
 2019 年度シラバス  

 

開講時期 １学年１学期 対象学科 全学科 

科目名称 商業簿記Ⅰ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 【実務】吉山 由美子 

単位数 6 単位 授業時間 108 時間 

目指す資格 
必須 日本商工会議所鵜主催：日商簿記 3 級 

推奨 全国経理教育協会主催：商業簿記 2 級 

授業概要 

ビジネスパーソンが身に付けておくべき「必須の基本知識」として、基
本的な商業簿記を修得し、小規模企業における企業活動や会計実務を
踏まえ、経理関連書類の適切な処理を学びます。 

到達目標 
日本商工会議所鵜主催：日商簿記 3 級 
全国経理教育協会主催：商業簿記 2 級 

授業計画 

第１章 簿記の基礎 
第２章 記帳方法 
第３章 簿記一巡 
第４章 現金預金 
第５章 商品売買 
第６章 手形 
第７章 その他の債権債務 
第８章 貸倒れと貸倒引等金 
第９章 有価証券 
第 10 章 有形固定資産  第 11 章 資本金と引出金 
第 12 章 収益・費用   第 13 章 伝票 
第 14 章 試算表・精算表・財務諸表 

使用教材 
商業簿記３級 テキスト （TAC） 
簿記ワークブック 3 級 商業簿記(中央経済社) 
日商簿記 3 級 過去問題集 

成績評価 
１学期の全国検定試験結果、出席率、校内試験結果、授業態度、週末課
題の提出等も含め総合的に判断します。 

講師のコメント 
【実務】簿記の基本原理および企業の日常業務における実践的な簿記
の知識の習得に資する内容が学べます。質問はいつでも大歓迎です。 
一緒に頑張りましょう。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 1 学年 2 学期 対象学科 全学科 

科目名称 商業簿記Ⅱ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 【実務】吉山 由美子 

単位数 ６単位 授業時間 108 時間 

目指す資格 
必須 全国経理教育協会主催：商業簿記 2 級 

推奨 日本商工会議所鵜主催：日商簿記 3 級 

授業概要 
株式会社の経理・財務担当者ないし経営者として、複式簿記の仕組みを
理解し、小売・卸売業に止まらず他業種にも応用できる資本の調達・運
用活動の管理のための帳簿を作成でき、その内容を理解できる。 

到達目標 
全国経理教育協会主催：商業簿記２級取得 
日本商工会議所鵜主催：日商簿記 3 級取得 

授業計画 

第１章 現金・預金と債権債務 
第２章 商品売買 
第３章 特殊商品売買 
第４章 手形 
第５章 有価証券 
第６章 固定資産 
第７章 繰延資産 
第７章 引当金 
第８章 社債 
第９章 株式の発行     第１０章 剰余金の配当等 
第１１章 決算       第１２章 本支店会計 
第１３章 伝票会計     第１４章 帳簿組織 

使用教材 
全経簿記能力検定試験公式テキスト 2 級(ネットスクール) 
全経簿記能力検定試験公式問題集 2 級(ネットスクール) 
簿記能力検定試験 2 級 過去問題集（全国経理教育協会） 

成績評価 
2 学期の全国検定試験結果、出席率、校内試験結果、授業態度、週末課
題の提出等も含め総合的に判断します。 

講師のコメント 
【実務】具体的な営業費用に加え、収益費用勘定（名目勘定全般）の見
越し繰延を行う決算整理およびこれに伴う翌期の処理(再振替)がで
き、これによる損益計算書と貸借対照表が作成できます。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 1 学年 3 学期 対象学科 総合ビジネス科 

科目名称 商業簿記Ⅲ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 【実務】吉山 由美子 

単位数 2 単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 日本商工会議所鵜主催：日商簿記 2 級 

推奨 全国経理教育協会主催：工業簿記 1 級 

授業概要 
経営管理に役立つ知識として、高度な商業簿記を修得し、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適
切な処理や分析を行います。 

到達目標 
日本商工会議所鵜主催：日商簿記 2 級 
全国経理教育協会主催：工業簿記 2 級 

授業計画 

第１章 現金と預金 
第２章 商品売買 
第３章 手形、その他の債権・債務 
第４章 固定資産 
第５章 有価証券 
第６章 外貨建取引 
第７章 引当金 
第８章 純資産会計 
第９章 税金の仕組みと処理 
第１０章 仕訳集計表    第１１章 決算手続きと精算表 
第１２章 月次決算     第１３章 本支店会計 
第１４章 連結会計     第１５章 製造業の決算 

使用教材 
サクッとうかる日商２級(商業簿記)テキスト問題集（ネットスクール） 
簿記能力検定試験工業簿記 1 級 過去問題集（全国経理教育協会） 
スッキリとける日商簿記２級過去＋予想問題集（ＴＡＣ） 

成績評価 
3 学期の全国検定試験結果、出席率、校内試験結果、授業態度、週末課
題の提出等も含め総合的に判断します。 

講師のコメント 
【実務】企業の経理担当者として実社会で必要とされるレベルの商業簿
記、工業簿記について学習します。2 級の知識があると財務諸表が読める
ようになります。演習を解きながら無理なく身につけていきましょう。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 1 年次 3 学期 対象学科 総合ビジネス科 

科目名称 工業簿記Ⅰ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 【実務】吉山 由美子 

単位数 ６単位 授業時間 108 時間 

目指す資格 
必須 全国経理教育協会主催：工業簿記 1 級 

推奨 日本商工会議所鵜主催：日商簿記 2 級 

授業概要 

製造業の経理ないし管理者として、原価の意義や概念を理解したうえ
で、複式簿記に精通し、製造過程の帳簿を作成できるとともに、その内
容を理解でき、製造原価報告書および製造業の損益計算書と貸借対照
表を作成できる。作成した財務諸表を管理に利用できる能力を学ぶ。 

