

ウェアの構成や動作の基本的な原理を理解しなければならない。本科目

は、コンピュータのハードウェアの基本的な構成と動作の仕組みを理解す

るために、論理回路の基礎を学び、コンピュータの構成要素と動作原理を

学ぶ。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「CASLⅡ」実務出版 

②「コンピュータアーキテクチャ」コ

ロナ社 

 

①「実用プロセッサ技術」ムイスリ出

版 

科目：情報数学、コンピュータシステ

ムⅡ 

資格：情報処理技術者試験 

評価方法 

評価項目 定期試験 小テスト 課 題 授業態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 30 30 30 10   100 50 

後学期 30 30 30 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

各種試験・小テストは、普段の学習成果を測定する。 

課題・宿題は、家庭での努力を測定する。 

授業態度は、授業中の質問に対する発表、授業に対する真剣度を評価する。 

出席状況は、授業に対する積極性として評価する。 

受講上のアドバイス 

①本科目で取り扱う内容は、工学を学ぶ上での基礎となるため重要です。わからないことがあれば、そのまま

にせず、積極的に質問するようにして下さい。 

②演習や宿題は、出来る限り学生自身で挑戦し、積極的に参考図書で調べ、解答すること。 

③配布プリントを綴じるためのファイルを用意すること。 

科目の達成目標 

① レジスタの役割が理解できる。 

② アセンブラ言語で簡単なプログラムが作成できる。 

③ 機械語で簡単なプログラムが作成できる。 

④ 同期回路と非同期回路の違いを理解できる。 

⑤ コンピュータの基本的な仕組みが理解できる。 

⑥ FPGAの仕組みが理解できる。 

関連する本校の学習・教育目標 基礎力、専門力 

問い合わせ・質問先 1階31-114 

オフィスアワー 火曜日17:00～18:00 

 

 



クラス番号  氏名  

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 アセンブラ言語とは 
アセンブラ言語とは何かを理

解する。 

教科書p9～33を熟読する。 30 
 

教科書P33演習問題を解く。 10 

第2週 記憶装置とは 記憶装置について理解する。 
教科書p35～60を熟読する。 20 

 
教科書P61,62演習問題を解く。 20 

第3週 演算を理解する 演算の方法を理解する。 

教科書p63～103を熟読する。 20 

 教科書 P104,105演習問題を解

く。 
20 

第4週 条件分岐を理解する 条件分岐の方法を理解する。 

教科書 p107～ 126を熟読す

る。 
20 

 

教科書P127演習問題を解く。 20 

第5週 
繰り返し処理を理解す

る 

繰り返し処理の方法を理解す

る。 

教科書 p129～ 149を熟読す

る。 
20 

 

教科書P150演習問題を解く。 20 

第6週 
副プログラムを理解す

る 

副プログラムの作成方法を理

解する。 

教科書 p151～ 182を熟読す

る。 
20 

 
教科書P183～186演習問題を解

く。 
20 

第7週 総合演習 
アセンブラプログラミング演

習。 

教科書 p187～ 202を熟読す

る。 
20 

 
教科書P187～202演習問題を解

く。 
20 

第8週 総合演習 
アセンブラプログラミング演

習。 

教科書 p187～ 202を熟読す

る。 
20 

 
教科書P187～202演習問題を解

く。 
20 

第9週 小テスト 8週までの内容の小テスト 
8週までの内容 20 

 
 20 

第10週 

機械語 

機械語とは何かを理解する。 
配布資料を熟読する。 20 

 
配布問題授業項目箇所を解く。 20 

第11週 
機械語プログラミングの演習

課題を実施できる 

配布資料を熟読する。 20 
 

配布問題授業項目箇所を解く。 20 

第12週 

論理回路 
基本論理回路の仕組みと動作を

理解する。 

配布資料を熟読する。 20 
 

配布問題授業項目箇所を解く。 20 

第13週 
配布資料を熟読する。 20 

 
配布問題授業項目箇所を解く。 20 

第14週 

同期回路 
同期回路の仕組みと動作を理

解する。 

配布資料を熟読する。 20 
 

配布問題授業項目箇所を解く。 20 

第15週 
配布資料を熟読する。 20 

 
配布問題授業項目箇所を解く。 20 

 定期試験     

 自己点検 答案の返却と回答    

 

 



 

    

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 計算するとは？ 
ALUと計算サイクルについて理

解する。 

教科書p9～33を熟読する。 20 
 

教科書P33演習問題を解く。 20 

第2週 
データの流れと制御の

流れ 

データの流れと制御の流れを

理解する。 

教科書p9～33を熟読する。 20 
 

教科書P33演習問題を解く。 20 

第3週 
命令セットアーキテク

チャ 

命令セットアーキテクチャの

役割を理解する。 

教科書p9～33を熟読する。 20 
 

教科書P33演習問題を解く。 20 

第4週 パイプライン処理 
パイプライン処理の役割と動

作を理解する。 

教科書p9～33を熟読する。 20 
 

教科書P33演習問題を解く。 20 

第5週 キャッシュと仮想記憶 
キャッシュと仮想記憶の役割

と動作を理解する。 

教科書p9～33を熟読する。 20 
 

教科書P33演習問題を解く。 20 

第6週 
命令レベル並列処理と

アウトオブオーダ処理 

命令レベル並列処理とアウト

オブオーダ処理の役割と動作

を理解する。 

教科書p9～33を熟読する。 20 
 

教科書P33演習問題を解く。 20 

第7週 入出力と周辺装置 
入出力と周辺装置の役割と機

能を理解する。 

教科書p9～33を熟読する。 20 
 

教科書P33演習問題を解く。 20 

第8週 小テスト 7週までの内容の小テスト 
7週までの内容の復習 30 

 
  

第9週 自己点検 

秋学期で学習した内容の中で

理解不十分な箇所を見つけ、

克服することができる。 

  
 

試験の間違った問題を見直す。 20 

第10週 

CPU設計演習 
verilogAを用いた CPU設計演

習。 

授業項目箇所を熟読する。 20 
 

配布問題授業項目箇所を解く。 20 

第11週 
授業項目箇所を熟読する。 20 

 
配布問題授業項目箇所を解く。 20 

第12週 

FPGA 

FPGAの仕組みと特徴を理解す

る。 

授業項目箇所を熟読する。 20 
 

配布問題授業項目箇所を解く。 20 

第13週 
論理合成ツールの利用方法を

理解する。 

授業項目箇所を熟読する。 20 
 

配布問題授業項目箇所を解く。 20 

第14週 

オペレーティングシス

テム 

オペレーティングシステムの

役割。 

授業項目箇所を熟読する。 20 
 

配布問題授業項目箇所を解く。 20 

第15週 制御プログラムの機能。 
授業項目箇所を熟読する。 20 

 
配布問題授業項目箇所を解く。 20 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

コンピュータシステムⅡ グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 井上恵介 

キーワード 科目概要 

ＣＰＵ， 

主記憶, 

データバス 

情報技術者がハードウェア資源を有効に活用するソフトウェアを開発するた

めには、ソフトウェアの知識に加えてハードウェアアーキテクチャの知識が

必要である。本科目は、コンピュータシステムIに引き続き、コンピュータ

アーキテクチャの基本とCPU、主記憶、データバスといったアーキテクチャ

の主要な要素について学習する。また、ノイマン型コンピュータの基本概念

を踏まえた上で、コンピュータの高速化に不可欠なアーキテクチャやハード

ウェアとソフトウェアとの関係についても学習する。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

  
科目：コンピュータシステムⅠ 

資格：情報処理技術者 

評価方法 

評価項目 演習 発表 報告書 修学矜持 出席  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 60 10 10 10 10  100 50 

後学期 60 10 10 10 10  100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

・遅刻または早退１回につき学期成績から２点を減点する。 

・欠課１回につき学期成績から４点を減点する。 

・修学矜持は受講態勢（着座など）によって評価する。 

・演習の一部として小テストを実施することがある。 

受講上のアドバイス 

 

科目の達成目標 

① ＣＰＵを理解できる。 

② 主記憶を理解できる。 

③ データバスを理解できる。 

④ ノイマン型コンピュータを理解できる。 

⑤ ソフトウェアとハードウェアの関係を理解できる。 

⑥ 論理回路を最適化できる。 

関連する本校の学習・教育目標 創造性，専門力 

問い合わせ・質問先 2階210室 

オフィスアワー 金曜日 16:30～17:30 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 ガイダンス 授業の概要を理解する。 
  

 
ガイダンスの内容を確認する。 15 

第2週 

ＣＰＵ 

ＣＰＵの構造を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第3週 ＣＰＵの動作を理解する・ 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第4週 ＣＰＵの最適化を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第5週 

主記憶 

主記憶の構造を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第6週 主記憶の動作を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第7週 主記憶の最適化を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第8週 中間点検 ここまでの内容を復習できる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第9週 

データバス 

データバスの構造を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第10週 データバスの動作を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第11週 データバスの最適化を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第12週 

総合演習 総合演習で学期の理解を深める。 

内容を整理し理解度を深める 15 
 

間違えた演習を解き直す。 15 

第13週 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第14週 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第15週 自己点検 ここまでの内容を復習できる。 
  

 
自己点検について復習する。 15 

      

      

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 ガイダンス 
後学期の授業の範囲、概要、到達

目標を理解できる。 

  
 

ガイダンスの内容を確認する。 15 

第2週 

ノイマン型コンピュータ 

プログラム内蔵方式を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第3週 ノイマン型の歴史を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第4週 周辺機器を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第5週 

論理回路最適化 

論理回路の復習をする。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第6週 最適化とは何かを理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第7週 最適化手法を適用する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第8週 中間点検 ここまでの内容を復習できる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第9週 

ソフトとハードの関係 

並列化手法を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第10週 高速化手法を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第11週 省電力設計を理解する。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第12週 

総合演習 総合演習で年間の理解を深める。 

内容を整理し理解度を深める 15 
 

間違えた演習を解き直す。 15 

第13週 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第14週 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

第15週 自己点検 ここまでの内容を復習できる。 
内容を整理し理解度を深める 15 

 
間違えた演習を解き直す。 15 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

ソフトウェア工学Ⅱ グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 Robert Songer 

キーワード 科目概要 

開発プロセス, 

要求定義， 

UML図設計, 

ソフトウェア品質, 

プロジェクト管理 

ソフトウェア工学Ⅰで学習したソフトウェア開発の各工程を、演習を通して

具体的プログラミング言語を使ってシステム開発する体験により、コーディ

ングとデバッグを非体系的に繰り返す作成からの脱却を図る。また、体験を

通してオブジェクト指向の基本的考え方を体得し、応用できるようにする。

さらに、グループ活動を通じて技術的コミュニケーション能力、時間管理・

スケジュール管理・品質管理などのプロジェクト管理能力、チームとしての

役割分担や心構えを学ぶ。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

指定なし。適宜資料を配布 指定なし。 
科目：ソフトウェア工学Ⅰ 

   卒業研究 

評価方法 

評価項目 定期試験 評価課題 小テスト  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 30 50 20  100 50 

後学期 － 80 20  100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

評価課題が未提出の場合は0点となる。締切り後に提出する場合は20%減点となる。 

There will be two quizzes in each semester. The first semester also has a final exam of 

all the covered content. The second semester has no exam, but a team project with 

presentation instead. The project and presentation are considered 評価課題. 

