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【教科目名】 ビジネス教養 

 

【教科目責任者】 岡田 地余 

 

【対象学科・コース（クラス）】 

経営情報学科 

情報処理コース（１ＢＡ） 

ビジネスコース（１ＢＢ） 

経営情報学科 

情報処理コース（２ＢＡ） 

ビジネスコース（２ＢＢ） 

 

【学習の目的・趣旨】 

社会人・職業人として不可欠な能力の一つにリテラシーがあります。なかでも、必要な情報

を的確に「収集」「分析」「活用」できる情報リテラシーが求められています。また、職場で

は、コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力、自分の言いたいことを端的に周囲の

人に伝えるための論理的思考力、ビジネスマナー、礼儀作法、ビジネスにおける人間関係の築

き方、仕事への取り組み方等、社会人として求められることは多岐に渡ります。 

この教科目では、近い将来に向けて仕事のイメージを膨らませると同時に、社会人として仕

事をする上で必要な基本的な考え方および各分野に必要なリテラシーを学びます。日頃から卒

業後の就職に備えて、学生ではなく「準社会人」であるとの自覚をもって行動することを心掛

けましょう。 

 

【授業構成】 

【番号】 【授業科目名】 【対象クラス】 【学習時期】 

１ ビジネスマナー １ＢＡ、１ＢＢ １年前期 

２ 企業会計 １ＢＡ、１ＢＢ １年前期 

３ ビジネス文書 １ＢＡ、１ＢＢ １年後期 

４ プレゼンテーション ２ＢＡ、２ＢＢ ２年前期 

５ ベーシックデザイン ２ＢＡ、２ＢＢ ２年前期 

６ 社会人教養 ２ＢＡ、２ＢＢ ２年後期 
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【授業科目名】 プレゼンテーション 
 

【教科目名】 ビジネス教養 【単位数】 １単位 

【学科名】 経営情報学科 
【コース】 

情報処理コース 

ビジネスコース 【学習時期】 前 期 

【年次】 ２年次 【授業時間数】 ３０Ｈ 

【授業担当者】 藤田 泰世 [実務経験] ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ関連業務の企画提案・制作 

【学習目標】 

プレゼンテーションスキルは、相手に説明し、理解を促し説得するために

必要であり、あらゆる業種・職種で必要とされています。 

この授業では、PowerPoint の基本的な操作を習得し、課題に沿ったプレゼ

ンテーションの実践を行ないます。実践を通して、伝え方や見せ方を学び、

聞き手を意識したプレゼンテーション手法を身につけます。 

【授業計画】 

 授 業 内 容 

１ 

 

２ 

 

３ 

４ 

 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

PowerPointの基礎知識 

基本的なプレゼンテーションの作成 

表の作成 

グラフの作成 

図形やSmartArtグラフィックの作成 

画像やワードアートの挿入 

特殊効果の設定 

プレゼンテーションをサポートする機能 

総合問題１・２・３ 

総合問題４・５ 

中間試験（または中間課題） 

実習課題①：自己紹介 

３スライド／１画像＋１ワード（10文字まで）  

プレゼンテーション実践 

実習課題②：趣味・特技 

５分間／スライド枚数の条件なし 

テーマ設定、ストーリー作り、スライド作成 

プレゼンテーション実践       

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】 特になし 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題、期末試験（または期末課題）等により総

合的に評価します。 

【教科書】 よくわかる PowerPoint2016 基礎（FOM 出版） 

【参考資料】 授業時 配布資料 

【留意事項】 

課題内容や求める完成度によって、資料作成に時間がかかることが予想さ

れます。授業時間内で足りない場合は、空き時間を活用する等して授業に支

障がないよう進めてください。 

【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】 ベーシックデザイン 
 

【教科目名】 ビジネス教養 【単位数】 ２単位 

【学科名】 経営情報学科 
【コース】 

情報処理コース 

ビジネスコース 【学習時期】 前 期 

【年次】 ２年次 【授業時間数】 ６０Ｈ 

【授業担当者】 内田 由紀  [実務経験]グラフィックデザイン全般 

【学習目標】 

提案書や企画書、プレゼン資料など、ビジネスの現場で必要な様々な資料

は、自己満足ではなく読み手や受け手を意識して作成しなければいけませ

ん。 

この授業では、資料作成におけるデザインの基本を理解し、誰にでも理解

しやすい「よい資料」を作成するための方法を学びます。 

【授業計画】 

 授 業 内 容 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

 