到達目標 
全国経理教育協会主催：工業簿記 1 級取得 
日本商工会議所鵜主催：日商簿記 2 級取得 

授業計画 

第１章 工業簿記の基礎 
第２章 費目別計算 
第３章 製造間接費 
第４章 部門別計算 
第５章 個別原価計算 
第６章 総合原価計算 
第７章 製品の受け払いと販売費および一般管理費 
第８章 決算と財務諸表 
第９章 工場会計 
第１０章 標準原価計算 
第１１章 直接原価計算 
第１２節 工業簿記１級試験対策 

使用教材 
簿記能力検定試験工業簿記 1 級 公式テキスト（全国経理教育協会） 
簿記能力検定試験工業簿記 1 級 過去問題集（全国経理教育協会） 
スッキリとける日商簿記２級過去＋予想問題集（ＴＡＣ） 

成績評価 
3 学期の全国検定試験結果、出席率、校内試験結果、授業態度、週末課
題の提出等も含め総合的に判断します。 

講師のコメント 
【実務】工業簿記はメーカーで行われる簿記です。製品の製造にかかっ
た原価資料から、むだなく効率的に製品が作れているかどうか確かめ
る(原価管理)技能を、演習を通して楽しく習得していきます。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 2 年次 1 学期 対象学科 総合ビジネス科 

科目名称 会計学Ⅰ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 【実務】吉山 由美子 

単位数 ６単位 授業時間 108 時間 

目指す資格 
必須 全国経理教育協会主催：商業簿記・会計学１級 

推奨 日本商工会議所鵜主催：日商簿記 2 級 

授業概要 

会社法における大会社の経理・財務担当者ないし経営管理者として、他
業種にも適用できる財務活動、余裕資金の運用活動などの全般的な管
理のための帳簿が作成できるとともに記録内容を理解でき、税金の処
理ならびに決算整理を行い、損益計算書，貸借対照表，株主資本等変動
計算書を作成できる。連結財務諸表については、会計人として初歩的知
識を学ぶ。 

到達目標 
全国経理教育協会主催：商業簿記・会計学１級取得 
日本商工会議所鵜主催：日商簿記 2 級取得 

授業計画 

第１章 損益計算書と貸借対照表 
第２章 商品売買       第３章 特殊商品売買 
第４章 現金預金       第５章 手形 
第６章 外貨換算会計     第７章 有価証券 
第８章 固定資産       第９章 繰延資産 
第１０章 引当金       第１１章 負債合計 
第１２章 資本合計      第１３章 決算 
第１４章 本支店会計     第１５章 建設業会計 
第１６章 連結会計      第１７章 財務分析 
第１８章 伝票会計・帳簿組織 

使用教材 
簿記能力検定試験 1 級 商業簿記・会計学 過去問題集 
スッキリとける日商簿記２級過去＋予想問題集（ＴＡＣ） 

成績評価 
3 学期の全国検定試験結果、出席率、校内試験結果、授業態度、週末課
題の提出等も含め総合的に判断します。 

講師のコメント 
【実務】企業の経理部門の管理責任者の仕事内容に対応しています。商業
簿記についてだけでなく、会計基準についても学習し理解を深めます。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 １学年 3 学期 対象学科 
総合ビジネス・総合ライ
センス・キャリアカレッ
ジ科 

科目名称 建設業簿記Ⅱ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 ⻄平直樹 與久田紀子 

単位数 ４単位 授業時間 72 時間 

目指す資格 
必須 財団法人建設業振興基金主催建設業経理検定２級 

推奨  

授業概要 

建設業者が健全な発展を図るうえで、適正な経理と計数を行うことは必要
不可欠である一方、建設業は受注産業であり会計処理に特殊な点が多いこ
とから、財務・経理の担当者は高い専門性が求められます。実践的な建設
業簿記、基礎的な建設業原価計算を修得し、決算等に関する実務を学びま
す。 

到達目標 財団法人建設業振興基金主催建設業経理検定２級取得 

授業計画 

１．イントロダクション 
 ２．建設業会計の基礎知識 
 ３．原価の費目別計算 

４．工事間接費の計算 
５．部門費の計算 
６．完成工事原価と工事収益の計上 
７．現金・預金・その他 
８．有価証券 
９．手形取引 
１０．固定資産と繰延資産 
１１．社債・引当金・税金 
１２．純資産会計 
１３．決算と財務諸表 
１４．本支店会計 
１５．建設業経理検定２級試験対策 

使用教材 合格するための過去問題集建設業経理士２級 TAC 出版 

成績評価 
3 月の受験結果、出席率、校内試験結果、授業態度等も含め総合的に判
断します。 

講師のコメント 

建設業の経理部門の管理責任者の仕事内容に対応しています。公共工
事の入札に関わる経営事項審査の評価対象となっており、建設会社に
おける有資格者数はこの評価に直結し建設会社への就職にも有利にな
ります。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 1 学生２学期 対象学科 全学科 

科目名称 計算Ⅰ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 ⻄平直樹 坂間俊朗 

単位数 １単位 授業時間 18 時間 

目指す資格 
必須 計算実務能力検定 3 級（全経主催） 

推奨  

授業概要 
企業の経理・財務部門で必要な帳票計算（仕訳帳・総勘定元帳・仕入
先元帳・入出金伝票）と商業計算（割合の表し方・損益・利息）の経
理担当者にとっては重要な技術である計算実務の能力を学びます。 

到達目標 計算実務能力検定 3 級（全経主催）取得 

授業計画 

 １．帳票計算 
  ①仕訳帳の計算 
  ②総勘定元帳の計算 
  ③得意先元帳の計算 
  ④仕入先元帳の計算 

⑤入出金伝票の計算 
２．商業計算 
  ①割合の表し方の計算 
  ②損益の計算 
  ③利息の計算 

３.計算実務検定３級試験対策 
 

使用教材 
新刊 公式テキスト 計算実務 3 級 

成績評価 
２学期の受験結果、出席率、校内試験結果、授業態度、週末課題の提
出等を含め総合的に判断します。 

講師のコメント 
事務・経理担当者にとっては必須の計算実務の能力を問う検定試験な
ので一緒に頑張りましょう。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 １学年３学期 対象学科 全学科 

