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【教科目名】 情報基礎 

 

【教科目責任者】 飯村 果苗 

 

【対象学科・コース】 

ＩＴものつくり学科 

ＡＩ・システム開発コース 

情報処理コース 

ロボット・ＩоＴコース 

ＩＴものつくり学科 

ＡＩ・システム開発コース 

情報処理コース 

ロボット・ＩоＴコース 

 

【学習の目的・趣旨】 

IT が欠かせない現代において、仕事の現場で他者との意思疎通をはかり業務を遂行するために

は、IT分野の専門知識・技術が必要とされています。 

この教科目は、IT 分野の様々な専門知識・技術の修得や Excel の利活用技術を学び、仕事の現場

で必要とされる ITスキルを身に付けます。 

また、IT に関する一定の知識・技術を備えていることを証明する以下の国家試験合格を目指しま

す。 

・経済産業省基本情報技術者試験 

・経済産業省応用情報技術者試験 

・経済産業省 ITパスポート試験 等 

 

【授業構成】 

【番号】 【授業科目名】 【対象コース】 【学習時期】 

１ ＩＴものつくり概論 ＡＩ・システム開発、情報処理、ロボット・ＩｏＴ １年前期 

２ ＩＴ基礎知識ａ ＡＩ・システム開発、情報処理、ロボット・ＩｏＴ １年前期 

３ ＩＴ基礎知識ｂ ＡＩ・システム開発、情報処理、ロボット・ＩｏＴ １年前期 

４ ＩＴ基礎知識ｃ ＡＩ・システム開発、情報処理、ロボット・ＩｏＴ １年前期 

５ 表計算 ＡＩ・システム開発、情報処理、ロボット・ＩｏＴ １年前期 

６ 情報処理試験対策Ⅰ ＡＩ・システム開発、情報処理、ロボット・ＩｏＴ １年前期 

７ 情報処理試験対策Ⅱａ ＡＩ・システム開発、情報処理、ロボット・ＩｏＴ １年後期 

８ 情報処理試験対策Ⅱｂ ＡＩ・システム開発、情報処理、ロボット・ＩｏＴ １年後期 

９ 情報処理試験対策Ⅱｃ ＡＩ・システム開発、情報処理、ロボット・ＩｏＴ １年後期 

１０ 情報処理試験対策Ⅲａ ＡＩ・システム開発、情報処理、ロボット・ＩｏＴ ２年前期 

１１ 情報処理試験対策Ⅲｂ ＡＩ・システム開発、情報処理、ロボット・ＩｏＴ ２年前期 

１２ 情報処理試験対策Ⅲｃ ＡＩ・システム開発、情報処理、ロボット・ＩｏＴ ２年前期 
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【授業科目名】 情報処理試験対策Ⅱａ （授業形態：演習） 

 

【教科目名】 情報基礎 【単位数】 ２単位 

【学科名】 ＩＴものつくり学科 

【コース】 

ＡＩ・システム開発コース 

情報処理コース 

ロボット・ＩｏＴコース 
【学習時期】 後 期 

【年次】 １年次 【授業時間数】 ６０Ｈ 

【授業担当者】 長山 努 [実務経験]通信会社での法人営業 

【学習目標】 

ＩＴの知識や技術を持つ人材は、多くの産業分野において必要不可欠とされ

ており、仕事に必要な一定の技術力を備えていることを証明するには資格試

験に合格する必要があります。この授業では、経産省基本情報技術者試験

（午後）の「情報セキュリティ、ハードウェア、ソフトウェア、データベー

ス、ネットワーク、ソフトウェア設計」の受験対策を行い、合格を目指しま

す。 

【授業計画】 

 授 業 内 容 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

情報セキュリティ 

ハードウェア 

ソフトウェア 

データベース 

ネットワーク 

ソフトウェア設計 

ソフトウェア設計 

中間試験、情報セキュリティ 

情報セキュリティ 

過去問演習① 

過去問演習② 

過去問演習③ 

過去問演習④ 

過去問演習⑤ 

過去問演習⑥ 

期末試験 

 
※授業の進度によっては、内容に変更が生じる場合があります。 

【資格との関連】 

経済産業省 ＩＴパスポート試験 

経済産業省 基本情報技術者試験 

経済産業省 応用情報技術者試験 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題、小テスト、定期試験（または課題）等によ