受講上のアドバイス 

Bring your PC, notebook, and a writing utensil to every class. If you miss a class period, talk to 

the teacher about missing work before the start of the next class. Keep a binder or folder for your 

papers and notes for English words you do not understand. Make an effort to learn the English in the 

class. The teacher may consider your assignments late if you have bad behavior or fail to participate 

during class activities. 

科目の達成目標 

① Explain the importance of Software Engineering 

② Understand and explain the steps of the software lifecycle 

③ Explain the meaning and purpose of software quality assurance 

④ Create appropriate documentation for the phases of software development 

⑤ Identify important software engineering terms in English 

⑥ Satisfy a role within a team to achieve a common goal 

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 2階209 

オフィスアワー （前学期）水曜日 15:10-16:50，（後学期）木曜日  15:10-16:50 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
Introduction to the 

course and software 

development processes 

Understand the course plan and 

how to use the learning 

resources 

―  
 

Review the course materials 10 

第2週 

Software development 

processes 

Introduce the system 

lifecycle, development models, 

and the steps of the Waterfall 

model 

Recall your experience with 

development processes 
10 

 
Summarize class notes and 

review English words 
15 

第3週 
Investigate non-technical 

challenges for professional 

software developers 

Recall your experience from 

4th year internship 
10 

 
Summarize class notes and 

review English words 
15 

第4週 
Quiz & Introduction to 

Requirements in 

Waterfall processes 

Take a quiz, and then learn 

about System Requirements 

Specifications 

Study for the quiz 15 

 Summarize class notes and 

review English words 
15 

第5週 
Waterfall: 

Requirements & 

Specifications 

Consider the non-functional 

requirements of a software 

product 

Review notes from before 10 

 Summarize class notes and 

review English words 
15 

第6週 
Understand the role of Use 

Cases and their purpose in 

specifying requirements 

Review notes from before 10 

 Summarize class notes and 

review English words 
15 

第7週 

Agile: Requirements & 

Specifications 

Learn about Agile approaches 

to specifying requirements 

Review notes from before 10 

 Summarize class notes and 

review English words 
15 

第8週 
Practice writing User Stories 

in a role-playing exercise 

Review notes from before 10 
 

Finish writing user stories 15 

第9週 
The Unified Modeling 

Language 

Introduce the Unified Modeling 

Language and review its 

components 

Review what you know about 

UML from other classes 
10 

 
Summarize class notes and 

look up English words 
15 

第10週 UML Use Case Diagrams 

Follow the creation process 

for making UML Use Case 

Diagrams for a system design 

Review notes from before 10 
 

Finish the diagram 15 

第11週 UML Class Diagrams 

Follow the creation process 

for making UML Class Diagrams 

for a system design 

Review your UML guide 10 
 

Finish the diagram 15 

第12週 UML Sequence Diagrams 

Follow the creation process 

for making UML Sequence 

Diagrams for a system design 

Review your UML guide 10 
 

Finish the diagram 15 

第13週 UML Review Quiz 

Take a UML quiz and complete 

UML diagrams for the design of 

an original system idea 

Study for the quiz 15 
 

Submit all UML diagrams 10 

第14週 Software Testing 
Explore two styles of testing 

a software product 

Recall your experience with 

debugging programs 
10 

 
Summarize class notes and 

look up English words 
15 

第15週 
Software Testing & 

Exam Preparation 

Practice unit testing and then 

review class content to 

prepare for the exam 

Review notes from before 10 
 

Study for the exam 30 

 定期試験     

 Self-Assessment Review the exam answers － －  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
Waterfall: Software 

Validation 

Identify important concepts 

for testing software in a 

project that follows Waterfall  

Review notes from before 10 

 Summarize class notes and 

look up English words 
15 

第2週 
Quiz & Introduction to 

Software Validation in 

Agile processes 

Take a quiz on testing terms, 

and then identify concepts for 

testing in Agile 

Study for the quiz 15 

 Summarize class notes and 

look up English words 
15 

第3週 
Agile: 

Software Validation 

Practice Agile tools and 

techniques for software 

validation 

Review notes form before 10 

 Summarize class notes and 

look up English words 
15 

第4週 
Finish Agile testing activity 

and reflect on its differences 

with Waterfall 

Review notes from before 10 
 

Complete the assignment 15 

第5週 
Operation and 

Maintenance 

Investigate topics related to 

the operation and maintenance 

of software products 

Consider your experiences 

with software updates 
10 

 
Summarize class notes and 

look up English words 
15 

第6週 
Research and explain End-Of-

Life policies for real world 

software companies 

Review notes from before 10 
 

Complete the assignment 15 

第7週 
Review Quiz & 

Team Formation 

Take a quiz and then select a 

role for the upcoming team 

project 

Study for the quiz 15 

 Review unclear points from 

the quiz 
10 

第8週 

Project Planning 

Research software translation 

to understand the scope of the 

team project 

Review team roles and the 

project introduction 
10 

 

Finish the project research 10 

第9週 
Create a schedule and a risk 

plan based on your research 

and project requirements 

Review details from before 10 

 Complete the schedule and 

risk management plan 
15 

第10週 

Project Plan Execution 

Follow your project plan and 

manage the progress of your 

team 

Review your project plan and 

role responsibilities 
10 

 

Record your progress 5 

第11週 
Follow your project plan and 

manage the progress of your 

team 

Review your project plan and 

role responsibilities 
10 

 

Record your progress 5 

第12週 
Follow your project plan and 

manage the progress of your 

team 

Review your project plan and 

role responsibilities 
10 

 

Record your progress 5 

第13週 
Wrap-up the project work and 

confirm all submissions 

Review your project plan and 

role responsibilities 
10 

 

Record your progress 5 

第14週 

Post-Project Review 

Reflect on the project 

management of your team and 

prepare a presentation 

Collect materials for the 

final project review 
5 

 

Prepare your presentation 15 

第15週 
Present your project review to 

the class 

Practice your presentation 15 

 Reflect on the course 

learning goals 
10 

      

 － － － －  

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

卒業研究 グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ６ 通年 実技 
袖美樹子，竹俣一也，ソンガー・ロバート，田村景明 

坂倉忠和，今澤明男，谷口萌美 

キーワード 科目概要 

 

ものづくり 

研究 

制作 

卒業論文 

４年次までに情報技術者の基礎となる専門科目と、情報技術者として備えて

おくべき企業活動に関する知識を学び、また、グローバル・グローカルな企

業で活躍できるコミュニケーション能力も育んできた。卒業研究はその集大

成である。５年生の科目とリンクしながら、学生が主体的に情報工学の各分

野の課題からテーマを選択し、その目標を設定する。その目標の達成に向け

て、個人またはグループで活動を行う。さらに、口頭発表はパネルディスカ

ッション、卒業論文の作成などによって、その成果を明らかにする。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

必要に応じて担当教員が資料を配布す

る。必要に応じて資料を購入しなけれ

ばならないこともある。 

各テーマによる 科目：これまでの科目すべて 

評価方法 

評価項目 卒業論文 最終発表 中間発表 研究活動 出席状況  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 0 0 60 30 10  100 50 

後学期 30 30 0 30 10  100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

卒業論文が未提出又は、受理されなかった場合は他の評価に関わらず当該科目の単位を認定しない。 

【最終発表】発表内容、及び、研究成果を評価する。 

【中間発表】発表内容、及び、研究成果を評価する。 

【活動態度】平素の卒業研究への取り組み状況やレポート・課題の内容を評価する。 

【出席状況】公欠以外は原則として欠席は減点とする。 

受講上のアドバイス 

担当教員の研究室に分かれて研究活動を行う．主体的に研究テーマに取り組むこと．日々の研究活動の記録を残

すこと．研究活動の記録は活動態度の評価の参考にする 

科目の達成目標 

①  研究とは何かを理解し、様々な制約の中で結果が出せるテーマを設定することができる。 

② 研究の目的・意義を説明することができる 

③ 研究内容に応じた研究遂行の手順やスケジュールを計画・立案できる。 

④ 研究作業の進捗や研究途中の状況に柔軟対応して計画や研究内容を変更できる。 

⑤ 研究成果を発表し説明することができる。 

⑥ 研究の成果を論文としてまとめることができる。 

関連する本校の学習・教育目標 専門力,創造性 

問い合わせ・質問先 配属先の指導教員 

オフィスアワー 金曜日 15:10-16:50 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 ガイダンス 
安全教育と各研究の方針を理解す

る 

  
 

  

第2週 研究の実施(1) 研究計画の立案。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第3週 研究の実施(2) 研究計画書の作成。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第4週 研究の実施(3) 個別の目標を達成する。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第5週 研究の実施(4) 個別の目標を達成する。 

マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第6週 研究の実施(5) 個別の目標を達成する。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第7週 研究の実施(6) 個別の目標を達成する。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第8週 研究の実施(7) 個別の目標を達成する。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第9週 研究の実施(8) 個別の目標を達成する。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第10週 研究の実施(9) 個別の目標を達成する。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第11週 研究の実施(10) 個別の目標を達成する。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第12週 発表準備 発表の準備を完了させる 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第13週 

中間発表 
これまでの研究成果を他者に説明

し、理解させることができる 

発表の練習を行う 30 
 

レビュー内容をまとめる 30 

第14週 
発表の練習を行う 30 

 
レビュー内容をまとめる 30 

第15週 課題・レポート 課題・レポートを提出する 
提出物を確認する 15 

 
提出漏れがないか確認する 15 

      