科目名称 計算Ⅱ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 ⻄平 直樹 

単位数 ２単位 授業時間 ３６時間 

目指す資格 
必須 計算実務能力検定２級（全経主催） 

推奨  

授業概要 

企業の経理・財務部門で必要な帳票計算（合計残高試算表・商品有り
高帳・入出金伝票）と商業計算（売買諸費用・手形割引・度量衡など）
の経理担当者にとっては重要な技術である計算実務の能力を学びま
す。 

到達目標 
計算実務能力検定２級（全経主催） 

授業計画 

 １．帳票計算 
  ①合計残高試算表の計算 
  ②商品有高帳の計算 
  ③入出金伝票の計算 
２．商業計算 
  ①売買諸費用の計算 
  ②手形割引の計算 
  ③度量衡の計算 
  ④貨幣の換算の計算 
３．計算実務検定２級試験対策 

使用教材 
新刊 公式テキスト 計算実務２級 

成績評価 
３学期の受験結果、出席率、校内試験結果、授業態度、週末課題の提
出等を含め総合的に判断します。 

講師のコメント 
事務・経理担当者にとっては必須の計算実務の能力を問う検定試験な
ので一緒に頑張りましょう。 



 2019 年度シラバス  

 
 

開講時期 2 学生 2 学期 対象学科 
キャリアカレッジ科・総
合ライセンス科・総合ビ

ジネス科 

科目名称 計算Ⅲ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 ⻄平直樹 坂間俊朗 

単位数 3 単位 授業時間 ５４時間 

目指す資格 
必須 計算実務能力検定 1 級（全経主催） 

推奨  

授業概要 
企業の経理・財務部門で必要な帳票計算（精算表・棚卸表・固定資産
台帳・入金伝票）と商業計算（比率・製造原価・利益処分など）の経
理担当者にとっては重要な技術である計算実務の能力を学びます。 

到達目標 計算実務能力検定 1 級（全経主催）取得 

授業計画 

 １．帳票計算 
  ①精算表の計算 
  ②棚卸表の計算 
  ③固定資産台帳の計算 
  ④入金伝票の計算 

２．商業計算 
  ①比率の計算 
  ②製造原価の計算 
  ③利益処分の計算 
  ④有価証券の計算 

⑤株式の換算の計算 
 ⑥福利の計算 
 ⑦年金の計算 
 ⑧年割賦の計算 
 ⑨積立金の計算 

⑩減価償却の計算 
使用教材 公式テキスト 計算実務 1･2 級 

成績評価 
２学期の受験結果、出席率、校内試験結果、授業態度、週末課題の提
出等を含め総合的に判断します。 

講師のコメント 
事務・経理担当者にとっては必須の計算実務の能力を問う検定試験な
ので一緒に頑張りましょう。 
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開講時期 １年次２学期 対象学科 総合ビジネス科 

科目名称 所得税法Ⅰ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 ⻄平 直樹   

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 全国経理学校教育協会主催：所得税法３級 

推奨  

授業概要 
所得税の基本的な理解のためのレベルであり、個人事業主や新入社員
が税務処理の基本知識から実務での基本税務処理など所得税に関する
計算を学びます。 

到達目標 
全国経理学校教育協会主催：所得税法３級取得 

授業計画 

１． 所得税の概要 
２． 所得税の内容と所得金額の計算 
３． 所得控除（基礎） 
４． 所得税額の計算 
５． 税額控除（基礎） 
６． 確定申告制度 
７． 源泉徴収制度 
８． ⻘⾊申告制度 
９． 所得税に関する会計処理例 

使用教材 
全国経理教育協会：入門税法 
全国経理教育協会：所得税法過去問題集３級 

成績評価 
検定試験結果、出席率、校内試験結果、授業態度、週末課題の提出等
を含め総合的に判断します。 

講師のコメント 
所得税の基本的な理解のためのレベルであり、個人事業主や新入社員
が、源泉徴収や確定申告の基本的な考え方を理解できるようにがんば
りましょう。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 １年次 3 学期 対象学科 総合ビジネス科 

科目名称 法人税法Ⅰ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 ⻄平 直樹   

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 全国経理学校教育協会主催：法人税法３級 

推奨  

授業概要 
法人税の基本的な理解のためのレベルである企業内の税務処理から法
人企業の中堅経理担当者として税務署への書類作成などの税務処理が
できる。知識を身につけ法人税に関する計算を学びます。 

到達目標 
全国経理学校教育協会主催：法人税法３級取得 

授業計画 

１．法人税の概要 
２．法人税上の「所得」 
３．損益の帰属事業年度 
４．益金の額の計算 
５．損金の額の計算 
６．税額の計算 
７．申告、納付 

使用教材 
全国経理教育協会：入門税法 
全国経理教育協会：法人税法過去問題集３級 

成績評価 
３学期の検定試験結果、出席率、校内試験結果、授業態度、週末課題
の提出等を含め総合的に判断します。 

講師のコメント 
法人税の基本的な理解のためのレベルであり、法人企業の新入社員な
どが、企業内の税務処理の基本理解ができるようにがんばりましょう。 



 2019 年度シラバス  

開講時期 2 学期 対象学科 全学科 

科目名称 ビジネス能力Ⅰ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 【実務】吉山 由美子 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 日本商工会議所主催 ジョブパス検定 3 級 

推奨 全国経理教育協会主催 社会人常識マナー検定試験３級 

授業概要 
自らの職業観や勤労観といった概念の形成を前提にビジネス常識および、
基礎的なコミュニケーション、情報の利活用など、将来、職業人として適
応するために身につけておくべき知識を学びます。 