13 

 

14 

15 

16 

読ませる文章での書体選び／見せる文章での書体選び 

文字の大きさと太さ／箇条書きの作り方／小見出しのデザイン 

図解を使ってわかりやすく／「囲み」を使いこなす 

画像の基本知識／ラスター画像とベクター画像 

数値データの示し方／グラフの作り方 

表の作り方 

中間課題 

  〃 

配色の基本／文字色と背景色の組み合わせ 

ユニバーサルデザイン 

画面で見る資料のデザイン 

Illustratorの基礎知識・基本画面・基本操作 

基本図形の描画と文字の入力 

Photoshopの基礎知識・基本画面・基本操作 

画像の補正／色調補正 

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】 特になし 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題、期末試験（または期末課題）等により総

合的に評価します。 

【教科書】 
伝わるデザインの基本 増補改訂３版 

よい資料を作るためのレイアウトのルール（技術評論社） 

【参考資料】 授業時 配布資料 

【留意事項】 
課題を通して資料作成のルールをマスターしてください。 

授業時間内に提出課題が完成しない場合、時間外の制作を行いましょう。 

 

 

【実務経験のある教員等による授業科目】 
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【教科目名】 情報基礎 

 

【教科目責任者】 海老原 広行 

 

【対象学科・コース（クラス）】 

経営情報学科 

情報処理コース（１ＢＡ） 

ビジネスコース（１ＢＢ） 

経営情報学科 

情報処理コース（２ＢＡ） 

ビジネスコース（２ＢＢ） 

 

【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、Ｗｅｂコン

テンツ制作にかかわる基礎的技術を学び、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資格取得を目指します。 

・情報処理コース「経済産業省基本情報技術者試験／応用情報技術者試験／ 

IT パスポート試験、Ｗｅｂクリエイター能力認定試験」等 

・ビジネスコース「経済産業省 IT パスポート試験、サービス接遇、日商簿記検定、 

リテールマーケティング検定、Ｗｅｂクリエイター能力認定試験」等 

 

【授業構成】 

【番号】 【授業科目名】 【対象クラス】 【学習時期】 

１ ＩＴものつくり概論 １ＢＡ、１ＢＢ １年前期 

２ ＩＴ基礎知識Ａ １ＢＡ、１ＢＢ １年前期 

３ ＩＴ基礎知識Ｂ １ＢＡ、１ＢＢ １年前期 

４ 表計算 １ＢＡ、１ＢＢ １年前期 

５ 資格試験対策Ⅰ １ＢＡ、１ＢＢ １年前期 

６ Ｗｅｂページ制作 １ＢＡ、１ＢＢ １年後期 

７ 資格試験対策Ⅱ １ＢＡ、１ＢＢ １年後期 

８ 資格試験対策Ⅲ １ＢＡ、１ＢＢ １年後期 

９ 資格試験対策Ⅳ ２ＢＡ、２ＢＢ ２年前期 
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【授業科目名】 資格試験対策Ⅳ 
 

【教科目名】 情報基礎 【単位数】 ２単位 

【学科名】 経営情報学科 
【コース】 情報処理コース 

【学習時期】 前 期 

【年次】 ２年次 【授業時間数】 ６０Ｈ 

【授業担当者】 海老原 広行 

【学習目標】 

情報処理コースでは基本情報技術者試験および応用情報技術者試験合格を

目標にしています。この科目では、１年次に学んだ基本情報技術者試験に向

けた内容をさらに発展させ、応用情報技術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 

基礎理論 

アルゴリズムとプログラミング 

コンピュータ構成要素、システム構成要素 

ソフトウェア、ハードウェア 

ヒューマンインタフェース、マルチメディア 

データベース 

ネットワーク、セキュリティ 

システム開発技術、ソフトウェア開発管理技術、中間試験 

プロジェクトマネジメント、サービスマネジメント 

システム監査、システム戦略、システム企画 

経営戦略マネジメント、技術戦略マネジメント 

ビジネスインダストリ、企業活動、法務 

午後問題対策① 

午後問題対策② 

午後問題対策③ 

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】 
経済産業省応用情報技術者試験（10 月） 

経済産業省基本情報技術者試験（10～1 月：詳細は別途告知） 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題、期末試験（または期末課題）等により総