      

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 研究の実施(11) 個別の目標を達成する。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第2週 研究の実施(12) 個別の目標を達成する。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第3週 高専祭発表準備 
高専祭で研究成果を発表するため

の発表資料を作成する 

マイルストーンを設定する 20 
 

次回の活動計画を立てる 20 

第4週 研究の実施(13) 個別の目標を達成する。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第5週 研究の実施(14) 個別の目標を達成する。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第6週 研究の実施(15) 個別の目標を達成する。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第7週 研究の実施(16) 個別の目標を達成する。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第8週 研究の実施(17) 個別の目標を達成する。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第9週 研究の実施(18) 個別の目標を達成する。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第10週 研究の実施(19) 個別の目標を達成する。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第11週 研究の実施(20) 個別の目標を達成する。 
マイルストーンを設定する 20 

 
次回の活動計画を立てる 20 

第12週 発表準備 発表の準備を完了させる 
発表の計画を立てる 20 

 
リハーサル結果を振り返る 20 

第13週 

最終発表 

研究成果を目に見える形で公開す

る 

発表の練習を行う 30 
 

  

第14週 
研究内容を振り返る。卒業論文の

登録手続きを行う 

提出物を確認する 15 

 
提出漏れがないか確認する 15 

第15週 まとめ・後片付け 
研究室の原状復帰，後片付けを行

う 

  
 

  

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

ネットワークシステムIIa グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 
履修 ２ 

（４単位の内） 
前学期 実技 藤澤 武 

キーワード 科目概要 

ネットショップ， 

保守・運用， 

業務知識 

ソフトウェア技術者に要求されるソフトウェアシステムの保守・運用に関す

る実務能力と、顧客の業務知識を身につけることの重要性を演習を通して学

ぶ。具体的には、SNSやネットショップ等のネットワークサービスを立ち上

げて実際にインターネット上で公開・運営を行う。そして、このネットワー

クサービスの企画・運営・ユーザサポート、このネットワークサービスが稼

働しているソフトウェアシステムの保守・運用・監視など、実社会のネット

ワークサービスで実際に行われている業務の実習をおこなう。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「ネットショップ検定公式テキス

ト ネットショップ実務士レベル1

対応」，一般社団法人ネットショッ

プ能力認定機構 

なし 

科目：創造設計Ⅳ 

   卒業研究 

資格：ネットショップ実務士 

評価方法 

評価項目 中間報告① 中間報告② 最終報告 論文 授業態度  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 10 10 25 40 15  100 100 

後学期         

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

論文が未提出、又は受理されなかった場合は他の評価に関わらず単位を認定しない。 

「ネットワークシステムIIa」と「ネットワークシステムIIb」の成績の平均を「ネットワークシス

テムII」の成績とする。ただし，どちらか一方の成績が60点に満たない場合は単位を認定しない。 

課題の未提出，チーム活動に非協力的など，授業態度として不適切な行動・態度と判断される事案

については１回の授業につき最大1点の減点を行う． 

中間報告・最終報告は成果物・発表内容及び活動貢献度を評価する． 

受講上のアドバイス 

自主的な学びを基本とします。指示された内容に留まらず、どうすればより良い成果物になるか自主的に考

え行動してください。 

科目の達成目標 

① ネットショップ運営担当者の業務内容を具体的に説明できる 

② ネットショップWEB制作担当者の業務内容を具体的に説明できる 

③ ネットショッププロモーション担当者の業務内容を具体的に説明できる 

④ ネットショップの構築に必要な作業工程と、その各工程の内容を説明できる 

⑤ マーケッティングの授業で学習した内容を実際の業務に適応できる 

⑥ サーバの保守運用の業務内容について説明できる 

関連する本校の学習・教育目標 専門力、創造性 

問い合わせ・質問先 2階210室 

オフィスアワー 金曜日 15：10～16：00 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 

ネットショップの構築 

科目の達成目標を理解し、取り組

み方を説明できる 

  
 

授業資料を見返す 15 

第2週 本番サービスがリリースできる 
  

 
TODOを作成する 20 

第3週 本番サービスを公開できる 
TODOを確認する 15 

 
TODOをアップデートする 20 

第4週 中間報告① 本番サービスを説明・デモできる 
発表練習を行う 20 

 
レビュー結果をまとめる 20 

第5週 

運用実習 

新規顧客に対するプロモーション

活動の具体的な内容を説明できる 

業務内容を事前調査する 15 
 

実習の振り返りをまとめる 15 

第6週 
制作担当者業務のルーチン業務の

具体的な内容について説明できる 

業務内容を事前調査する 15 
 

実習の振り返りをまとめる 15 

第7週 
問い合わせ対応、クレーム対応、

商品管理の具体的な作業内容を説

明できる 

業務内容を事前調査する 15 
 

実習の振り返りをまとめる 30 

第8週 
既存顧客に対するプロモーション

活動の具体的な内容を説明できる 

業務内容を事前調査する 20 
 

実習の振り返りをまとめる 30 

第9週 中間報告② 
運用実習の結果をまとめ，説明す

ることができる 

発表練習を行う 15 
 

レビュー結果をまとめる 15 

第10週 

リニューアル 

ECサイト、商品のリニューアル計

画を立案する 

レビュー結果を見直す 15 
 

TODOをアップデートする 15 

第11週 
ECサイト、商品のリニューアルを

おこなう 

TODOを見返し作業計画を立てる 15 
 

TODOをアップデートする 15 

第12週 論文作成 
これまでの活動を総括し，成果を

論文にまとめることができる 

これまでの記録を集める 15 
 

論文を完成させる 30 

第13週 発表準備 最終発表の準備を完了させる 
発表の計画をたてる 15 

 
リハーサル結果を振り返る 15 

第14週 

最終報告 

これまでの活動を総括し，成果を

デモすることができる 

発表練習を行う 30 
 

  

第15週 
これまでの活動内容をまとめるこ

とができる 

  
 

これまでの成果物を整理する 15 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

ネットワークシステムⅡｂ グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 
履修 ２ 

（４単位のうち） 
後学期 講義 坂倉忠和 

キーワード 科目概要 

システム管理者， 

ログ収集と分析， 

トラブルシューティング， 

サイバーセキュリティ 

ソフトウェア技術者に要求されるソフトウェアシステムの保守・運用に関す

る実務能力と、顧客の業務知識を身につけることの重要性を演習を通して学

ぶ。具体的には、ＳＮＳやネットショップ等のネットワークサービスを立ち

上げて実際にインターネット上で公開・運営を行う。そして、このネットワ

ークサービスの企画・運営・ユーザサポート、このネットワークサービスが

稼働しているソフトウェアシステムの保守・運用・監視など、実社会のネッ

トワークサービスで実際に行われている業務の実習をおこなう。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「先輩がやさしく教えるシステム

管理者の知識と実務」，木下肇，翔

泳社 

特になし 

科目：ネットワーク基礎Ⅱ、ネット

ワークシステムⅠ 

資格：特になし 

評価方法 

評価項目 定期試験 確認試験 課題・宿題    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期         

後学期 30 30 40    100 100 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

「ネットワークシステムⅡ」の単位が認められるためには「ネットワークシステムⅡa」と「ネッ

トワークシステムⅡb」の両方に合格する必要がある。また、その際の成績は両科目の成績の平均

として評価する。演習は積極的に取り組むことが前提となっているため、取り組みに関する評価

項目を設定しない。そのような取り組み姿勢が見られない場合には、全体の評価から減点する。

課題や宿題においてコピーなどの不正が発覚した場合には、全体の評価の評価から大幅に減点す

る。また、自由課題を出すことがあり、これらに取り組んだ場合には全体の評価に加点する。 

受講上のアドバイス 

① 授業用のノートを準備し、復習しやすいように丁寧に書くこと。 

② 演習問題には必ず納得するまで取り組むこと。 

③ 宿題は必ず実行し、指定された期限までに提出すること。 

④ 質問は遠慮なくすること。 

科目の達成目標 

① クライアントやサーバの環境を把握することができる。 

② 基本的なセキュリティ対策の概要が分かる。 

③ 基本的なバックアップの方法が分かる。 

④ 各種サービスのログを確認することができる。 

⑤ ライセンス管理やドキュメント管理の概要が分かる。 

⑥ 機器のリプレースの進め方の概要が分かる。 

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 2階211室 

オフィスアワー 木曜日16:30～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 業務に役立つＰＣの基本 
ＰＣの環境を把握することができ

る。 

－  
 

ノートを整理する。 15 

第2週 
業務に役立つネットワー

クの基本 

ネットワークの環境を把握するこ

とができる。 

教科書P34～47を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第3週 
業務に役立つサーバの基

本 
サーバの構成を把握できる。 

教科書P50～61を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第4週 
業務に役立つセキュリテ

ィの基本 
セキュリティの概要が分かる。 

教科書P64～76を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第5週 
サイバーセキュリティ

（１） 

Ｗｅｂアプリケーションの脆弱性

の概要が分かる。 

講義資料No.01を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第6週 
サイバーセキュリティ

（２） 
暗号化通信の概要が分かる。 

講義資料No.02を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第7週 
業務に役立つクラウドの

基本 
クラウドの概要が分かる。 

教科書P78～89を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第8週 
総合演習（１） 

確認試験 

第１週から第７週までの内容を定

着させる。 

－  
 

第７週までの内容を復習する。 60 

第9週 
クライアント・サーバ管

理 
アカウント管理の概要が分かる。 

教科書P92～107を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第10週 構成管理とバックアップ バックアップの方法が分かる。 
教科書P110～131を熟読する。 15 

 
ノートを整理する。 15 

第11週 ログ監視と性能監視 
各種サービスのログを確認するこ

とができる。 

教科書P134～147を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第12週 
ライセンス管理とドキュ

メント管理 

ライセンスやドキュメントの管理

の概要が分かる。 

教科書P150～159を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第13週 機器のリプレース 
機器のリプレースの進め方の概要