り総合的に評価します。 

【教科書】 
2022 基本情報技術者 午後試験対策書     （アイテック） 

基本情報技術者午後問題集            （インフォテック・サーブ） 

【参考資料】 授業中に配布する資料 

【留意事項】 

資格試験に合格するには、まずは授業をきちんと受講すること、そのうえで

数多くの過去問題を繰り返し解き実力を養うことが大切です。問題演習では

過去問題を丸暗記するのではなく、問題を解くために必要な知識を補うとと

もに文章を読む力、物事を論理的に考える力を身に付けることを心掛けまし

ょう。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 
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【授業科目名】 情報処理試験対策Ⅱｂ （授業形態：講義） 

 

【教科目名】 情報基礎 【単位数】 ２単位 

【学科名】 ＩＴものつくり学科 

【コース】 

ＡＩ・システム開発コース 

情報処理コース 

ロボット・ＩоＴコース 
【学習時期】 後 期 

【年次】 １年次 【授業時間数】 ３０Ｈ 

【授業担当者】 佐藤 宏一郎 [実務経験]システム設計業務・国家試験対策 

【学習目標】 

目標資格である基本情報技術者試験の午後問題で出題される、マネジメント・

ストラテジについて問題演習を行うことにより、前期に学んだ内容の理解を深

め、応用力を身に付け、基本情報技術者試験合格を目指します。 

【授業計画】 

 授 業 内 容 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

プロジェクトマネジメント① 

プロジェクトマネジメント② 

サービスマネジメント① 

サービスマネジメント② 

システム戦略① 

システム戦略② 

経営戦略・企業と法務① 

中間試験 

経営戦略・企業と法務② 

過去問演習① 

過去問演習② 

過去問演習③ 

過去問演習④ 

過去問演習⑤ 

過去問演習⑥ 

期末試験 
 

※授業の進度によっては、内容に変更が生じる場合があります。 

【資格との関連】 

経済産業省 ＩＴパスポート試験 

経済産業省 基本情報技術者試験 

経済産業省 応用情報技術者試験 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題、定期試験（中間・期末）等により総合的に評

価します。 

【教科書】 
2022 基本情報技術者 午後試験対策書     （アイテック） 

基本情報技術者午後問題集            （インフォテック・サーブ） 

【参考資料】 基本情報技術者試験関連書籍、関連サイト 

【留意事項】 

基本情報技術者試験の午後問題は基本的な知識に加え、応用力が必要となりま

す。一つ一つの問題をしっかり理解することにより応用力を身に付けてくださ

い。基本情報技術者試験合格に向けて、授業だけではなく自宅学習もしっかり

行い、より多くの問題を解くことにより、実力を養ってください。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 
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【授業科目名】 情報処理試験対策Ⅱｃ （授業形態：演習） 

 

【教科目名】 情報基礎 【単位数】 ２単位 

【学科名】 ＩＴものつくり学科 

【コース】 

ＡＩ・システム開発コース 

情報処理コース 

ロボット・ＩｏＴコース 
【学習時期】 後 期 

【年次】 １年次 【授業時間数】 ６０Ｈ 

【授業担当者】 飯村 果苗、海老原 広行 

【学習目標】 

目標資格である基本情報技術者試験の午後問題で出題される、データ構造及

びアルゴリズム、ソフトウェア開発について問題演習を行うことにより、前

期に学んだ内容の理解を深め、応用力を身に付け、基本情報技術者試験合格

を目指します。 

【授業計画】 

 授 業 内 容 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

データ構造及びアルゴリズム① 

ソフトウェア開発① 

データ構造及びアルゴリズム② 

ソフトウェア開発② 

データ構造及びアルゴリズム③ 

ソフトウェア開発③ 

データ構造及びアルゴリズム④ 

中間試験、疑似言語とは何か 

疑似言語の仕様 

疑似言語を読む練習 

疑似言語を読む練習の仕上げ 

アルゴリズム問題の解き方のコツ 

アルゴリズム問題演習 

総合演習① 

総合演習② 

期末試験 
 

※授業の進度によっては、内容に変更が生じる場合があります。 

【資格との関連】 

経済産業省 ＩＴパスポート試験 

経済産業省 基本情報技術者試験 

経済産業省 応用情報技術者試験 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題、定期試験（中間・期末）等により総合的に