合的に評価します。 

【教科書】 
情報処理試験合格へのパスポート コンピュータ概論   （ウイネット） 

情報処理試験合格へのパスポート システム開発と情報化 （ウイネット） 

【参考資料】 応用情報技術者試験関連書籍、関連サイト 

【留意事項】 

応用情報技術者試験の解説を中心に１年次に学んだ内容をより詳しく理解

していきます。内容が難しくなりますので、その日に学んだ内容は必ず復習

をして一つずつ身に付けてください。また、自宅学習でもより多くの問題を

解くことにより、実力を養ってください。 
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【授業科目名】 資格試験対策Ⅳ 
 

【教科目名】 情報基礎 【単位数】 ２単位 

【学科名】 経営情報学科 
【コース】 ビジネスコース 

【学習時期】 前 期 

【年次】 ２年次 【授業時間数】 ６０Ｈ 

【授業担当者】 岡田 地余・飯村 果苗 

【学習目標】 

ビジネスコースでは、日商簿記検定試験およびリテールマーケティング

（販売士）検定試験の合格を目標にしています。この科目では、１年次に学

んだ簿記やリテールマーケティングの学習内容をさらに発展させ、演習問題

を繰り返し、検定試験に合格す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 

【商業簿記】 

無形固定資産等と研究開発費 

引当金 

外貨換算会計 

税金 

課税所得の算定と税効果会計① 

課税所得の算定と税効果会計② 

株式の発行 

剰余金の配当と処分 

決算手続 

収益・費用の認識規準 

本支店会計 

合併と事業譲渡 

連結会計（Ⅰ）（Ⅱ） 

連結会計（Ⅲ）（Ⅳ） 

製造業会計 

期末試験 

【リテールマーケティング】 

演習問題（⑤販売・経営管理） 

      〃 

      〃 

演習問題（①小売業の類型） 

      〃 

      〃 

演習問題（②マーチャンダイジング） 

      〃 

      〃 

演習問題（③ストアオペレーション） 

      〃 

      〃 

演習問題（④マーケティング） 

      〃 

      〃 

 

※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】 
日本商工会議所（8月・9月 ネット試験方式） 

簿記検定試験 2級・リテールマーケティング（販売士）検定試験 2級 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題、期末試験（または期末課題）等により総

合的に評価します。 

【教科書】 

よくわかる簿記シリーズ 日商簿記 2級(商業) 合格ﾃｷｽﾄ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(TAC 出版) 

よくわかる簿記シリーズ 日商簿記 2級(工業) 合格ﾃｷｽﾄ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(TAC 出版) 

合格するための過去問題集 日商簿記 2級(TAC 出版) 

販売士ハンドブック（応用編）上巻・下巻 

ﾘﾃｰﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(販売士)検定２級問題集 PART１/PART２（一ツ橋書店） 

１回で合格!ﾘﾃｰﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(販売士)検定２級過去問題集'21 年版（成美堂出版） 

【参考資料】 授業時 配布資料、関連書籍等 

【留意事項】 
分からない箇所はそのままにせず、積極的に質問して理解を深めてくださ

い。日々の積み重ねが重要です。 
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【教科目名】 情報技術 

 

【教科目責任者】 鈴木 信也 

 

【対象学科・コース（クラス）】 

経営情報学科 

情報処理コース（１ＢＡ） 

ビジネスコース（１ＢＢ） 

 

経営情報学科 

情報処理コース（２ＢＡ） 

ビジネスコース（２ＢＢ） 

 

 

【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（C 言語

等）、ネットワークに関する概念、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、３次元ＣＡＤ、クラウドに関する知識・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】 【対象クラス】 【学習時期】 

１ ＡＩ活用 ２ＢＡ、２ＢＢ ２年前期 

２ ３次元ＣＡＤ ２ＢＡ、２ＢＢ ２年前期 

３ クラウド活用 ２ＢＡ、２ＢＢ ２年後期 
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【授業科目名】 ＡＩ活用 
 

【教科目名】 情報技術 【単位数】 ２単位 

【学科名】 経営情報学科 
【コース】 

情報処理コース 

ビジネスコース 【学習時期】 前 期 

【年次】 ２年次 【授業時間数】 ３０Ｈ 

【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】 

AI（人工知能）が、これまでの特別なものという見方から、ビジネスにな

くてはならないものになって来ています。それも、IT スキルの高い専門家が

使うものから、一般のビジネスユーザが使うものになってきています。皆さ

んの将来の職場では、AI を利用する課題がいくつもあるはずです。 

この授業では、AI の基本を学び、実社会での活用方法について理解するこ

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 

 