が分かる。 

教科書P162～173を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第14週 
障害対策 

その他の業務 
障害対策の概要が分かる。 

教科書P176～219を熟読する。 15 
 

ノートを整理する。 15 

第15週 総合演習（２） 
第８週から第１４週までの内容を

定着させる。 

－  
 

第１４週までの内容を復習する。  60 

 定期試験     

 自己点検 答案返却と解説    

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

データ分析 グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 今澤明男 

キーワード 科目概要 

確率，主観確率，確率分布，二

項分布，ポアソン分布，確率密

度，確率密度関数，正規分布，

尤度関数，最尤法，ベイズの定

理，ベイズ推定，線形モデル，

一般化線形モデル，機械学習，

ｻﾎﾟｰﾄﾍﾞｸﾀｰﾏｼﾝ,自己組織化ﾏｯﾌﾟ 

情報工学の対象は，単にコンピュータプログラミングやシステムの構築・運

用を行うことだけではない．与えられた情報をいかに活用するかも情報工学

の重要な課題である．特に，コンピュータネットワークを通じて大量の情報

がやりとり・蓄積されるようになった現在では，その重要性はますます高ま

っている．本科目では，情報理論ならびに現代統計理論から，特に情報活用

の基礎となる理論ならびに技術について学び，それらの基本的な利用方法を

身につける． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

指定せず（適宜プリントを配付する） 

①「完全独習ベイズ統計学入門」小島

寛之，ダイヤモンド社 

②「Ｒによるデータサイエンス（第２

版）」金明哲，森北出版 

科目：情報数学， 

基礎数学Ⅰ， 

数理統計 

資格：基本情報処理技術者 

評価方法 

評価項目 定期試験 中間テスト 演習    計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 40 40 20    100 50 

後学期 40 40 20    100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

１）定期試験の他に中間テストを実施して学習成果を評価します． 

２）定期試験・中間テストにおいては実技試験をする場合があります． 

３）授業内容に関係する重要な英語表現の理解も評価対象とします． 

４）演習の成果も評価します． 

受講上のアドバイス 

１）一見難しそうな内容ですが，分かりやすく噛み砕いて説明します．食わず嫌いをせずに，積極的に授業に

参加してください．数学が苦手な人にも分かる授業を目指しています． 

 

２）統計解析ソフト“Ｒ”を用います．フリーですので各自のＰＣにインストールすることを勧めます． 

科目の達成目標 

① 客観確率と主観確率，確率と確率密度，離散分布と連続分布の違いが分かり説明できる． 

② 基本的な確率分布（二項分布・ポアソン分布・正規分布など）の発生メカニズムを説明できる． 

③ 基本的な確率分布のパラメータ推定，基本的な一般線形化モデルによるデータ分析ができる． 

④ ベイズの定理を理解し，確率の推定ならびに基本的な確率分布のパラメータの推定に利用できる． 

⑤ ベイズモデル化した一般線形化モデルを用いてデータ分析ができる． 

⑥ サポートベクターマシン，自己組織化マップを用いたデータ分析ができる． 

関連する本校の学習・教育目標 基礎力 

問い合わせ・質問先 2階211-1室 

オフィスアワー 火曜日17：00～17：30， 金曜日17：00～17：30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 確率（１） 
主観確率を中心に，確率とは何か

を理解する． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第2週 確率（２） 

やや複雑な事象の確率を求められ

るようにする．また，主観確率と

客観確率の違いも理解する． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第3週 確率分布（１） 

２項分布の発生メカニズムを理解

し，これに基づく現象の発生確率

を求められるようにする． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第4週 確率分布（２） 

ポアソン分布の発生メカニズムを

理解し，これに基づく現象の発生

確率を求められるようにする． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第5週 確率分布（３） 

正規分布の性質と確率密度の概念

を理解し，これに基づく現象の発

生確率を求められるようにする． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第6週 総合演習Ⅰ 
第５週までの内容について理解を

深め，計算力を高める． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第7週 中間テスト 
第１～６週の内容について学習成

果を評価する． 

  
 

  

第8週 確率分布の推定（１） 

最尤法を理解し，これによって二

項分布，ポアソン分布のパラメー

タ推定ができるようにする． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第9週 確率分布の推定（２） 

連続分布への最尤法の適用につい

て理解し，正規分布のパラメータ

推定ができるようにする． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第10週 ベイズの定理 
ベイズの定理の意味と導出過程を

理解し，説明できるようにする． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第11週 
ベイズの定理の確率推定

への応用（１） 

ベイズの定理を用いて未知の確率

を推定できるようにする． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第12週 
ベイズの定理の確率推定

への応用（２） 

ベイズの定理を用いて未知の確率

を推定し，意思決定に役立てられ

るようにする． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第13週 
ベイズの定理を用いた離

散分布の推定 

ベイズの定理を利用した離散分布

の推定法について理解し，利用で

きるようにする． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第14週 
ベイズの定理を用いた連

続分布の推定 

ベイズの定理を利用した連続分布

の推定法について理解し，利用で

きるようにする． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第15週 総合演習Ⅱ 
第８～14週の内容について理解を

深め，技能を高める． 

   

プリントに基づく復習 10  

 定期試験     

 自己点検     

 

    

 



週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
線形モデルに基づいた推

定（１） 

線形回帰分析を，統計モデルの見

地から理解し直す．また，統計モ

デルの有用性について理解する． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第2週 
線形モデルに基づいた推

定（２） 

線形回帰モデルを用いたパラメー

タ推定について理解を深め，技能

を高める． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第3週 
情報量基準によるモデル

選択 

情報量基準を用いたモデル選択の

方法を利用できるようにする． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第4週 
一般化線形モデルに基づ

いた推定（１） 

ポアソン回帰モデルを中心に，一

般化線形モデルについて理解す

る． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第5週 
一般化線形モデルに基づ

いた推定（２） 

一般化線形モデルによる分析を体

験し，一般化線形モデルについて

の理解を深める． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第6週 
一般化線形モデルに基づ

いた推定（３） 

一般化線形モデル利用のための技

能を高める． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第7週 総合演習Ⅲ 
第１～６週の内容について理解を

深め，技能を高める． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第8週 中間テスト 
第１～７週の内容について学習成

果を評価する． 

  
 

  

第9週 
一般化線形モデルのベイ

ズ化（１） 

一般化線形モデルのベイズ化を理

解し，説明できるようにする． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第10週 
一般化線形モデルのベイ

ズ化（２） 

ベイズ化した一般化線形モデルを

利用できるようにする． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第11週 教師あり機械学習（１） 

パターン認識モデルの1種である

サポートベクターマシンによる教

師あり学習について理解する． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第12週 教師あり機械学習（２） 
サポートベクターマシンを用いた

分析をできるようにする． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第13週 教師なし機械学習（１） 

ニューラルネットワークの一種で

ある自己組織化マップによる教師

なし学習について理解する． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第14週 教師なし機械学習（２） 
自己組織化マップを用いた分析を

できるようにする． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第15週 総合演習Ⅳ 
第９～14週の内容について理解を

深め，技能を高める． 

   

プリントに基づく復習 10  

 定期試験     

 自己点検     

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

情報ビジネス英語Ⅲ グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 ２ 通年 講義 Robert Songer、井上恵介 

キーワード 科目概要 

Technical English, 

Documentation, 

Academic Writing, 

Technology News 

この科目では、学生たちはこれまでに学んできた英語のコミュニケーション

能力を最大限に生かし、チームで専門分野の活動を行う状況にそれを適用さ

せる。また、学生たちは将来的に彼らのキャリアに関連する英語で書かれた

新聞、雑誌あるいは英語のニュースなどの情報源から現状の情報技術の発

展・進展を意識するようになる。学生たちは前年度より引き続き専門分野の

効果的な英語でのプレゼンテーションを作成したり、それを発表する技術を

学ぶ。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

指定なし。適宜資料を配布 指定なし 科目：情報ビジネス英語Ⅱ 

評価方法 

評価項目 定期試験 小テスト 評価課題 発表  計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 30 30 40 ―  100 50 

後学期 ― 20 70 10  100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

The first semester will have two quizzes, a midterm review exam, and a final exam. The 

second semester will only have one quiz and a midterm review exam, but also a writing 

assignment and a presentation. Midterms are considered quizzes for the purpose of 

scoring. Late assignments will receive a 20% scoring penalty. 

受講上のアドバイス 

If you miss a class period, ask the teacher about missing work before the next class begins. Keep a 

calendar so you can follow the assignment due dates and avoid submitting late work. Bring a binder 

or folder for your papers and keep notes of English words you do not understand. Try your best to 

participate since the teacher may consider your assignment late if you have bad behavior or fail to 

participate during class. 

科目の達成目標 

① Apply English skills to gathering and recording product requirements 

② Remember the rules for naming program methods, classes, and variables 

③ Analyze and understand the content of English error messages 

④ Research technical information from various online resources 

⑤ Compose a brief academic description of a research or development project 

⑥ Understand current trends in technology using English news sources 

関連する本校の学習・教育目標 国際性、専門力 

問い合わせ・質問先 1階209室（ソンガー）、2階210室（井上） 

オフィスアワー （前学期）水曜日 15:10-16:50，（後学期）木曜日  15:10-16:50 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
Introduction & Polite 

English Review 

Receive an introduction to the 

course & review polite English 

from previous years 

Read the syllabus 5 
 

Review polite English 10 

第2週 
Interviewing in 

English 

Identify common interview 

questions and decide how to 

answer them in English 

Think about your English 

interview experiences 
10 

 
Review your answers to 

interview questions 
10 

第3週 
Writing a Thank You 

Email 

Examine the components of a 

Thank You email and practice 

writing one 

Look back at email writing 

from previous classes 
5 

 

Finish your thank you email 10 

第4週 Requirements Gathering 
Understand what requirements 

are and how to express them 

Research product 

requirements online 
10 

 

Review class materials 10 

第5週 
Quiz &  

User Types 

Review requirements with a 

quiz, and then understand how 

to describe users 

Study for the quiz 10 
 

Review the class materials 10 

第6週 Use Cases 
Understand the parts of a Use 

Case and practice writing some 

Research use cases online 10 
 

Review the class materials 10 

第7週 

Requirements Gathering 

Brainstorm product 

requirements to prepare for a 

group activity 

Think about a product idea 10 

 Consider more details about 

your product idea 
10 

第8週 
Role-play the requirements 

gathering for an imagined 

product 

Review your product idea 5 

 Finish and review the 

requirements you created 
15 

第9週 Midterm Review 
Review the material up to this 

point and take an exam 

Collect materials from all 

previous classes 
5 

 
Review unclear points from 

the exam 
10 

第10週 Naming Conventions 

Investigate the rules for 

making names for parts of a 

computer program 

Think about program names 5 
 

Review the class materials 10 

第11週 
Naming Conventions in 

UML Diagrams 

Check the names in UML class 

diagrams and choose names from 

a system description 

Remember the naming rules 5 
 

Work on the class diagrams 10 

第12週 Quiz 

Take a quiz about naming 

conventions and finish the UML 

diagrams assignment 

Study for the quiz 15 
 

Finish and submit diagrams 15 

第13週 

Error Messages 

Understand the types of 

programming error messages and 

the information they provide 

Recall debugging a program 

from its error messages 
10 

 