評価します。 

【教科書】 

情報処理教科書 基本情報技術者試験のアルゴリズム問題がちゃんと解ける本 

第 2 版                   （翔泳社） 

2022 基本情報技術者 午後試験対策書     （アイテック） 

基本情報技術者午後問題集            （インフォテック・サーブ） 

改訂 4 版 基本情報技術者 らくらく突破 表計算（翔泳社） 

【参考資料】 基本情報技術者試験関連書籍、関連サイト 

【留意事項】 

基本情報技術者試験の午後問題は基本的な知識に加え、応用力が必要となり

ます。一つ一つの問題をしっかり理解することにより応用力を身に付けてく

ださい。基本情報技術者試験合格に向けて、授業だけではなく自宅学習もし

っかり行い、より多くの問題を解くことにより、実力を養ってください。 
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【教科目名】 情報技術 

 

【教科目責任者】 海老原 広行 

 

【対象学科・コース】 

ＩＴものつくり学科 

ＡＩ・システム開発コース 

情報処理コース 

ロボット・ＩｏＴコース 

 

 

【学習の目的・趣旨】 

実社会におけるＩＴ化が日々進歩する現代において、「情報システム」は欠かすことができませ

ん。通常、情報システムは、その開発を専門とする業界のエンジニアにより、設計・開発されま

す。日々発生する膨大な情報を正確かつ迅速に処理し、社会の発展に役立てていくためには、如

何に利用者の要求を満たすシステムを構築するかが重要です。 

この教科目は、情報システムの開発（特に実装）に必要なプログラミング技術、ネットワーク、

クラウドに関する概念、リレーショナルデータベースの操作言語であるSQLやデータベースの運用

管理に関する知識・技術などを基礎から応用まで学びます。 

将来ＩＴエンジニアとして仕事をしていくためには、修得しなければならない重要なスキルのひ

とつです。 

 

【授業構成】 

【番号】 【授業科目名】 【対象コース】 【学習時期】 

１ プログラミング基礎 ＡＩ･システム開発、情報処理、ロボット･ＩｏＴ １年前期 

２ データベース ＡＩ･システム開発、情報処理、ロボット･ＩｏＴ １年前期 

３ ネットワーク技術 ＡＩ･システム開発、情報処理、ロボット･ＩｏＴ １年後期 

４ ＩоＴプログラミング ＡＩ･システム開発、情報処理、ロボット･ＩｏＴ １年後期 
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【授業科目名】 ネットワーク技術 （授業形態：講義） 

 

【教科目名】 情報技術 【単位数】 ２単位 

【学科名】 ＩＴものつくり学科 
【コース】 ＡＩ・システム開発コース 

【学習時期】 後 期 

【年次】 １年次 【授業時間数】 ３０Ｈ 

【授業担当者】 水越 武 

【学習目標】 

今日の社会は、「ネットワーク技術」無くしては社会活動が成立しない世の中

になっています。この授業では、Linux の代表的なOSである CentOS を使用し

て、基本操作から各種サーバーの構築、セキュリティ設定などのネットワー

ク技術を学ぶとともに、経産省情報処理技術者試験に出題されるネットワー

ク分野の過去問題の内容が理解できるようになることを目標とします。 

【授業計画】 

 授 業 内 容 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

オリエンテーション、VMware Workstation Player のインストール 

サーバー構築の基本知識、CentOS ７のインストール 

Linux 操作の基本コマンド（１） 

Linux 操作の基本コマンド（２） 

ネットワークの設定 

ユーザー・グループの管理、ファイル所有者と所有グループの管理 

ハードリンクとシンボリックリンク 

中間試験（または課題） 

ネットワークセキュリティ 

Web サービス（１） 

Web サービス（２） 

リモートアクセス、FTP サーバーの構築 

ファイル共有 

システムクロックとハードウェアクロック 

シェルスクリプト 

期末試験（または課題） 
 

※授業の進度によっては、内容に変更が生じる場合があります。 

【資格との関連】 

経済産業省ＩＴパスポート試験 

経済産業省基本情報技術者試験 

経済産業省応用情報技術者試験 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題、小テスト、定期試験（または課題）等によ