AIについて 

色々なAI開発環境について 

Watsonアプリケーションデモの動作 

Watson・IBM Cloudの導入 

cURLの導入・動作 

Watson Assistant(1：会話ロボット) 

Watson Assistant(2：アプリケーション) 

Watson Assistant(3：Cloud Function) 

Watson Discovery(1：情報検索エンジン) 

Watson Discovery(2：Knowledge Studio) 

Watson Studio(1：Watson Studioの概要) 

Watson Studio(2：画像認識) 

Watson Studio(3：回帰モデル、深層学習) 

Watson Studio(4：機械学習) 
まとめ 

期末試験（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（10～1 月：詳細は別途告知） 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題、期末試験（または期末課題）等により総

合的に評価します。 

【教科書】 現場で使える！ Watson 開発入門（翔泳社） 

【参考資料】 授業時 配布資料 

【留意事項】 

いきなり AI というのはハードルを高く感じるかもしれませんが、臆する必

要はありません。IT 技術の一つです。出来るだけ、自分が興味のある対象を

処理することをイメージしましょう。 

 

 

  

【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】 ３次元ＣＡＤ 
 

【教科目名】 情報技術 【単位数】 ２単位 

【学科名】 経営情報学科 
【コース】 

情報処理コース 

ビジネスコース 【学習時期】 前 期 

【年次】 ２年次 【授業時間数】 ６０Ｈ 

【授業担当者】 勝村 正巳 

【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（8月 30 日） 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題、期末試験（または期末課題）等により総

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】 授業時 配布資料 

【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。 
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【教科目名】 経営情報選択 

 

【教科目責任者】 岡田 地余 

 

【対象学科・コース（クラス）】 

経営情報学科 

情報処理コース（１ＢＡ） 

ビジネスコース（１ＢＢ） 

経営情報学科 

情報処理コース（２ＢＡ） 

ビジネスコース（２ＢＢ） 

 

【学習の目的・趣旨】 

経営情報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、学生ごとに異なることもあり、特に専門性が高くなる分野ほど、その傾向は強く

なると考えます。この教科目では、そのような専門性の高い分野から特に、ＩＴ職に必要なプ

ログラミングやネットワーク技術、企業の事業活動の上で必要な簿記やリテールマーケティン

グの知識などに焦点を絞り、カリキュラムを履修します。 

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】 【対象クラス】 【学習時期】 

１ データベース １ＢＡ １年前期 

２ Ｃ言語プログラミング １ＢＡ １年前期 

３ ＩＴ演習 １ＢＡ １年後期 

４ プログラム設計 １ＢＡ １年後期 

５ プログラミングⅠ １ＢＡ １年後期 

６ プログラミングⅡ ２ＢＡ ２年前期 

７ Ｗｅｂプログラミング ２ＢＡ ２年前期 

８ ネットワーク技術 １ＢＡ １年後期 

９ システム開発 ２ＢＡ ２年後期 

１０ 色彩 １ＢＢ １年前期 

１１ 簿記会計Ⅰ １ＢＢ １年前期 

１２ 簿記会計Ⅱ １ＢＢ １年後期 

１３ 簿記会計Ⅲ ２ＢＢ １年後期 

１４ 簿記会計Ⅳ ２ＢＢ ２年前期 

１５ リテールマーケティングⅠ １ＢＢ １年後期 

１６ リテールマーケティングⅡ １ＢＢ １年後期 

１７ リテールマーケティングⅢ ２ＢＢ ２年前期 

１８ ＰＣ活用技術 ２ＢＢ ２年後期 
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【授業科目名】 プログラミングⅡ 
 