Review the class materials 10 

第14週 
Practice writing error 

messages for developers vs. 

normal users 

Recall error messages you 

see as a normal user 
10 

 

Review the class materials 10 

第15週 
Log Messages & 

Semester Review 

Identify different kinds of 

log messages, and then review 

for the exam 

Look for logs on your PC 10 
 

Study for the exam 30 

 定期試験     

 Self-Assessment Review the exam answers － －  

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 

English Programming  

Q&A Websites 

Understand the format of 

information available on 

programming Q&A websites 

Look closely at Q&A websites 

you currently use 
10 

 

Review the class materials 10 

第2週 
Think about the necessary 

information for posting to a 

Q&A website 

Check the English Q&A site 10 
 

Review the class materials 10 

第3週 Quiz 

Complete assignments about 

Programming Q&A Websites and 

take a review quiz 

Study for the quiz 15 
 

Complete assignments 10 

第4週 

API Reading 

Learn about an API by reading 

its specifications and trying 

a tutorial 

Recall Java API pages from 

last year 
10 

 

Review the class materials 10 

第5週 
Write about an idea for a 

product that uses the API 

Think of a product idea 10 
 

Complete the assignment 10 

第6週 
Software License 

Agreements 

Explore and understand the 

rules in Software License 

Agreements 

Try reading a software 

license agreement 
10 

 

Review the class materials 10 

第7週 Midterm Review 
Review the material up to this 

point and take an exam 

Collect your class materials 10 

 Review unclear points from 

the exam 
10 

第8週 

Academic Writing – 

Introduction 

Explore ways to express levels 

of certainty in writing and 

form a problem statement 

Think about English writing 

you have done before 
10 

 

Review the class materials 10 

第9週 
Identify the elements of a 

project introduction and 

practice composing one 

Consider the context of your 

senior year research project 
10 

 

Finish the assignment 10 

第10週 

Abstract Writing 

Read sample abstracts and 

identify information about 

their components 

Refresh levels of certainty 

in writing 
10 

 

Finish the assignment 10 

第11週 
Outline the elements of your 

own project and begin writing 

a full abstract 

Review your project thesis 10 
 

Finish the outline 10 

第12週 
Complete your abstract 

composition, then revise and 

edit it from feedback 

Work on your abstract 10 
 

Complete the abstract 10 

第13週 

Technology Trends 

Read English articles about 

recent technologies and 

understand the language 

Search for English 

technology news websites 
10 

 

Review the class materials 10 

第14週 
Make predictions about the 

technology and write a follow-

up article 

Think about technology in 

the future 
10 

 

Complete your article 10 

第15週 
Present your article to the 

class and discuss feedback 

Prepare to present your 

article content 
15 

 
Review the presentation 

feedback 
10 

      

 － － － －  

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

技術者倫理 グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 １ 前学期 講義 竹俣一也 

キーワード 科目概要 

科学技術, 

倫理, 

工学設計 

エンジニアの務めは設計したシステムや製品を世に送り出すことである．そ

のためには，エンジニアは科学技術の目的・役割と社会との相互作用につい

ての理解を深めておくことが望まれる．そこで専門職として自ら担う倫理

的・社会的責任について学ぶことを目的とする．実務を行う上で直面する倫

理的な問題を検討し，それらを解決する問題解決能力の向上を図る．また，

「技術者倫理」が単に規範の遵守ではなく，価値とのバランスを取りながら

自らがなすべき行動を設計する能力を身につける． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

なし 

① 「科学技術者倫理」金沢工業大

学・科学技術応用倫理研究所

編，白桃書房 

科目：なし 

資格：なし 

評価方法 

評価項目 定期試験 演習課題 小テスト 学習態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 0 30 30 40   100 100 

後学期         

学 年 評 価 (評価は前学期で行い、通知表は前学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

授業はチームで行うPBL形式である．そのため定期試験は実施せず，チーム活動を演習課題およ

び小テストから評価する．学習態度については欠席日数やチーム活動への貢献度，授業中の取り

組む状況から評価する． 

受講上のアドバイス 

これまで学んできたことを統合できるようにするために，以下を意識してプロジェクト活動に専念してほしい． 

 技術者の観点からアイデアを整理したり，自分以外の人に説明するときは，論理的な思考で取り組む． 

 チームでの活動における自分の身の振り方に責任を持つ． 

 チームでの提出物，個人での提出物は期限を厳守する． 

科目の達成目標 

① 現在まで学んできたことに加え技術者倫理の観点からプロジェクトテーマを見つけ出すことができる． 

② プロジェクト活動（仕事）を進めるために必要となる資源（これまで学びや経験）を活用できる． 

③ チーム(組織)で効率的にプロジェクト活動(仕事)を進めることができる． 

④ 論理的に仕事を進めることができる． 

⑤ チームメンバーの提案を技術者倫理の観点から評価できる． 

⑥ 自己の考えを技術者倫理の観点から客観的に評価しようとする姿勢を示すことができる． 

関連する本校の学習・教育目標 専門力、創造性 

問い合わせ・質問先 3階315室 

オフィスアワー 金曜日  16:30～17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 プロジェクト活動 
技術者倫理を考慮したテーマにつ

いて活動・説明・報告ができる 

  
 

第１回の課題に取り組む 10 

第2週 プロジェクト活動 
技術者倫理を考慮したテーマにつ

いて活動・説明・報告ができる 

前回の授業内容を確認する 10 
 

第２回の課題に取り組む 10 

第3週 プロジェクト活動 
技術者倫理を考慮したテーマにつ

いて活動・説明・報告ができる 

前回の授業内容を確認する 10 
 

第３回の課題に取り組む 10 

第4週 プロジェクト活動 

技術者倫理を考慮したアイデア創

出について活動・説明・報告がで

きる 

前回の授業内容を確認する 10 
 

第４回の課題に取り組む 10 

第5週 プロジェクト活動 

技術者倫理を考慮したアイデア創

出について活動・説明・報告がで

きる 

前回の授業内容を確認する 10 
 

第５回の課題に取り組む 10 

第6週 プロジェクト活動 

技術者倫理を考慮したアイデア創

出について活動・説明・報告がで

きる 

前回の授業内容を確認する 10 
 

第６回の課題に取り組む 10 

第7週 プロジェクト活動 

技術者倫理を考慮したアイデア創

出について活動・説明・報告がで

きる 

前回の授業内容を確認する 10 
 

第７回の課題に取り組む 10 

第8週 
プロジェクト活動・中間

期進捗報告（適時） 

活動についてまとめ，説明ができ

る 

前回の授業内容を確認する 10 
 

第８回の課題に取り組む 10 

第9週 プロジェクト活動 
具体化のためのアイデア選定につ

いて活動・説明・報告ができる 

前回の授業内容を確認する 10 
 

第９回の課題に取り組む 10 

第10週 プロジェクト活動 
具体化のためのアイデア選定につ

いて活動・説明・報告ができる 

前回の授業内容を確認する 10 
 

第１０回の課題に取り組む 10 

第11週 プロジェクト活動 

技術者倫理を考慮したアイデアの

具体化について活動・説明・報告

ができる 

前回の授業内容を確認する 10 
 

第１１回の課題に取り組む 10 

第12週 プロジェクト活動 

技術者倫理を考慮したアイデアの

具体化について活動・説明・報告

ができる 

前回の授業内容を確認する 10 
 

第１２回の課題に取り組む 10 

第13週 プロジェクト活動 

技術者倫理を考慮したアイデアの

具体化について活動・説明・報告

ができる 

前回の授業内容を確認する 10 
 

第１３回の課題に取り組む 10 

第14週 
プロジェクト活動・期末

成果報告(適時) 

活動についてまとめ，説明ができ

る 

前回の授業内容を確認する 10 
 

第１４回の課題に取り組む 10 

 

第15週 自己点検 
これまでの学習内容についてふり

返ることができる 

前回の授業内容を確認する 10 
 

  

      

      

 

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

企業会計Ⅱ グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 １ 後学期 講義 今澤明男 

キーワード 科目概要 

管理会計 

財務諸表分析 

長期・短期経営意思決定 

短期経営計画 

短期経営統制 

レレバンス・ロスト 

国際管理会計 

企業の資本の状態や変化を基に企業活動の成果を計数的体系的に把握するた

めの手段である経営分析と，企業経営者・管理者の判断や意思決定あるいは

管理活動を支援するための会計すなわち管理会計について学び，それらの視

点，基本的概念および基本的手法を身につける．企業活動のグローバル化を

考慮して，国際管理会計についても概略を理解する．受講生は，企業会計Ⅰ

を履修し，財務会計の基本を理解していることが前提である． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「入門管理会計（第２版）」鳥居

宏史，中央経済社 

①「管理会計学大辞典」日本管理会

計学会，中央経済社 

科目：企業会計Ⅰ 

資格：ＩＴパスポート 

評価方法 

評価項目 定期試験 中間テスト 確認テスト 課題   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期         

後学期 40 30 20 10   100 100 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

１）定期試験の他に中間テストを実施して学習成果を評価します． 

２）適時，学習確認テスト（小テスト）を実施して，普段の学習の成果を評価します． 

３）授業内容に関係する重要な英語表現の理解も評価対象とします． 

４）課題を与え，成果を評価します． 

受講上のアドバイス 

１）課題は授業内容理解の準備のためのものです．必ず期限までに実行して提出してください． 

２）演習を通じた理解を重視します．積極的にこれに臨んでください． 

３）ノートPCを利用します．常に準備しておいてください． 

科目の達成目標 

① 管理会計の目的を理解し，簡潔に述べることができる． 

② 基本の財務諸表分析により，企業の収益性や安全性を比較判断できる． 

③ 損得計算に基づいて，簡単な長期・短期の計画の経済性に関する判断と意思決定ができる． 

④ 短期経営計画の策定過程における管理会計の役割を理解し，簡単な場合の策定作業ができる． 

⑤ 短期経営統制における管理会計の役割を理解し，簡単な場合の費用・利益統制に関する分析ができる． 

⑥ グローバル化を含む近年の企業環境の変化に起因する管理会計上の課題の概略を理解し，説明できる． 

関連する本校の学習・教育目標 専門力，創造性 

問い合わせ・質問先 2階211-1室 

オフィスアワー 火曜日17：00～17：30， 金曜日17：00～17：30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
会計情報と経営管理者の