り総合的に評価します。 

【教科書】 授業中に配布する資料 

【参考資料】 Linux・ネットワーク関連書籍、関連サイト 

【留意事項】 

「プログラミング、ネットワーク、データベース」はＩＴエンジニアとして

修得すべき重要な技術要素です。一度だけでは理解できないことは、何度も

繰り返し学習して理解できるように努めましょう。また、欠席や遅刻がある

と授業に支障をきたしますので、遅れた場合は必ず次の授業までに放課後等

を利用して遅れを取り戻しておいてください。 
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【授業科目名】 ＩｏＴプログラミング （授業形態：演習） 

 

【教科目名】 情報技術 【単位数】 ３単位 

【学科名】 ＩＴものつくり学科 

【コース】 

ロボット・ＩｏＴコース 

ＡＩ・システム開発コース 

情報処理コース 
【学習時期】 後 期 

【年次】 １年次 【授業時間数】 ９０Ｈ 

【授業担当者】 鈴木 信也［実務経験］エンジン制御・画像認識・モバイルサービスに従事 

【学習目標】 

Internet of Things(ＩｏＴ)やＡＩという技術抜きでは、これからのＩＴ時代

は語れません。ＩｏＴは、マイクロコンピュータを含む電子技術、無線通信技

術、プログラミング技術によって成り立っています。ここでは、ＩｏＴシステ

ムを成立させるそれらの技術の基礎を学び、実際に回路を組みプログラミング

することでその技術に触れて貰います。 

【授業計画】 

 授 業 内 容 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

ＩｏＴ概要１（ＩｏＴシステム・端末・ESP32） 

ＩｏＴ概要２（ＩｏＴネットワーク・プロトコル） 

電子回路手始め１（オームの法則など） 

電子回路手始め２（ブレッドボードの使い方など） 

電子回路手始め３（MicroPython インストールなど） 

Python の復習と MicroPython でのデバッグ作業 

アナログセンサと AD変換 

デジタルセンサと I2C 接続、中間試験（または中間課題） 

デジタルセンサと液晶表示 

サーボモーターの駆動 

PC との通信及びデータの共有１ 

PC との通信及びデータの共有２ 

ＩｏＴシステムの制作１ 

ＩｏＴシステムの制作２ 

ＩｏＴシステムの制作３  

期末試験（または期末課題） 
※授業の進度によっては、内容に変更が生じる場合があります。 

【資格との関連】 経済産業省基本情報技術者試験 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題、小テスト、定期試験（または課題）等により

総合的に評価します。 

【教科書】 授業中に配布する資料 

【参考資料】 わかる Python[決定版]、授業中に配布する資料 

【留意事項】 

授業の課題や問題を考えるだけでなく、資格試験で学んでいる電子技術・コン

ピュータ・ネットワークなどの技術が、実世界でどのように使われているかを

考えることがＩｏＴを理解する第一歩になります。 

【実務経験のある教員等による授業科目】 
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【教科目名】 企業実習 

 

【教科目責任者】 小泉 秀哲 

 

【対象学科・コース】 

ＩＴものつくり学科 

ＡＩ・システム開発コース 

情報処理コース 

ロボット・ＩｏＴコース 

ＩＴものつくり学科 

ＡＩ・システム開発コース 

情報処理コース 

ロボット・ＩｏＴコース 

 

【学習の目的・趣旨】 

将来の仕事を考える上で、業界・企業・事業内容を理解する必要があります。また、どんな仕事

を、誰が、何のためにやっているのか、その仕事のやりがいや面白さは何なのか、なども理解する

必要があります。 

この教科目では、当学科が目指す職業の現場実習を通して、働く上での心構えや仕事へ取り組む姿

勢を学ぶとともに、授業の中で習得する知識や技術が実践でどのように活かされているか等、経験

を通して理解します。 

現場の評価を謙虚に受けとめ、実習で得たことを授業や就職へ活かしましょう。 

 

【授業構成】 

【番号】 【授業科目名】 【対象コース】 【学習時期】 

１ 企業実習Ⅰ ＡＩ・システム開発、情報処理、ロボット・ＩｏＴ １年後期 

２ 企業実習Ⅱ ＡＩ・システム開発、情報処理、ロボット・ＩｏＴ ２年後期 
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【授業科目名】 企業実習Ⅰ （授業形態：実習） 

 