到達目標 
職業教育・キャリア教育財団主催 ビジネス能力検定ジョブパス 3 級
取得 
全国経理教育協会主催 社会人常識マナー検定試験３級取得 

授業計画 

第 1 章 キャリアと豊かな仕事生活 
第 2 章 服装と身だしなみ（ビジネスマナーⅠ) 
第 3 章 職場のコミュニケーション（ビジネスマナーⅡ） 
第 4 章 就業中のマナーⅠ 
第 5 章 就業中のマナーⅡ 
第 6 章 話しの聞き方と指示の受け方 
第 7 章 指示、報告と連絡・相談 
第 8 章 話し方の基本 
第 9 章 自己紹介と簡単なスピーチ 
第 10 章 ことばづかい（敬語の使い方） 
第 11 章 会議への参加と協力 
第 12 章 電話対応 
第 13 章 来客対応 
第 14 章 名刺交換と面談の基本マナー 
第 15 章 訪問のマナー 
第 16 章 取引先とのつきあい 
第 17 章 冠婚葬祭のマナー 
第 18 章 仕事に対する基本姿勢 
第 19 章 仕事への取り組み 
第 20 章 会社のルールと勤務条件 
第 21 章 仕事と IT 



 

第 22 章 ビジネス文書の基本 
第 23 章 社内文書の種類と役割（作成例） 
第 24 章 社外文書の種類と役割（作成例） 
第 25 章 社会常識を高める情報収集,分析 
第 26 章 表とグラフ 
第 27 章 業種・業界の知識 
第 28 章 会社の仕組みと売上・利益 
第 29 章 社会保険と税金 
第 30 章ビジネス能力検定３級試験対策 

使用教材 
日本能率協会マネジメントセンター 公式テキスト 3 級 
ビジネス能力検定 3 級公式試験問題集３級 

成績評価 
12 月の受験結果、出席率、校内試験結果、授業態度等も含め総合的に
判断します。 

講師のコメント 
【実務】一般企業において、新入社員研修で実施されている、仕事の基
本となる意識について、実践的な演習を通して学べます。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 1 学年１学期 対象学科 全学科 

科目名称 販売士Ⅰ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 ⻄平 直樹 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 日本商工会議所主催：販売士３級 

推奨  

授業概要 
接客や取扱商品の知識、売場や店舗を管理する能力なども考えた店舗
経営の視点から顧客に買ってもらう仕組みづくりを学びます。 

到達目標 
日本商工会議所主催：販売士３級 

授業計画 

１．小売業の類型 
２．マーチャンダイジング 
３．ストアーオペレーション 
４．マーケティング 
５．販売・経営管理 

使用教材 
リテール（販売士）マーケディング（テキスト＆問題集）３級 
リテール（販売士）マーケディング（過去問題集）３級 

成績評価 
１学期の受験結果、出席率、校内試験結果、授業態度、週末課題の提出
等を含め総合的に判断します。 

講師のコメント 
マーケティングの基本的な考え方や流通・小売業で必要な基礎知識・技
能を理解し接客や売場づくりなど、販売担当として必要な知識・技術を
身につけた人材を目指しましょう。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 1 年 1 学期 対象学科 
情報処理科、情報システ
ム科、キャリアカレッジ

科 

科目名称 情報処理Ⅰ 授業の方法 講義及び演習 

担当講師 仲村卓也【実務】 

単位数 3 単位 授業時間 54 時間 

目指す資格 
必須 

財団法人 専修学校教育振興会主催 文部科学省後援 
情報検定・情報活用試験 ３級 

推奨 
財団法人 専修学校教育振興会主催 文部科学省後援 
情報検定・情報活用試験 ２級 

授業概要 
情報化社会が進む現在、情報処理の知識を知ることは生活上でも必要
事項となっている。本講義では日常生活に潜む情報処理について理解
する授業を進めていく。 

到達目標 

コンピュータネットワーク社会において活動ができ、適切な IT 技術や
ツールを選択し、目標達成あるいは問題解決のために情報収集・分析が
でき、「実行計画の立案」から「プレゼンテーション」までができる総
合的な能力を修得する。 

授業計画 

１．情報表現と処理手順 
２．パソコンの基礎 
３．インターネットの基礎 
４．インターネットの利用 
５．情報機器の基本操作 
６．情報社会とコンピュータ 
７．情報モラル 

使用教材 
日本能率協会マネジメントセンター： 
         J 検情報活用 3 級 完全対策テキスト 

成績評価 
出席率、小テスト及び総合テスト 

講師のコメント 

説明の際には、元 PG・SE としての実務経験を交え、想定される場面
などを具体的に挙げながらテキスト内に出てくる項目を紹介してい
く。各分野終わることに、小テストを実施し、これを成績評価の参考に
する。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 1 年通年 対象学科 
情報処理科、情報システ
ム科、キャリアカレッジ

科 

科目名称 シスアドⅠ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 仲村卓也【実務】 

単位数 ３単位 授業時間 54 時間 

目指す資格 
必須 サーティファイ主催シスアド技術者能力認定試験 3 級 

推奨 サーティファイ主催シスアド技術者能力認定試験２級 

授業概要 
コンピュータの利用に関する基礎知識の修得を目標とする。表計算、Ｓ
ＱＬ、ワープロソフトの利用に関する基礎知識の修得をめざす。シスア
ド検定３級程度。 

到達目標 
サーティファイ主催シスアド技術者能力認定試験 3 級 
2 級への足掛かりとする。 

授業計画 

１．コンピュータのしくみ 
２．インターネットのしくみ 
３．表計算のしくみ 
４．データベースのしくみ 
５．仕事とコンピュータ 
６．シスアド技術者能力認定試験 3 級試験対策 

使用教材 
一週間基礎レッスン初級シスアド超入門 

シスアド技術者能力認定試験 3 級問題集 

成績評価 
出席率、小テスト及び試験を考慮して総合的に判断する。 

講師のコメント 
コンピュータとソフトウェアの基礎知識について学びます。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 学科により異なる 対象学科 全学科 