役割 

会計情報の経営管理活動への役立

ちについて理解し，説明できるよ

うになる． 

  
 

プリントに基づく復習 10 

第2週 
問題発見のための管理会

計（１） 

財務諸表分析，特に収益性の分析

が実データででき，企業間の比較

ができるようになる． 

教科書による予習（２章前半） 15 
 

プリントに基づく復習 10 

第3週 
問題発見のための管理会

計（２） 

財務諸表分析，特に安全性の分析

が実データででき，企業間の比較

ができるようになる． 

教科書による予習（２章後半） 15 
 

プリントに基づく復習 10 

第4週 
問題解決のための管理会

計（１） 

投資案の経済性の評価法を理解す

る．特にキャッシュフローを基に

して資金の時間的価値を考慮した

評価ができるようになる． 

教科書による予習（３章前半） 15 

 
プリントに基づく復習 10 

第5週 
問題解決のための管理会

計（２） 

投資案の経済性の評価法を理解す

る．特に差額概念を利用した評価

ができるようになる． 

教科書による予習（３章後半） 15 
 

プリントに基づく復習 10 

第6週 
振 り 返 り と 総 合 演 習

（１） 

第１～５週の内容について，理解

を深め，技能を向上させる． 

第１～５週の復習 15 
 

プリントに基づく復習 10 

第7週 中間テスト/自己点検 
第１～６週の学習成果を確認し，

自己点検を行う． 

  
 

  

第8週 
短期経営計画のための管

理会計（１） 

短期利益計画について理解する．

さらに，ＣＶＰ分析・損益分岐分

析などが出来るようになる． 

教科書による予習(４章１節前

半） 
15 

 

プリントに基づく復習 10 

第9週 
短期経営計画のための管

理会計（２） 

短期利益計画について理解する．

特に，セールス・ミックスの決

定，原価分解などができるように

なる． 

教科書による予習(４章１節後

半） 
15 

 

プリントに基づく復習 10 

第10週 
短期経営計画のための管

理会計（３） 

短期利益計画について理解する．

特に，簡単な場合の業務予算が策

定できようになる． 

教科書による予習(４章２～３

節） 
15 

 

プリントに基づく復習 10 

第11週 
短期経営計画のための管

理会計（４） 

短期利益計画について理解する．

特に，簡単な場合の財務予算が策

定できようになる． 

教科書による予習(４章４節） 15 
 

プリントに基づく復習 10 

第12週 
短期経営統制のための管

理会計（１） 

短期利益計画について理解する．

特に，簡単な場合の原価差異分析

ができようになる． 

教科書による予習（５章前半） 15 
 

プリントに基づく復習 10 

第13週 
短期経営統制のための管

理会計（２） 

短期利益計画について理解する．

特に，簡単な場合の利益差異分析

ができようになる． 

教科書による予習（５章後半） 15 
 

プリントに基づく復習 10 

第14週 管理会計の発展と課題 

グローバル化を含む企業環境の変

化に起因する管理会計上の課題と

対策を理解し，説明できるように

なる． 

教科書による予習（６章） 15 

 
プリントに基づく復習 10 

第15週 
振 り 返 り と 総 合 演 習

（２） 

第８～14週の内容について，理解

を深め，技能を向上させる． 

第８～14週の復習 15  

プリントに基づく復習 10  

 定期試験     

 自己点検     

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

物流システム グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

必修 履修 １ 前学期 講義 鈴木康允 

キーワード 科目概要 

ＳＣＭ, 

ＴＯＣ, 

デカップリングポイント, 

在庫管理, 

Activity Based Costing, 

管理会計, 

Ｓ＆ＯＰ 

物流とは、モノが生産者から消費者へ渡るまでの流れのことで、輸送・保

管・荷役・梱包・流通加工などを要素として持つ。 

これを円滑にするには的確な情報の流れが重要となる。この科目では、情報

の流れおよび情報システムの役割を中心に、物流のシステム全体を理解す

る。さらに、複数の企業の物流システムを統合して企業活動の成果を高める

ことを狙ったサプライチェーンについても、情報の流れを中心に仕組みを理

解することが、本科目の主たる目的である。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「図解でわかる「販売・物流管

理」の進め方」，日本実業出版社 

①「サプライチェーン・マネジメン

ト概論」 苦瀬博仁等 白桃書房 

②「企業間管理と管理会計」 

 浜田和樹 税務経理協会 

科目：マーケティングＩ＆Ⅱ、情報

統計理論 

資格： 

評価方法 

評価項目 定期試験 小テスト レポート 学習態度等   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 30 40 20 10   100 100 

後学期         

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

定期試験：15週後に行い、終了後内容の説明と自己点検を行う。 

小テスト：当日の授業実施内容に関連した形で実施する。（10点×4回） 

レポート：各種データ解析結果及び情報を基に、レポートとしてまとめ提出する。（10点×2回） 

授業態度等：レポート発表時の発表態度等で評価する。 

受講上のアドバイス 

物流システムは時代とともに変化し、現在はサプライチェーンマネジメントとして、グローバル企業の企業競争

力そのものになっている。ＩＣＴをベースにＡＩ，ＩｏＴ等を導入したシステムが機能しており、常に進化して

いる。常に、国際動向に注目していくことが重要である。 

科目の達成目標 

① 物流システムの重要性を説明することが出来る。 

② サプライチェーンマネジメントとは何かを説明することが出来る。 

③ サプライチェーンのどこに問題があるかを発見できる。 

④ サプライチェーンの問題点を解決するためのアイデアを提案できる。 

⑤ 考えたアイデアの実現可能性を評価できる。 

⑥ サプライチェーンマネジメントを意識した経営感覚が身に付く。 

関連する本校の学習・教育目標 創造性、専門性 

問い合わせ・質問先 2階218室 

オフィスアワー 火曜日 16:50-18:00 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
物流システム授業の概要

説明 

授業の目的・目標・方法・評価に

ついて理解する。 

  
 

授業概要の理解 10 

第2週 生産の問題点 

ゲームを通して在庫発生メカニズ

ムを理解する。工大経営情報学科

武市教授講義  【レポート１】 

  
 

在庫発生メカニズムのまとめ 30 

第3週 企業の経営状況 

企業の経営状態を財務会計及び管

理会計の状況から判断する。 

【小テスト１】 

企業会計Ⅰの確認 10 
 

管理会計の復習 20 

第4週 物流システム 

物流システからサプライチェーン

（ＳＣＭ）全体最適への流れを理

解する。 

  
 

授業内容の復習 10 

第5週 製品設計とＳＣＭ 
全体最適を考えた製品設計を理解

する。 

  
 

授業内容の復習 10 

第6週 
ＳＣＭとデカップリング

ポイント 

見込み生産と受注生産の考え方を

理解する。 

  
 

授業内容の復習 20 

第7週 ＢｔｏＢとＳＣＭ 
ビジネス形態とＳＣＭについて理

解する。 

  
 

授業内容の復習 20 

第8週 ＢｔｏＣとＳＣＭ 
ビジネス形態とＳＣＭについて理

解する。 

  
 

授業内容の復習 20 

第9週 ＳＣＭとＩＣＴ 

ＩＣＴを活用したＳＣＭ改善の状

況を理解する。工大経営情報学科

齋藤教授講義  【レポート２】 

  
 

授業内容のまとめ 20 

第10週 組織横断のＳＣＭ１ 
ＳＣＭへの企業の取組み状況を理

解する。【テスト２】 

  
 

授業内容の復習 10 

第11週 組織横断のＳＣＭ２ 
ＳＣＭへの企業の取組み状況を理

解する。【テスト３】 

  
 

授業内容の復習 10 

第12週 組織横断のＳＣＭ３ 
ＳＣＭへの企業の取組み状況を理

解する。【テスト４】 

  
 

授業内容の復習 10 

第13週 組織横断のＳＣＭ４ 
ＳＣＭへの企業の取組み状況を理

解する。 

  
 

授業内容の復習 10 

第14週 組織横断のＳＣＭ５ 
ＳＣＭへの企業の取組み状況を理

解する。 

  
 

授業内容の復習 10 

 

第15週 振り返り 
授業の内容を振り返り、理解でき

る。 

  
 

授業内容の復習 60 

 定期試験     

 自己点検     

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

English Debate Skills 

（英語討議技法） 
グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 Jenny Chio 

キーワード 科目概要 

English film, critical 

thinking, social topics 

 

 

Students will watch movies and have discussions with the topics 

introduced in the movies. In order to discuss these topics students 

should understand the story thoroughly. Students will learn how to 

express their opinions in English and gain cultural exposure. 

Students will reflect their learning by writing a movie review.  

教科書 参考書 関連する科目・資格 

 Class Handouts 
科目： 

資格： 

評価方法 

評価項目 Classwork  Projects 計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 50 50 100 50 

後学期 50 50 100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

Students will complete comprehension and discussion questions for each film and will be 

graded with a rubric 

Movie Review, Movie Summary, will be graded with rubrics 

受講上のアドバイス 

Please come to class on time, with your materials (book, pencil, and folder) and be prepared to talk 

in English. When you miss a class, please talk to the teacher about scheduling a make-up movie 

viewing. 95% of the work in class is based on the films we watch, as a result, if you choose to 

sleep during the films, you cannot and will not pass the class. 

科目の達成目標 

① Students will be able use critical thinking skills to discuss films on a deeper level. 

② Students will be able to write a comprehensive film review. 

③ Students will be able to thoroughly summarize the plot of a film. 

④ Students will be able to compare and contrast two films similar in content. 

⑤ Students will be able use critical thinking skills to discuss films on a deeper level. 

関連する本校の学習・教育目標 国際性 

問い合わせ・質問先 ICT 31-104 

オフィスアワー Tuesdays 16:00-17:30 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
Course 

Introduction, 

Units 1-2 

Understand the syllabus 

and talk about favorite 

movie genres 

  

 

Think about your goals for 

the class. What do you 

want to learn? Review the 

syllabus and bring 

questions to class. 