【教科目名】 企業実習 【単位数】 １単位 

【学科名】 ＩＴものつくり学科 

【コース】 

ＡＩ・システム開発コース 

情報処理コース 

ロボット・ＩｏＴコース 
【学習時期】 後 期 

【年次】 １年次 【授業時間数】 ６０ Ｈ 

【授業担当者】 小泉 秀哲 [実務経験]メーカーでの SE 業務・学習塾運営・外部講師 

【学習目標】 

当学科が目指す職業の現場実習を通して、職業人としての心構えや仕事へ取

り組む姿勢を学ぶことを目的とします。 

そのために、企業と連携し実務への理解を促すとともに、業務への責任感、

仕事に対する喜びややりがいの醸成を行ないます。 

【授業計画】 

 授 業 内 容 

10 Ｈ 

 

 

 

 

 

40 Ｈ 

 

 

 

 

 

 

10 Ｈ 

 

学内オリエンテーション 

 実習内容の確認 

スケジュールの確認 

ビジネスマナー指導 

 職業観・実習の目的・達成目標の共有 

実習における諸注意 

企業内での実務実習 

 挨拶、身だしなみ 

清掃、整理整頓 

 指示の受け方 

報告・連絡・相談 

 実務の体験 

報告書作成 

実習の振り返り 
 

※授業の進度によっては、内容に変更が生じる場合があります。 

【資格との関連】 特になし 

【成績評価方法】 
実習評価項目に従い、現場指導者に実習評価をいただき、その評価を元に、

担当教員が成績評価・単位認定を行います。 

【教科書】 入社１年目ビジネスマナーの教科書（プレジデント社） 

【参考資料】 プリント配布 

【留意事項】 
１月～３月にかけて、企業実習を行います。 

準社会人として責任ある行動を心掛けてください。 

 

 

  

【実務経験のある教員等による授業科目】 
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【教科目名】 ＩＴものつくり選択 

 

【教科目責任者】 水越 武 

 

【対象学科・コース】 

ＩＴものつくり学科 

ＡＩ・システム開発コース 

情報処理コース 

ロボット・ＩｏＴコース 

ＩＴものつくり学科 

ＡＩ・システム開発コース 

情報処理コース 

ロボット・ＩｏＴコース 

 

【学習の目的・趣旨】 

ＩＴものつくり学科で目指す卒業後の進路は多岐にわたります。社会に出たときに必要となる

知識やスキルは、職場により異なり、特に専門性が高くなる分野ほど、その傾向は強くなりま

す。この教科目では、各コースの専門性を高めるため、ＡＩ・システム開発コースでは高度な

プログラミング・システム開発に関する学習を、情報処理コースではＩＣＴ利活用技術に関し

て学習を、ロボット・ＩｏＴコースでは製造・機械・制御に関する学習をします。 

専門性が高いため選択した内容の目標到達点が高く時間もかかりますが、途中で諦めることな

く頑張って学習しましょう。 

 

【授業構成】 

【番号】 【授業科目名】 【対象コース】 【学習時期】 

１ Java プログラミング ＡＩ・システム開発 １学年後期 

２ ＡＩプログラミング ＡＩ・システム開発 ２学年前期 

３ システム設計 ＡＩ・システム開発 ２学年前期 

４ モバイルアプリ開発 ＡＩ・システム開発 ２学年前期 

５ Web システム開発 ＡＩ・システム開発 ２学年前期 

６ システム開発ａ ＡＩ・システム開発 ２学年後期 

７ システム開発ｂ ＡＩ・システム開発 ２学年後期 

８ Ｗｅｂサイト制作 ＡＩ・システム開発、情報処理 １学年後期 

９ 画像処理 情報処理 ２学年前期 

１０ Ｅｘｃｅｌ応用 情報処理 ２学年前期 

１１ コンピュータ会計 情報処理 ２学年前期 

１２ Web プログラミングⅠ 情報処理 ２学年前期 

１３ Web プログラミングⅡ 情報処理 ２学年後期 

１４ ＩＣＴクラウド活用 情報処理 ２学年後期 

１５ ＣＡＤ 情報処理、ロボット・ＩｏＴ １学年後期 

１６ 電気工事Ⅰ ロボット・ＩｏＴ １学年後期 

１７ メカトロニクス ロボット・ＩｏＴ ２学年前期 

１８ ＣＡＤ･ＣＡＭ ロボット・ＩｏＴ ２学年前期 

１９ 電気工事Ⅱ ロボット・ＩｏＴ ２学年前期 

２０ シーケンス制御 ロボット・ＩｏＴ ２学年前期 

２１ ＮＣプログラミング ロボット・ＩｏＴ ２学年後期 

２２ 組込プログラミング ロボット・ＩｏＴ ２学年後期 
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【授業科目名】 Java プログラミング （授業形態：演習） 