科目名称 IT 実務Ⅰ 授業の方法 講義及び演習 

担当講師  

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 

サーティファイ：情報処理技術者能力認定試験３級 
サーティファイ：シスアド技術者能力認定試験 3 級 
日検：表計算 3 級 
日検：データベース作成 3 級 

推奨  

授業概要 
情報処理Ⅰ、シスアドⅠ、表計算Ⅰ、データベースⅠに関する総まとめ
を行う。 

到達目標 
必須資格による検定の取得 
 

授業計画 

以下の検定の模擬試験を実施する。 
１：情報処理技術者能力認定試験３級 
２：シスアド技術者能力認定試験 3 級 
３：表計算 3 級 
４：データベース作成 3 級 
 

使用教材 
各種検定の模擬試験問題集 

成績評価 
出席率、模擬試験の結果を総合的に判断 

講師のコメント 
一つでも多くの検定取得に向けての対策となりますが、問題の内容に
沿った実務例を説明し、世の中で起こっていること（ニュースなど）の
理解にも努めます。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 １学年１学期 対象学科 全学科 

科目名称 ワープロⅠ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 神谷 茜 

単位数 ２単位 授業時間 ３６時間 

目指す資格 
必須 日本情報処理検定協会主催 日本語ワープロ検定３級 

推奨  

授業概要 

ワープロソフトにＭｉｃｒｏｓｏｆｔ社のＷｏｒｄを使用し、ワープ
ロソフトの基本操作とブラインドタッチで文字を正確に早く入力する
力を養い、一般的なビジネス文書の仕組みを学習する。 
日本語ワープロ検定３級程度。 

到達目標 
１０分間に３００文字以上を入力できる。 
２０分間で基本的な文書を作成することができる。 

授業計画 

1. Ｗｏｒｄ２０１６とは 
2. Ｗｏｒｄ２０１６の起動と画面構成 
3. Ｗｏｒｄ２０１６の終了 
4. 新規作成 
5. ページ設定とファイルの保存・読み込み・印刷 
6. 文字・文章の入力と入力の訂正 
7. 移動とコピー 
8. 文書の作成 基本的な文書の構成 
9. 文字の修飾、文字の拡大と縮小 
10. 表を活用した文書の作成 
11. 表の編集 
12. 画像や図形を活用した文書の作成 
13. 日本語ワープロ３級試験対策 

使用教材 
３０時間でマスターＯｆｆｉｃｅ２０１６（実教出版） 
日本語ワープロ検定試験模擬問題集３・４級問題集 

成績評価 授業態度、検定試験の点数も含めて総合的に判断。 

講師のコメント 
パソコン科目の基礎となるのが文字入力の速さと正確性です。ブライ
ンドタッチで入力できるようになることを目標に頑張りましょう。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 １学年１学期 対象学科 全学科 

科目名称 ワープロⅡ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 神谷 茜 

単位数 ２単位 授業時間 ３６時間 

目指す資格 
必須 

日本情報処理検定協会主催 日本語ワープロ検定準２
級・２級 

推奨  

授業概要 

ワープロソフトにＭｉｃｒｏｓｏｆｔ社のＷｏｒｄを使用し、ワープ
ロソフトの基本操作とブラインドタッチで文字を正確に早く入力する
力を養い、一般的なビジネス文書の仕組みを学習する。 
日本語ワープロ検定準２級・２級程度。 

到達目標 
１０分間に４００〜５００文字以上を入力できる。 
２０分間で基本的な文書を作成することができる。 

授業計画 

1. ブラインドタッチの練習 
2. 文書体裁（配置） 
3. 表を活用した文書の作成 
4. 表の線種の変更 
5. セルの網掛け 
6. セルの結合 
7. セルの配置 
8. 切り取り線の作成 
9. 申込書等の作成 
10. 日本語ワープロ検定準２級対策 
11. 日本語ワープロ検定２級対策 

使用教材 
３０時間でマスターＯｆｆｉｃｅ２０１６（実教出版） 
日本語ワープロ検定試験模擬問題集準２級・２級級問題集 

成績評価 授業態度、検定試験の点数も含めて総合的に判断。 

講師のコメント 
ビジネス文書の基本的な体裁をしっかり習得して、最も伝えたいこと
を整理する力を身につけていきましょう。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 ２年生１学期 対象学科 全学科 

科目名称 ワープロⅢ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 神谷 茜 

単位数 ２単位 授業時間 ３６時間 

目指す資格 
必須 

日本情報処理検定協会主催 日本語ワープロ検定準１
級・１級 

推奨  

授業概要 

ワープロソフトにＭｉｃｒｏｓｏｆｔ社のＷｏｒｄを使用し、ワープ
ロソフトの基本操作とブラインドタッチで文字を正確に早く入力する
力を養い、一般的なビジネス文書の仕組みを学習する。 
日本語ワープロ検定準１級・１級級程度。 

到達目標 
１０分間で６００文字〜７００文字以上を入力できる。 
２０分間で基本的な文書を作成することができる。 

授業計画 

1. ブラインドタッチの練習 
2. 表を活用した文書の作成 
3. 文書体裁（配置） 
4. 図形の挿入・編集 
5. テキストボックスの挿入・編集 
6. 図形の塗りつぶし・枠線の編集 
7. ルビの編集 
8. 図形・テキストボックスを使った地図の作成 
9. 直線の太さ・色の変更、曲線の編集 
10. 方位の作成 
11. 日本語ワープロ準１級試験対策 
12. 日本語ワープロ１級試験対策 

使用教材 
３０時間でマスターＯｆｆｉｃｅ２０１６（実教出版） 
日本語ワープロ検定試験模擬問題集準１級・１級級問題集 

成績評価 授業態度、検定試験の点数も含めて総合的に判断。 

講師のコメント 
文字の入力速度の速さと正確性が重要となります。地図作成では、ショ
ートカットキーなど便利な機能を活用して８分以内を目標に作りまし
ょう。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 １年生２学期 対象学科 全学年 