15 

第2週 
The Truman Show 

Introduction 

Discuss reality 

television 

Finish Units 1 and 2. 15 

 Write a prediction for the 

second half of the film. 
15 

第3週 The Truman Show 

Answer comprehension 

questions about The 

Truman Show 

Review what you’ve seen 

so far. 
15 

 
Finish comprehension 

questions. 
15 

第4週 
The Truman Show 

Discussion, Unit 3 

Reflect on discussion 

questions about the 

Truman Show, Summarize a 

single scene in a movie. 

Review your 

comprehension questions 

and the film plot. 

15 
 

Finish unit 3. 15 

第5週 
October Sky 

Introduction 

Discuss the early space 

program, coal mining 

towns in America in late 

1950s. 

Brainstorm: What do you 

know about the space 

race? 

15 

 

Write a prediction for the 

second half of the film. 
15 

第6週 October Sky 

Answer comprehension 

questions about October 

Sky 

Review what you’ve seen 

so far. 
15 

 
Finish comprehension 

questions. 
15 

第7週 
October Sky 

Discussion, Unit 

10 

Reflect on discussion 

questions about October 

Sky, Summarize a movie as 

a series of scenes  

Review your 

comprehension questions 

and the film plot. 

15 
 

Finish unit 10. 15 

第8週 Chuck 

Practice writing 

summaries using the first 

episode of Chuck 

Review how to summarize 

a film 
15 

 
Finish summary writing 

about Chuck 
15 

第9週 Silent Films １ 

Summarize and give their 

opinions about silent 

films 

Brainstorm: What is a 

silent film? 
15 

 
Reflect: What was 

important/difficult about 

having no words in a film? 

Did you like it? 

15 

第10週 Summary Project 

Write a detailed summary 

of a summary of one of 

the movies we watched so 

far this year. 

Think about a movie you 

want to summarize 
15 

 

Reflect on the movie  15 

第11週 
The Breakfast Club 

Introduction  

Discuss thoughts about 

stereotypes in high 

school 

Brainstorm: What is a 

stereotype? What are 3 

examples? 

15 

 

Write a prediction for the 

second half of the film. 
15 



第12週 The Breakfast Club 

Answer comprehension 

questions about The 

Breakfast Club 

Review what you’ve seen 

so far. 
15 

 
Finish comprehension 

questions. 
15 

第13週 
The Breakfast Club 

Discussion 

Reflect on discussion 

questions about The 

Breakfast Club 

Review your 

comprehension questions 

and the film plot. 

15 

 

Finish Discussion 

Questions 
15 

第14週 
Units 8-9, 

Character Study 

Describe characters 

appearance and 

personality in English 

and write a detailed 

character study. 

Think about how you 

would describe the 

characters in The 

Breakfast Club 

15 
 

Finish character study 15 

第15週 Review 
Review material covered 

in first two semesters. 

Review the year so far. 15 
 

 15 

      

      

 

    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
Little Miss 

Sunshine 

Introduction 

Discuss about child 

beauty pageants.  

Brainstorm: What do you 

know about fashion 

pageants? 

15 

 

Write a prediction for the 

second half of the film. 
15 

第2週 
Little Miss 

Sunshine 

Answer comprehension 

questions about Little 

Miss Sunshine 

Review what you’ve seen 

so far. 
15 

 
Finish comprehension 

questions. 
15 

第3週 Trophy Kids 

Answer comprehension 

questions about Trophy 

Kids 

Review your 

comprehension questions 

and the film plot. 

15 
 

Finish unit 4. 15 

第4週 
Kramer vs. Kramer 

introduction 
Discuss gender roles 

Brainstorm: What makes a 

good/bad parent? 
15 

 
Write a prediction for the 

second half of the film. 
15 

第5週 Kramer vs. Kramer 

Answer comprehension 

questions about Kramer vs. 

Kramer 

Review what you’ve seen 

so far. 
15 

 
Finish comprehension 

questions. 
15 

第6週 
Kramer vs. Kramer 

discussion, Unit 11 

Reflect on discussion 

questions about Kramer vs. 

Kramer, be able to give 

their opinions on aspects 

of movies. 

Review your 

comprehension questions 

and the film plot. 

Finish discussion 

questions and any 

unfinished work for 

semester 2. 

15 

 

Reflect on the film 15 



第7週 
Family Essay 

Project 

Write an essay giving a 

personal opinion about 

characters in a film. 

Brainstorm: What makes a 

good/bad movie? 
15 

 
What movies have 

influenced your life 
15 

第8週 Silent Films 2 

Summarize and give their 

opinions about silent 

films 

Review silent films 

from spring semester 
15 

 
Finish silent film 

summaries 
15 

第9週 
District 9 

Introduction 

Discuss race issues and 

the South African 

apartheid  

Brainstorm: What do you 

know about racism? 
15 

 
Write a prediction for the 

second half of the film. 
15 

第10週 District 9  

Answer comprehension 

questions about District 

9 

Review what we’ve seen 

so far 
15 

 
Finish comprehension 

questions 
15 

第11週 
District 9 

Discussion 

Reflect on discussion 

questions about District 

9 

Review your 

comprehension questions 

and the film plot. 

15 

 

Finish discussion 

questions 
15 

第12週 
The Secret Life of 

Walter Mitty 

introduction 

Understand the history of 

Walter Mitty 

Brainstorm: What are you 

going to do in the 

future? 

15 

 

Write a prediction for the 

second half of the film. 
15 

第13週 
The Secret Life of 

Walter Mitty 

Answer comprehension 

questions about Walter 

Mitty 

Review what you’ve seen 

so far. 
15 

 
Finish comprehension 

questions. 
15 

第14週 
The Secret Life of 

Walter Mitty 

discussion 

Reflect on discussion 

questions about Walter 

Mitty 

Review your 

comprehension questions 

and the film plot. 

15 

 

Choose a movie on your own 

to write a film review 
15 

第15週 Final Project 
Write a comprehensive 

film review 

Review the elements 

from the units to write 

film review. 

15 

 

Share the film review 

with the class 
15 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 
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科目名 クラス 

システム開発演習Ⅱ グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 実技 田村景明 

キーワード 科目概要 

Webプログラミング 

PHP 

多言語 

サーバ 

Linuxプログラミング 

C 

ソフトウェアシステム 

インターネットの発達とグローバル化により，ソフトウェアシステ 

ムは，様々な国・文化・言語のユーザが利用することを前提としな 

ければならない．本科目では，このようなグローバルな環境におけ 

る実用的なソフトウェアシステムの開発能力を身につけることを目 

的とする．グローバル化に対応したソフトウェアシステムに必要な 

機能・要件とは何かを学び，その上で前年度までに習得したプログ 

ラミングの知識と技術・システム開発に必要な開発プロセス，これ 

らの知識を応用し実践する演習を行う． 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

①「配布資料」，教員作成 

①「たった２日でわかるLinuxサーバ

ー」，中島能和，秀和システム 

②「Linux標準教科書v2」，LPI-JAPAN 

③そのた授業で使用した教科書． 

科目：ネットワーク基礎Ⅱ，ネットワ

ークシステムⅡ，システム開発演習Ⅰ 

資格：ドットコムマスター 

     

評価方法 

評価項目 小テスト 課題     計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 30 70     100 50 

後学期 40 60     100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い，通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

・小テストは理解度把握のためであり，年間５回程度行う．公欠時は改めてテストを実施する． 

 課題はその都度出題，提出する．授業は演習を中心とし，実験室で行う． 

・各学期について評価項目に関係なく，欠課（100分授業）につき４点，遅刻・早退１回につき１

点それぞれ減点する．また，学生便覧の諸規則等を全うしない学生について，注意しても改善

が見られない場合は，評価項目に関係なく減点する． 

受講上のアドバイス 

・学生便覧の卒業条件の前文に「平素学生の本分を全うし，かつ勉学に精励したものと認められる者」とある．

これに従い減点項目のため不合格となる場合もあることを自覚する． 

・各自パソコンを用意し，手を動かし理解を深めること． 

科目の達成目標 

① PHP言語を理解できる． 

② プログラムを日本語化対応にできる． 

③ Webプログラムを作成できる． 

④ Webプログラミングのしくみを理解できる． 

⑤ Linuxプログラミングを理解できる． 

⑥ C言語の基本を理解できる． 

関連する本校の学習・教育目標 専門力 

問い合わせ・質問先 2階館210室 

オフィスアワー 月・木曜日 17:00～17:30（要予約） 



 

クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 
ガイダンス 

演習の環境構築① 

授業内容を理解できる． 

環境（OS）を整備できる． 

  
 

Linuxについて理解を深める． 30 

第2週 
演習の環境構築② 

webプログラミング 

webプログラミングに必要な環境

（サーバ）を構築できる． 

資料の指定箇所を読む 15 
 

Linuxの動作確認をする． 20 

第3週 文字コード 文字コードを理解できる． 
資料の指定箇所を読む 15 

 
学習した操作の復習 20 

第4週 HTTPプロトコル HTTPプロトコルを理解できる． 
資料の指定箇所を読む 15 

 
学習した操作の復習 20 

第5週 webプログラム① 
webプログラミングを理解でき

る． 

．資料の指定箇所を読む． 15 
 

学習した操作の復習 20 

第6週 
webプログラム② 

第１回小テスト 

webプログラミングを作成でき

る．  

小テスト範囲を勉強する． 40 
 

学習した操作の復習 20 

第7週 セキュリティ 
webプログラミングのセキュリテ

ィーを理解できる． 

資料の指定箇所を読む． 15 
 

学習した操作の復習 20 

第8週 Webプログラムの実践 
Webプログラムを考えることがで

きる． 

指定資料を読む． 15 
 

学習した操作の復習 20 

第9週 
第２回小テスト 

企画書作成 

開発したいWebプログラムを企画

書としてまとめることができる． 

小テスト範囲を復習する． 40 
 

学習した操作の復習 20 

第10週 仕様書作成 仕様書を作成できる． 
資料の指定箇所を読む 15 

 
学習した操作の復習 20 

第11週 
開発（設計・実装テス

ト） 
開発ができる． 

資料の指定箇所を読む 15 
 

学習した操作の復習 20 

第12週 
開発（設計・実装テス

ト） 
開発ができる 

資料の指定箇所を読む 15 
 

学習した操作の復習 20 

第13週 
開発（設計・実装テス

ト） 
開発ができる． 

資料の指定箇所を読む 15 
 

学習した操作の復習 20 

第14週 ドキュメントの作成 
開発したプログラムのドキュメン

トを作成できる． 

資料の指定箇所を読む． 15 
 

学習した操作の復習 20 

第15週 
まとめ 

小テスト返却 

Webプログラムについて，まと

め，報告書にできる． 

資料の指定箇所を読む 15 
 

自己点検・自己評価． 20 

      