 

【教科目名】 ＩＴものつくり選択 【単位数】 ２単位 

【学科名】 ＩＴものつくり学科 

【コース】 

ＡＩ・システム開発コース 

情報処理コース 

ロボット・ＩｏＴコース 
【学習時期】 後 期 

【年次】 １年次 【授業時間数】 ６０Ｈ 

【授業担当者】 小泉 秀哲 [実務経験]メーカーでの SE 業務・学習塾運営・外部講師 

【学習目標】 

Webシステムの開発の多くの現場では Java言語が使用されています。この授

業では、まず Javaの基礎をしっかりと学習し、Webシステムの開発について

学びます。 

【授業計画】 

 授 業 内 容 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Java 言語に触れる 

Java 言語のプログラム構成・プログラムの作成 

Java 言語の基本 

出力・変数・算術演算子と式・型変換と文字列の扱い 

条件分岐と繰り返し 

条件分岐・論理演算子 

処理の繰り返し・配列 

中間試験（または中間課題） 

メソッド（クラスメソッド） 

メソッドの引数・メソッドの戻り値・オーバーロード 

クラスの基本 

クラスの一歩進んだ使い方 

継承 

フィールドとメソッドの継承・継承関係とコンストラクタの動き 

抽象クラスとインターフェース 

期末試験（または期末課題） 
 

※授業の進度によっては、内容に変更が生じる場合があります。 

【資格との関連】 サーティファイ Java プログラミング能力認定試験３級（１月） 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題、定期試験（または定期課題）等により総合

的に評価します。 

【教科書】 
Java 入門編 第３版 ゼロからはじめるプログラミング（翔泳社） 

Java プログラミング能力認定試験３級 過去問題集（サーティファイ） 

【参考資料】 授業中に配布する資料 

【留意事項】 
「授業をきちんと受けること、繰返し復習すること、課題を必ずやり遂げる

こと」を心掛けましょう。 

 

 

【実務経験のある教員等による授業科目】 
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【授業科目名】 Web サイト制作 （授業形態：演習） 

 

【教科目名】 ＩＴものつくり選択 【単位数】 ２単位 

【学科名】 ＩＴものつくり学科 
【コース】 

ＡＩ・システム開発コース 

情報処理コース 【学習時期】 後 期 

【年次】 １年次 【授業時間数】 ６０Ｈ 

【授業担当者】 飯村 果苗 

【学習目標】 

この授業では、Ｗｅｂデザインの業界で一般的である「HTML5+CSS3」に焦点

を当て、商用Ｗｅｂサイトを構成する必要最小限の「コア」のページデザイ

ン技術を身につけます。 

【授業計画】 

 授 業 内 容 

１ 

 

２ 

３ 

 

４ 

５ 

 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

第 1 章 HTML5 の基礎知識 

第 2 章 CSS3 の基礎知識 

第 3 章 Webサイトの構築 

第 4 章 トップページの作成 

STEP1～STEP5 

STEP6～STEP9 

第 5 章 サブページの作成 

第 6 章 リンクの設定 

第 7 章 Webページの動作検証 

第 8 章 表を挿入したＷｅｂページの作成 

中間試験 

第 9 章 サイドメニューのある Web ページの作成 

第 11 章 フォームを利用した Web ページの作成 

総合問題 

資格取得に向けて：問題演習 

 〃 

 〃 

 〃 

期末試験 
※授業の進度によっては、内容に変更が生じる場合があります。 

【資格との関連】 サーティファイ Web クリエイター能力認定試験スタンダード（２月） 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題、小テスト、定期試験（中間・期末）等によ

り総合的に評価します。 

【教科書】 

よくわかる HTML5＆CSS3（FOM出版） 

Web クリエイター能力認定試験（HTML5 対応版）スタンダード問題集（サーテ

ィファイ） 

【参考資料】 プリント配布 

【留意事項】 

HTML もプログラミング言語の一つです。言語は日頃の積み重ねが大切です。

その日の疑問はその日のうちに解決しましょう。各週の授業時間内に提出課

題が完了しない場合、時間外の制作を行ってください。 
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【授業科目名】 ＣＡＤ （授業形態：演習） 