【教科目名】 経営情報選択 【単位数】 ３単位 

【学科名】 経営情報学科 
【コース】 情報処理コース 

【学習時期】 前 期 

【年次】 ２年次 【授業時間数】 ９０Ｈ 

【授業担当者】 水越 武 

【学習目標】 

Java 言語は、システム開発（特に Web システム開発）の現場において現在

最も利用されているプログラム言語のひとつです。この授業では、Java で出

来る様々なテクニックを、課題プログラムの作成を通して実践することで、

Java 言語を用いた Web システム開発や Android アプリ開発に繋がる基礎技術

を修得す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 

開発環境の準備、出力、変数、算術演算子、式、型変換、文字列の扱い  

条件分岐、繰り返し 

メソッド（クラスメソッド）、オーバーロード、クラス、コンストラクタ  

インスタンスメソッド、クラス変数、クラスメソッド 

継承、ポリモーフィズム、抽象クラス、インタフェース 

パッケージ、Java API、例外処理 

スレッド、ガーベッジコレクション、コレクション、ラムダ式、入出力  

GUIアプリケーション 

グラフィックスとマウスイベント 

ネットワーク、ストリーム 

Javaプログラミング能力認定試験２級対策① 

Javaプログラミング能力認定試験２級対策② 

Javaプログラミング能力認定試験２級対策③ 

Javaプログラミング能力認定試験２級対策④ 

Javaプログラミング能力認定試験２級対策⑤ 

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２級（7月） 

サーティファイＪａｖａプログラミング能力認定試験３級（9月） 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題、期末試験（または期末課題）等により総

合的に評価します。 

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

Ｊａｖａ 第３版 実践編 アプリケーション作りの基本（翔泳社） 

【参考資料】 授業時 配布資料 

【留意事項】 

プログラムを自力で作成できるようになるには、物事を論理的に考える力

が必要です。教科書やインターネットに公開されている様々なプログラム

が、「何故そのようなアルゴリズムになっているのか」「より良いアルゴリズ

ムにするにはどのようにすべきか」を深く考え、試行錯誤を繰り返しながら

課題プログラムを作成することで、論理的思考力が身に付きます。なお、授

業課題は自力で取り組み必ず提出してください。 
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【授業科目名】 Ｗｅｂプログラミング 
 

【教科目名】 経営情報選択 【単位数】 ３単位 

【学科名】 経営情報学科 
【コース】 情報処理コース 

【学習時期】 前 期 

【年次】 ２年次 【授業時間数】 ９０Ｈ 

【授業担当者】 水越 武 

【学習目標】 

インターネットを通じて、私たちは Web を利用しています。Web 上で何らか

のサービスや情報を提供する Web サイトがあります。その中で、ユーザの操

作によって内容が変化する「動的な Web ページ」があります。動的な Web ペ

ージを生成する仕組みを Web アプリケーションといいます。この授業では、

Java 言語による Web アプリケーションの構築ができ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 

開発環境の準備（Eclipse環境） サーブレット／JSPとは 

サーブレットのコンパイルと実行 サーブレットの基本 

サーブレットによるリクエストの処理 いろいろなリクエストパラメータ  

JSPの基本 JSPによるリクエストの処理とエラーメッセージ 

いろいろな画面遷移 フィルタの作成 サーブレットの詳細 

HTTPのリクエストとレスポンス データベース 

Javaとデータベースの連携 JavaBeansとDAO 

スコープとリクエスト属性 セッション 

クッキー 外部データの読み込み 

アクションタグ EL JSTL 

MVCとFront Controller 

Web アプリケーション開発の実践(ログイン機能) 

Web アプリケーション開発の実践(ショッピングサイト) 

Web アプリケーション開発の実践(ショッピングサイト) 

Web アプリケーションの公開 

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２級（7月） 

サーティファイＪａｖａプログラミング能力認定試験３級（9月） 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題、期末試験（または期末課題）等により総

合的に評価します。 

【教科書】 基礎からのサーブレット/JSP 新版（SB クリエイティブ株式会社） 

【参考資料】 授業時 配布資料 

【留意事項】 

サーブレットと JSP の学習には、クラス・インターフェース・継承といっ

た Java 言語の基礎知識が必要です。理解が不十分な場合は、テキストを見

直して復習をするようにしてください。また、日々の学習の積み重ねが最も

重要ですので、じっくりと学習に取り組んでください。なお、授業課題は自

力で取り組み必ず提出してください。 
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【授業科目名】 簿記会計Ⅳ 
 