科目名称 文書デザインⅠ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 神谷 茜 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 日本情報処理検定協会主催 文書デザイン検定３級 

推奨  

授業概要 
パソコンソフトの有効な利用を通じて、画像描画処理、表の配置処理を
含む基本的な文書デザイン能力の習得を目標とする。 
文書デザイン検定４・３級程度。 

到達目標 
ワープロソフトの多くの機能を使用し、文書をデザインして資料を作
成することができる。 

授業計画 

1. 文字・記号の入力（英数字の全半角など） 
2. フォントの変更(明朝、ゴシックなど) 
3. フォントサイズの変更(ポイントの変更) 
4. 文字書体(太字、斜体など) 
5. 文字の装飾（下線・囲み線・網かけ） 
6. 文字の配置(左揃え、中央揃え、右揃え) 
7. 図形描画(四角形、角丸四角形) 
8. 図形内の文字入力(横書き) 
9. 書式設定、印刷処理 
10. 文字の拡大・縮小、均等割り付け 
11. 画像の挿入(貼り付け)、画像の配置(左揃え、中央揃え、右揃え) 
12. 図形描画(楕円、吹き出し、ブロック矢印、額縁など) 
13. 表の挿入と配置 
14. 文書デザイン 3 級試験対策 

使用教材 文書デザイン検定試験模擬問題集３・４級 

成績評価 授業態度、検定試験の点数も含めて総合的に判断。 

講師のコメント 
ワードの機能をうまく使いこなして、簡単なチラシを作成できるよう
に頑張りましょう。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 １学年１学期 対象学科 全学科 

科目名称 表計算Ⅰ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 神谷 茜 

単位数 ２単位 授業時間 ３６時間 

目指す資格 
必須 日本情報処理検定協会主催 表計算検定４・３級 

推奨  

授業概要 
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社のＥｘｃｅｌを用い、表計算ソフトの基本操作
及び基本的な関数の活用方法を学習する。表計算検定試験３級程度。 

到達目標 
与えられた情報を基に表を作成し、条件にしたがってグラフなどを作
成する技能を習得する。 

授業計画 

1. 文字・数字の入力 
2. 列幅変更 
3. 計算式、合計・平均関数 
4. 罫線処理 
5. 表示形式（数字・数値の３桁ごとのコンマ・小数点、％表示など） 
6. 表題・見出しの中央揃え・文字列の左揃え・数字の右揃え 
7. 判断文 
8. 絶対参照 
9. 構成比率の計算 
10. 最大値・最小値の検索（ＭＡＸ・ＭＩＮ） 
11. 端数処理関数（切り捨て・切り上げ・四捨五入など） 
12. 順位付け（ＲＡＮＫ） 
13. 通貨表示（￥・＄）・日付表示 
14. 並べ替え（ソート） 
15. 表計算３級試験対策 

使用教材 
３０時間でマスターＯｆｆｉｃｅ２０１６（実教出版） 
表計算検定試験模擬問題集３級・４級 

成績評価 授業態度、検定試験の点数も含めて総合的に判断。 

講師のコメント 
最初は難しく感じるかもしれませんが、焦らずゆっくり問題を解いて
理解していきましょう。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 1 学年 1 学期 対象学科 全学科 

科目名称 表計算Ⅱ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 神谷 茜 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 日本情報処理検定協会主催 表計算検定 2 級 

推奨  

授業概要 
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社のＥｘｃｅｌを用い、応用関数やグラフ作成な
どの活用方法を学習する。表計算検定試験準２級・２級程度。 

到達目標 
すでにあるデータや資料を活用して表を作成し、指示された内容をも
とに自ら判断しながら情報をまとめる力を習得する。 

授業計画 

1. 表検索（ＶＬＯＯＫＵＰなど） 
2. 多重判断文（入れ子（ネスト）） 
3. 論理演算子（ＡＮＤ・ＯＲ） 
4. 日付の計算 
5. セルの証明（セルの文字列化の印刷） 
6. グラフ作成（縦棒・横棒） 
7. 表検索(ＶＬＯＯＫＵＰなど)の応用 
8. 多重判断文の応用 
9. 時刻の計算 
10. グラフ作成（多様なグラフ） 
11. 表計算 2 級試験対策 

使用教材 
３０時間でマスターＯｆｆｉｃｅ２０１６（実教出版） 
表計算検定試験模擬問題集準２級・２級 

成績評価 
授業態度、検定試験の点数も含めて総合的に判断。 

講師のコメント 
問題数も増えて、関数処理が複雑になってきました。表検索と多重判断
文の関数処理をしっかりできるようにしましょう。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 １学年１学期 対象学科 全学科 

科目名称 表計算Ⅲ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 神谷 茜 

単位数 ２単位 授業時間 ３６時間 

目指す資格 
必須 日本情報処理検定協会主催 表計算検定１級 

推奨  

授業概要 
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社のＥｘｃｅｌを用い、応用関数やグラフ作成な
どの活用方法を学習する。表計算検定試験準１級・１級程度。 

到達目標 
すでにあるデータや資料を活用して指示された内容をもとに自ら判断
しながら、情報を処理する力を習得する。その結果を見やすい資料に
まとめることができる。 

授業計画 

1. データベース関数 
2. 結果データの保存または数式印刷 
3. 文字列操作関数（ＬＥＦＴ・ＲＩＧＨＴ・ＣＯＮＣＡＴＥＮＡＴＥ

など） 
4. 特殊関数（ＡＢＳなど） 
5. 抽出および抽出後のデータ処理（合計・平均・ソートなど） 
6. データベース関数の応用 
7. 表計算検定１級試験対策 

使用教材 
３０時間でマスターＯｆｆｉｃｅ２０１６（実教出版） 
表計算検定試験模擬問題集準１級・１級 

成績評価 
授業態度、検定試験の点数も含めて総合的に判断。 

講師のコメント 
関数処理だけではなく、データの入力速度と正確性が大切になってき
ます。入力速度をつける練習も欠かせません。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 １学年３学期 対象学科 全学科 