      

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 
・Unix（Linux）システ

ムの哲学 

・環境整備 

Unix（Linux）について説明でき

る． 

指定資料を読む． 15 

 プログラム開発環境を整備す

る． 
20 

第2週 Linuxプログラミング① 
Linuxプログラミングを理解でき

る． 

指定資料を読む 15 

 Unix（Linux）について理解を

深める． 
20 

第3週 Linuxプログラミング② 
各種言語で簡単なプログラムを実

行できる． 

指定資料を読む 15 
 

学習した操作の復習 20 

第4週 変数と配列 メモリ割り当てを理解できる． 
資料を読む． 15 

 
学習した内容を理解する． 20 

第5週 
第３回小テスト 

制御構造① 
条件判断処理を理解できる． 

小テスト範囲 40 
 

学習した内容を理解する． 20 

第6週 制御構造② 繰り返しを理解できる． 
指定資料を読む 15 

 
学習した内容を理解する． 20 

第7週 ポインタと文字列① アドレスと値を理解できる． 
指定資料を読む． 15 

 
学習した内容を理解する． 20 

第8週 ポインタと文字列② 
ポインタによる表現を理解でき

る． 

指定資料を読む 15 
 

学習した内容を理解できる． 20 

第9週 
第４回小テスト 

関数① 
関数について理解できる． 

小テストの範囲を復習する． 40 
 

学習した内容を理解する． 20 

第10週 関数② ライブラリを利用できる． 
指定資料を読む 15 

 
学習した内容を理解する． 20 

第11週 構造体 
メモリ上でのデータ保存を理解で

きる． 

指定資料を読む 15 
 

学習した内容を理解できる． 20 

第12週 ファイル入出力① 
ファイルの読み書きを理解でき

る． 

指定資料を読む 15 
 

学習した内容を理解できる． 20 

第13週 ファイル入出力② 
標準入出力によるコマンドを理解

できる． 

指定資料を読む 15 
 

学習した内容を理解できる． 20 

第14週 
第5回小テスト 

簡単なソフトウェアシス

テムの開発 

ソフトウェアシステムを理解でき

る． 

小テスト範囲を復習する． 40 
 

学習した内容を理解する． 20 

第15週 
小テスト返却 

自己点検・自己評価 
自己点検・自己評価できる． 

  
 

自己点検・自己評価． 15 

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 

 

 



2019年度 学習支援計画書 
 

科目名 クラス 

マーケティングⅡ グローバル情報学科 ５年 

必修・選択 単位数 開講学期 種別 担当教員 

選択 履修 ２ 通年 講義 鈴木康允 

キーワード 科目概要 

管理会計・損益分岐点, 

ＳＴＰ・４Ｐ, 

ＣＲＭ, 

マーケティングリサーチ, 

トレンド分析, 

統計解析 

現在のマーケティングでは、社会に散在するデータを集め、そこから意味の

ある情報を取り出し、製品やサービスの着想・販売促進などに結びつける能

力が有用となっている。それを身につけるための知識と技術を学ぶ。 

特に、インターネットを用いたマーケティング情報の収集、統計手法を用い

たマーケティング情報の整理・集約について学ぶ。 

整理・集約の結果からマーケティングに関する提案ができるようになること

が、本科目の主たる目的である。 

教科書 参考書 関連する科目・資格 

指定しない。 

①「現代マーケティング論」， 

武井寿等，実教出版 

②「ｺﾄﾗｰの予測不能時代のﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ」，齋藤慎子訳，東洋経済新報

社 

科目：マーケティングＩ、情報・統

計理論 

資格： 

評価方法 

評価項目 定期試験 小テスト レポート 学習態度   計 
学年評価に 

対する割合(%) 

前学期 30 50 10      10   100 50 

後学期 0 70 20 10   100 50 

学 年 評 価 (評価は前・後学期で行い、通知表は前・後学期と学年評価で示す) 100 

備 考 

定期試験：前学期の15週後に行い、終了後内容の説明と自己点検を行う。 

小テスト：前学期→当日の授業実施内容に関連した形で実施する。（10点×5回） 

     後学期→発表（中間発表 10点×5回 最終発表 1回×20点） 

レポート：各種データ解析結果を基にグループ間で討議し、レポートとしてまとめ提出・発表す

る。（前学期 10点×1回  後学期 20点×1回） 

授業態度等：レポート発表時の発表態度等で評価する。 

受講上のアドバイス 

マーケティングⅠで修得した内容を実務に活かすための実習中心の授業を行う。 

科目の達成目標 

① マーケティングリサーチ方法を理解できる 

② マーケティングリサーチデータを分析することが出来る。 

③ 分析データをもとにマーケティングミックス（STP-4P）について提案できる。 

④ ビジネスモデルをイメージし、ホームページを作成できる。 

⑤ ホームページにgoogle analyticsを組込み、市場の動きを分析・把握できる。 

⑥ ビジネスモデルを提案できる。 

関連する本校の学習・教育目標 創造性、専門性 

問い合わせ・質問先 2階218室  又は LC 209室 

オフィスアワー 前学期：火曜日 13：10～14：00 後学期：月曜日 13：10～14：00 

 



クラス番号  氏名  

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

前
学
期 

第1週 ガイダンス 
マーケティングリサーチを理解す

る。 

  
 

マーケティングリサーチの復習 10 

第2週 現在及び将来欲しい物 
データの解析法を理解する。 

【小テスト１】 

  
 

分析ツール活用の復習 20 

第3週 
インターネット情報の活

用 

インターネット情報の解析法を理

解する。【小テスト２】 

  
 

分析ツール活用の復習 20 

第4週 
インターネット情報の活

用 

インターネット情報の解析法を理

解する。【小テスト３】 

  
 

分析ツール活用の復習 20 

第5週 解析結果の発表 

解析結果のレポートまとめ・発表

により解析結果から推察能力を高

める。【レポート１】 

  
 

解析まとめの充実 30 

第6週 ターゲットの捉え方 
ＣＲＭの概要を理解する。 

【小テスト４】 

  
 

分析ツール活用の復習 30 

第7週 顧客の見方 顧客の見方を理解する。 
  

 
顧客行動パターンの復習 10 

第8週 価値とは 
対象顧客と価値の考え方を理解す

る。 

  
 

バリューチェーンの復習 20 

第9週 市場の捉え方 国際的な考え方を身に付ける。 
  

 
グローバルビジネスの復習  

第10週 マーケティングとＩＣＴ 

ＩＣＴを活用したマーケティング

の概要を理解する。工大経営情報

学科齋藤教授 

  
 

ＩＣＴ活用の復習 20 

第11週 国際社会の見方 
各国のトレンドの異なることを理

解する。【小テスト５】 

  
 

Googleトレンドの活用 20 

第12週 国際基準 国際基準の重要性を理解する。 
  

 
ＩＳＯの理解と復習 10 

第13週 マーケティング演習 
インターネット情報を基に解析、

発表を行う。 

  
 

演習の復習 30 

第14週 マーケティング演習 
インターネット情報を基に解析、

発表を行う。 

  
 

演習の復習 30 

第15週 前期授業の振り返り 
授業の内容を振り返り、理解でき

る。 

  
 

理解度確認テストに向け復習 40 

 定期試験     

 試験返却・自己点検     

 

  



    

 

週 授業項目 授業の達成目標 
授業の学習課題 

（上段:予習・下段:復習） 

時間 

(分/週) 
点検 

後
学
期 

第1週 後学期ガイダンス 
起業ビジネスモデルの概要を理解

する。 

  
 

  

第2週 親和図法による絞込み 

親和図法によるビジネス検討を理

解し、起業分野を絞込む。【第1

回発表・評価】 

起業アイデアの検討 20 
 

内容充実 20 

第3週 起業分野の差別化検討 

絞込んだ内容の差別化を検討し、

STP-4Pを決定する。 

【第2回発表・評価】 

  
 

STP-４P内容の充実 20 

第4週 
プロモーション戦略の検

討 

第3週で決定したSTP-4Pについて

プロモーション戦略を検討する。 

【第3回発表・評価】 

  
 

プロモーション戦略の充実 20 

第5週 
ホームページ構成案の策

定 

プロモーション戦略を具体的イメ

ージに落込みホームページ構成案

を作成する。【第4回発表・評

価】 

  

 
内容見直し・充実 20 

第6週 ホームページの作成 
作成した内容を検討 

（経営情報学科 徳永教授担当） 

  
 

内容充実 20 

第7週 ホームページの作成 
作成した内容を検討 

（経営情報学科 徳永教授担当） 

  
 

内容充実 20 

第8週 ホームページの作成 
ホームページ構成の完成 

（経営情報学科 徳永教授担当） 

  

 
内容充実 20 

第9週 
Google Analyticsの組込

み 

完成したホームページに意図する

データが得られるようにgoogle 

analyticsを組込む。 

（経営情報学科 徳永教授担当） 

  

 
組込み完成 

20 

第10週 成果の発表 

ホ ー ム ペ ー ジ 内 容 と google 

analyticsの内容と意図を発表す

る。【第5回発表・評価】 

  

 
発表評価による見直し 20 

第11週 データ解析 

高専学生を対象に得られたデータ

を解析し、ホームページ内容を見

直す。 

  
 

内容充実 20 

第12週 データ解析・評価 

第11週データとの比較によりホー

ムページ見直しの評価を行う。 

 

  
 

内容充実 20 

第13週 STP-4Pの見直し 
第13週までに得られたデータを解

析し、STP‐４Pを見直す。 

  
 

内容充実 20 

第14週 最終まとめ 
各種解析結果を基に最終レポート

の作成及び最終発表用PPの作成 

  
 

レポート・PP充実 60 

第15週 
最終発表及びレポート提

出 

レポート提出・PPによる最終発表 

【最終発表・評価、レポート提

出】 

  
 

  

      

      

点検（自己評価）：授業の達成目標に対しよく理解できた ← A B C D E → まったくわからない 
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