【教科目名】 経営情報選択 【単位数】 ３単位 

【学科名】 経営情報学科 
【コース】 ビジネスコース 

【学習時期】 前 期 

【年次】 ２年次 【授業時間数】 ９０Ｈ 

【授業担当者】 海老原 広行 ・ 岡田 地余 

【学習目標】 

高度な商業簿記・工業簿記（原価計算を含む）について学習し、財務諸表

の数字から経営内容を把握できるなど、企業活動や会計実務を踏まえた適切

な処理や分析に必要な知識を習得す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 

【商業簿記】 

無形固定資産等と研究開発費 

引当金、外貨換算会計、税金 

課税所得の算定と税効果会計① 

課税所得の算定と税効果会計② 

株式の発行 

剰余金の配当と処分 

決算手続 

収益・費用の認識規準 

中間試験 

本支店会計 

合併と事業譲渡 

連結会計（Ⅰ）（Ⅱ） 

連結会計（Ⅲ）（Ⅳ） 

製造業会計 

日商簿記２級対策① 

日商簿記２級対策② 

期末試験 

【工業簿記】 

総合原価計算(Ⅱ) 

総合原価計算(Ⅲ)① 

総合原価計算(Ⅲ)② 

総合原価計算(Ⅳ) 

総合原価計算(Ⅴ) 

財務諸表 

標準原価計算(Ⅰ)① 

標準原価計算(Ⅰ)② 

 

標準原価計算(Ⅱ)① 

標準原価計算(Ⅱ)② 

直接原価計算(Ⅰ) 

直接原価計算(Ⅱ) 

本社工場会計 

 

 

※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】 日本商工会議所 簿記検定試験 2級 （8月・9月ネット試験方式） 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題、期末試験（または期末課題）等により総

合的に評価します。 

【教科書】 

よくわかる簿記シリーズ 日商簿記 2級(商業) 合格ﾃｷｽﾄ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(TAC 出版) 

よくわかる簿記シリーズ 日商簿記 2級(工業) 合格ﾃｷｽﾄ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ(TAC 出版) 

合格するための過去問題集 日商簿記 2級(TAC 出版) 

【参考資料】 授業時 配布資料、関連書籍等 

【留意事項】 
分からない箇所はそのままにせず、積極的に質問して理解を深めてくださ

い。日々の積み重ねが重要です。 
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【授業科目名】 リテールマーケティングⅢ 

【教科目名】 経営情報選択 【単位数】 ３単位 

【学科名】 経営情報学科 
【コース】 ビジネスコース 

【学習時期】 前 期 

【年次】 ２年次 【授業時間数】 ９０Ｈ 

【授業担当者】 飯村 果苗 

【学習目標】 

流通業の役割や、顧客ニーズに合わせた商品構成、マーケティング戦略に

ついて学習します。責任者の立場や販売促進・企画を担当する上で必要な運

営の仕組みを理解しましょう。 

【授業計画】 

 授 業 内 容 

１ 
 

２ 
３ 
 

４ 
５ 

 
６ 
 
 

７ 
 

８ 
 
 

９ 
 

10 
 

11 
 
 
 

12 
13 
14 
15 
16 

販売士ハンドブック（応用編）上巻「①小売業の類型」 
流通と小売業の役割／組織形態別小売業の運営特性／ 
店舗形態別小売業の運営特性 

小テスト① 
販売士ハンドブック（応用編）上巻「②マーチャンダイジング」 
 マーチャンダイジングの戦略的展開／商品計画の戦略的立案／ 
 販売計画の戦略的立案／仕入計画の策定と仕入活動の戦略的展開／ 
 販売政策の戦略的展開／商品管理政策の戦略的展開／物流政策の戦略的展開 
小テスト② 
販売士ハンドブック（応用編）下巻「③ストアオペレーション」 
 店舗運営サイクルの実践と管理／戦略的ディスプレイの実施方法／作業割当の基本／
レイバースケジューリングプログラム（LSP）の役割と仕組み／人的販売の実践と管
理 

小テスト③ 
中間試験 
販売士ハンドブック（応用編）下巻「④マーケティング」 
 戦略の考え方／商圏分析と出店戦略の実践／マーケットリサーチ（市場調
査）の方法と進め方／リージョナルプロモーションの実践／顧客戦略の展開
方法 

小テスト④ 
販売士ハンドブック（応用編）下巻「⑤販売・経営管理」 
 販売管理者の法令知識／小売店経営における計数管理と計算実務／ 
 販売活動に求められる決算データと経営分析／小売業における組織の基本原
則と従業員管理／店舗施設などの維持管理 

予備試験対策 
予備試験 
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】 
日本商工会議所 リテールマーケティング(販売士)検定２級 

（8月・9月ネット試験方式） 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題、期末試験（または期末課題）等により総