 

【教科目名】 ＩＴものつくり選択 【単位数】 ２単位 

【学科名】 ＩＴものつくり学科 
【コース】 

情報処理コース 

ロボット・ＩｏＴコース 【学習時期】 後 期 

【年次】 １年次 【授業時間数】 ６０Ｈ 

【授業担当者】 勝村 正巳、復本 寅之介[実務経験]IT 企業でのシステム開発業務 

【学習目標】 

オペレーションを通して、ＣＡＤに関する基本的な知識と技術はもちろん、

製図や図形の知識を学びます。また、ＣＡＤシステムを運用するための知識

も習得し、ＣＡＤ利用技術者試験の合格を目指します。 

【授業計画】 

 授 業 内 容 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Auto CAD 3D 機能の概要、基本操作 

画面操作、作図補助機能 

ソリッドモデリング（プリミティブ） 

ソリッドモデリング（押し出し・回転・ロフト・スイープ） 

ソリッドモデリング（ブール演算） 

演習課題 

ソリッドを修正する（フィレット・面取り） 

中間課題 

製図における寸法記入法 

製図の原理と表現方法 

投影法の練習問題 

過去問演習 

  〃 

  〃 

  〃 

期末試験 

 
※授業の進度によっては、内容に変更が生じる場合があります。 

【資格との関連】 ２次元ＣＡＤ利用技術者試験２級（２月） 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題および定期試験（定期課題）により総合的に

評価します。 

【教科書】 
ＣＡＤ利用技術者試験 ２次元２級・基礎 テキスト＆問題集 第２版（翔泳

社） 

【参考資料】 授業中に配布する資料 

【留意事項】 

便利なＣＡＤを用いても、製図の基本は変わりません。操作に慣れることは

もとより、図面そのものに慣れることが必要です。 

また、形あるものを創造する力が必要となりますので、普段から物を観察す

る力を養うことに留意しましょう。 

 

  

【実務経験のある教員等による授業科目】 
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【授業科目名】 電気工事Ⅰ （授業形態：演習） 

 

【教科目名】 ＩＴものつくり選択 【単位数】 ２単位 

【学科名】 ＩＴものつくり学科 
【コース】 ロボット・ＩｏＴコース 

【学習時期】 後 期 

【年次】 １年次 【授業時間数】 ６０Ｈ 

【授業担当者】 羽鳥 智志［実務経験］システム開発・構築全般および新入社員教育 

【学習目標】 
電気工事士試験の筆記試験と技能試験に合格するために必要な知識と技能を

習得する。 

【授業計画】 

 授 業 内 容 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

電気工事士試験について, 〔筆記〕電気工事士法 

〔筆記〕はじめの一歩,配線図記号 

〔筆記〕器具・材料と工具 

〔筆記〕配線設計と電気工事 

〔筆記〕配線設計と電気工事 

〔技能〕複線図の描きかた 

〔技能〕複線図の描きかた,中間試験（または中間課題） 

〔筆記〕電灯配線と複線図 

〔筆記〕電灯配線と複線図 

〔技能〕実技の基本作業 

〔筆記〕電気の基礎理論 

〔筆記〕電気の基礎理論 

〔筆記〕検査方法 

〔筆記〕問題演習 

〔筆記〕問題演習 

期末試験（または期末課題） 

 
※授業の進度によっては、内容に変更が生じる場合があります。 

【資格との関連】 
第二種電気工事士 

第一種電気工事士 

【成績評価方法】 出席状況、受講態度、授業課題、定期課題等により総合的に評価します。 

【教科書】 
第二種電気工事士筆記試験すぃ～っと合格（オーム社） 

第二種電気工事士技能試験すぃ～っと合格（オーム社） 

【参考資料】 授業中に配布する資料 

【留意事項】 

下期に実施される第二種電気工事士試験に合格することを目標とします。 

筆記試験、技能試験の両方範囲について学習するので、合格を確実なものに

するために過去問の問題演習が必須となります。また、技能試験も候補問題

を繰り返し練習することが必要となります。 

 

 

【実務経験のある教員等による授業科目】 