科目名称 データベースⅠ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 神谷 茜 

単位数 ２単位 授業時間 ３６時間 

目指す資格 
必須 日本情報処理検定協会主催 データベース検定３級 

推奨  

授業概要 
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社のＡｃｃｅｓｓを用い、データベース設計の一
連の流れの習得し、実際に活用する基本的な能力と知識を身に付ける。 
データベース３級程度。 

到達目標 
与えられたデータを利用し、目的とする情報を得る為の技能を習得す
ることができる。 

授業計画 

1. テキストデータの読み込み 
2. テーブル定義（主キー・データ型の設定） 
3. 複数テーブルの関連付け（内部結合） 
4. レコードの抽出 
5. レコードの昇順・降順の並べ替え（ソート） 
6. 表題・見出し等の入力 
7. 表示形式（コンマ・小数点・％・通貨・日付など） 
8. 表のレイアウト 
9. 罫線処理 
10. 印刷処理 
11. 複数条件によるレコードの抽出 
12. 複数条件によるレコードの昇順・降順の並べ替え（ソート） 
13. 計算式 
14. 関数処理（合計・平均・最大・最小・カウント） 
15. グループ化（集計）での合計・平均・最大・最小・カウントの処理 
16. データベース検定３級試験対策 

使用教材 
よくわかるＡｃｃｅｓｓ２０１６基礎 
データベース検定試験模擬問題集３級 

成績評価 授業態度、検定試験の点数も含めて総合的に判断。 

講師のコメント 
データベースの基礎的な概念を理解して、目的のデータを抽出できる
ようにしよう。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 １学年３学期 対象学科 全学科 

科目名称 データベースⅡ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 神谷 茜 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 日本情報処理検定協会主催 データベース検定２級 

推奨  

授業概要 
Microsoft 社の Access を用い、クエリ・フォームの活用・リレーション
シップの設定・レポートの作成等の活用方法を身に付ける。 
データベース検定２級程度。 

到達目標 
データベースに蓄積された多くのデータを利用して必要なデータを選
択し、状況に応じて計算やデータの加工を行うことができる。 

授業計画 

1. 複数クエリの作成 
2. 項目の非表示 
3. レコードの更新 
4. レコードの追加 
5. レコードの削除 
6. 項目名ごとのグループ化 
7. データベース検定２級試験対策 

使用教材 
よくわかるＡｃｃｅｓｓ２０１６基礎 
データベース検定試験模擬問題集２級 

成績評価 
授業態度、検定試験の点数も含めて総合的に判断。 

講師のコメント 
データの加工作業の処理前と処理後の違いを確認しながら、問題を解
くと楽しく学習を進めることができます。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 １学年３学期 対象学科 全学科 

科目名称 データベースⅢ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 神谷 茜 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 

必須 日本情報処理検定協会主催 データベース検定１級 

推奨  

授業概要 

Microsoft 社の Access を用い、データベースの設計・完成までを目標

とする。 

データベース検定１級程度。 

到達目標 

データベースに蓄積された多くのデータを利用し、処理フローを見な

がら条件に応じて計算集計、データ加工を行い、結果をレポート体裁よ

く作成することができる。 

授業計画 

１．結合の種類（外部結合） 

２．クロス集計 

３．ＮＺ関数 

４．重複・不一致レコードの処理 

５．クエリによるテーブルの作成 

６．その他応用 

７．データベース１級試験対策 

 

使用教材 

よくわかるＡｃｃｅｓｓ２０１６基礎 

データベース検定試験模擬問題集１級 

成績評価 
授業態度、検定試験の点数も含めて総合的に判断。 

講師のコメント 

処理フローを見ながら、解くことができるようになったら３０分計っ

て解いてみましょう。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 ２学年１学期 対象学科 全学科 

科目名称 ホームページⅠ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 神谷 茜 

単位数 ２単位 授業時間 ３６時間 

目指す資格 
必須 日本情報処理検定協会主催 ホームページ作成検定３級 

推奨  

授業概要 

ホームページ作成ソフトの有効な利用を通じて、スタイルシートを利
用し、標準的な代替テキスト、リストや見出し、メールリンクの設定を
含む閲覧可能なホームページ作成について学ぶ。ホームページ作成３
級程度。 

到達目標 
基本的なＨＴＭＬと用意されたスタイルシートを利用して、ホームペ
ージを作成することができる。 

授業計画 

1. ページタイトル 
2. 文字・記号の入力 
3. 区切り線（水平線）の挿入 
4. 画像の挿入 
5. 代替テキスト 
6. 表の作成、表の枠設定 
7. セルの結合 
8. 見出しの設定 
9. リストの設定 
10. リンク（ページ間・メールアドレス） 
11. ＨＴＭＬファイルにスタイルシートをリンク 
12. ファイルの保存 
13. ホームページ作成検定３級試験対策 

使用教材 
よくわかるホームページビルダー１７（ＦＯＭ出版） 
ホームページ作成検定試験模擬問題集３・４級編 

成績評価 授業態度、検定試験の点数も含めて総合的に判断。 

講師のコメント 
ホームページの基本的な仕組みを学んで、簡単なページを作ることが
できるようになりましょう。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 ２学年１学期 対象学科 全学科 

科目名称 ホームページⅡ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 神谷 茜 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 

日本情報処理検定協会主催 ホームページ作成検定試験
２級 

推奨  

授業概要 

パソコンソフトの有効な利用を通じて、スタイルシートを作成し、ラベ
ルやＵＲＬの設定、ターゲットリンクを含むインターネットブラウザ
を使って閲覧可能なデザインを意識したホームページ作成能力の習得
をする。ホームページ作成検定２級程度。 