合的に評価します。 

【教科書】 

販売士ハンドブック（応用編）上巻・下巻 

ﾘﾃｰﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(販売士)検定２級問題集 PART１/PART２（一ツ橋書店） 

１回で合格!ﾘﾃｰﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(販売士)検定２級過去問題集'21 年版（成美堂出版） 

【参考資料】 授業時 配布資料 

【留意事項】 

リテールマーケティング(販売士)検定は激変する流通業界で必須の資格

で、社会的にも高い評価を得ています。資格合格を目指す学習内容では、キ

ーワードを意識しながらテキストの熟読を重点に学習してください。 
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【教科目名】 卒業研究 

 

【教科目責任者】 岡田 地余 

 

【対象学科・コース（クラス）】 

 経営情報学科 

情報処理コース（２ＢＡ） 

ビジネスコース（２ＢＢ） 

 

【学習の目的・趣旨】 

卒業研究は各学科・コースで学んだ学習成果の集大成として位置づけており、開校当初から

カリキュラムに取り入れている授業科目のひとつです。経営情報学科の卒業研究は、学科の主

な進路となる業界の中に問題を提起し、これまで学んだ情報処理技術やビジネス実務力を実際

に活用することで習得した知識や技術の理解を深め、併せて実社会で求められる実践力を身に

つけることがねらいです。 

卒業研究は、原則として４～６人のグループを編成し、研究（制作）テーマに基づいて調

査・研究・設計・制作を計画的に行います。グループごとに研究テーマと到達目標を設定し、

メンバーはチームリーダーを中心に一丸となって取り組み、目標達成に向けて最後までやり抜

く力を身につけます。卒業研究が成功するか否かは、常にチームワークを意識しメンバー一人

ひとりが積極的に取り組めるかどうかにかかっています。成果物を完成させることだけが卒業

研究の目的ではありません。卒業研究は「仕事の練習」といった重要な意味があります。メン

バー全員が目標達成のための共通理解を図ること、問題点や課題は十分に話し合い力を合わせ

て解決すること、ひとり一人が主体的に取り組み自己の役割を最後まで成し遂げることなど、

社会人として仕事をしていくために必要なことを学びます。卒業研究を通じで、専門分野の知

識・技術の習得だけでなく人間的な成長も図りましょう。 

なお、卒業研究は、学生便覧に記載の『「卒業研究」「学科研究」「卒業制作」「卒業実習」の

実施に関する指針』、ならびに『経営情報学科卒業研究実施細則』に基づいて実施されます。 

 

【授業構成】 

【番号】 【授業科目名】 【対象クラス】 【学習時期】 

１ 研究準備 ２ＢＡ、２ＢＢ ２年前期 

２ 卒業研究 ２ＢＡ、２ＢＢ ２年後期 
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【授業科目名】 研究準備 
 

【教科目名】 卒業研究 【単位数】 １単位 

【学科名】 経営情報学科 
【コース】 

情報処理コース 

ビジネスコース 【学習時期】 前 期 

【年次】 ２年次 【授業時間数】 ３０Ｈ 

【授業担当者】 飯村 果苗 

【学習目標】 

卒業研究は、個々の教科目についての理解を深めるとともに、特定の問題

を提起し、その解決策を見出すことにより、実社会で求められる実践力を身

につけることを目的としています。 

この授業では、各自が課題の発見やその解決策を見出し、チームでコミュ

ニケーションを取りながら、卒業研究テーマの決定を目指します。 

【授業計画】 

 授 業 内 容 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

卒業研究概要と目的 

情報探索と課題発見 

ブレーンストーミング① 

テーマ検討① 

ブレーンストーミング② 

テーマ検討② 

テーマ発表準備 

中間課題 

ブレーンストーミング③ 

テーマ検討③ 

予備調査 

  〃 

テーマ発表準備 

   〃 

   〃 

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】 特になし 

【成績評価方法】 
出席状況、受講態度、授業課題、期末試験（または期末課題）等により総

合的に評価します。 

【教科書】 特になし 

【参考資料】 授業時 配布資料 

【留意事項】 

グループワークが中心となりますが、適切なコミュニケーションを取り、

ひとり一人が責任感を持って取り組みましょう。 

また、自分の興味や関心を広げるために、本を読んだり、ニュースを見た

りして知識を蓄えてください。分からない用語や興味を持ったことは、徹底

的に調べましょう。 

 