到達目標 
条件に基づいてスタイルシートを作成することができ、レイアウトを
参考に指示に従ってページを作成することを目標とする。 

授業計画 

1.文字・記号の入力 
2.ページタイトルの設定 
3.ＨＴＭＬファイルにスタイルシートをリンク 
4.スタイルシートの作成 
5.区切り線（水平線の挿入） 
6.画像の挿入 
7.画像に対しての代替テキスト 
8.表の作成 
9.表の加工（枠の非表示、セルの結合、列幅、線の太さの変更など） 
10.見出しの設定 
11.リストの設定 
12.ラベル・ＵＲＬの設定 
13.ターゲットの設定 
14.リンクの設定（ページ間、メールアドレス） 
15.ファイルへ保存 
16.ホームページ作成検定２級試験対策 

使用教材 
よくわかるホームページビルダー１７（ＦＯＭ出版） 
ホームページ作成検定試験模擬問題集２級編 

成績評価 授業態度、検定試験の点数も含めて総合的に判断。 

講師のコメント 
スタイルシートは、デザインを一括で設定できる便利なツールです。 
ＨＴＭＬタグも同時に学ぶことができるのでしっかり学習していくと
ホームページ作成が楽しくなります。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期  対象学科  

科目名称 インターネットⅠ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 神谷 茜 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 

サーティファイ主催インターネットユーザー能力認定試
験 初級 

推奨  

授業概要 
個人ユーザーとしてパソコンを利用し、Web ページの閲覧や検索、電
子メールの送受信が行える。 

到達目標 インターネットユーザー検定初級程度。 

授業計画 

１．コンピュータの基礎 
２．インターネットの概要 
３．ネットワーク 
４．インターネットの現状と将来 
５．Ｗｅｂブラウザ 
６．Ｗｅｂブラウザの基本操作 
７．Ｗｅｂコンテンツの利用 
８．ＷＷＷ応用 
９．電子メールのしくみ 
１０．電子メール利用基礎 
１１．電子メール応用、活用 
１２．インターネットへの接続 
１３．ネット利用の注意点 

使用教材 インターネットユーザー能力認定試験問題集 

成績評価 授業態度、検定試験の点数も含めて総合的に判断。 

講師のコメント 
 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 １学年１学期 対象学科 全学科 

科目名称 パワーポイントⅠ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 神谷 茜 

単位数 ２単位 授業時間 ３６時間 

目指す資格 
必須 

日本情報処理検定協会主催 プレゼンテーション作成３
級 

推奨  

授業概要 

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社のＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを用い、画像・表などを
使用して、聞き手の理解を促すプレゼンテーション資料を作成するこ
とを目的とする。 
プレゼンテーション作成検定３級程度。 

到達目標 
プレゼンテーションソフトの多くの機能を活用し、前提と処理条件を
基に３枚のスライドを３０分で作成することができる。 

授業計画 

1. 複数スライドの共通設定（スライド番号・背景の設定など） 
2. 画像の挿入（貼り付け） 
3. 画像の配置 
4. 図形描画（吹き出し、ブロック矢印など） 
5. 表の挿入と配置 
6. 表の加工（線種など） 
7. アニメーションの挿入（ストリップ、ワイプ、ランダムストライプ

など） 
8. プレゼンテーション作成検定３級試験対策 

使用教材 
３０時間でマスターＯｆｆｉｃｅ２０１６ 
プレゼンテーション作成検定試験模擬問題集３・４級 

成績評価 
授業態度、検定試験の点数も含めて総合的に判断。 

講師のコメント 
何を前提にプレゼンテーションを作成しているのかを意識しながら作
ると楽しく学ぶことができます。 
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開講時期 第 2 学年 対象学科 全学科 

科目名称 マルチメディアⅠ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 大宜見 孝子【実務】 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須  

推奨 
Illustrator®クリエイター能力認定試験 スタンダード 
Photoshop®クリエイター能力認定試験 スタンダード 

授業概要 
メディアの作成、理論の学習を通じて、作り手の狙いや効果的なデザイ
ンを学ぶ 

到達目標 
マルチメディアの用語が理解出来る。ポスターやロゴ等、簡単イメージ
を作品にすることが出来る。 

授業計画 

講義項目（講義内容が理解できる様） 
 １．Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐの基本     
 ２．Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒの基本    
 ３．広告や資料の作成      
 ４．Ｗｅｂページの作成    
 ５．プレゼン資料の作成    
 ６．配色について     
 ７．制作について     

８．Ｗｅｂプログラミングについて   
９．プレゼンテーションについて   

使用教材 
６０時間でエキスパート メディアデザイン  
プレゼン・Ｗｅｂ・グラフィック 

成績評価 
出席８０％以上必須 
理解度小テスト８０点以上（優）・７０以上（良）・５０以上（可） 

講師のコメント 
情報過多の現在を、人に直観的に伝える為、マルチメディアは大変役立
つ技術です。頭の中の創造を形してください。 
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開講時期 第 2 学年 対象学科  

科目名称 マルチメディアⅡ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 大宜見 孝子【実務】 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 

Illustrator®クリエイター能力認定試験 スタンダード 
Photoshop®クリエイター能力認定試験 スタンダード 

推奨 
Illustrator®クリエイター能力認定試験 エキスパート 
Photoshop®クリエイター能力認定試験 エキスパート 

授業概要 
マルチメディアの基礎があることを前提。Adobe 社のソフトを活用し、 
実務に必要な知識と技術を学ぶ 

到達目標 
マルチメディア業界にて、即戦力に近い技術の習得 
独自性の高い作品を制作することができる 

授業計画 

講義項目（講義内容が理解できる様） 
 １．ポストカード作成     
 ２．Photoshop 合成作品作成    
 ３．Photoshop レイヤーマスク作品作成 
 ４．Illustrator 下書きをトレース 
 ５．Illustrator パスファインダ作品制作    
 ６．Photoshop と Illustrator の両方を駆使した作品制作 
 ７．実務で使うマルチメディア用語について 

使用教材 
６０時間でエキスパート メディアデザイン  
プレゼン・Ｗｅｂ・グラフィック 

成績評価 
出席８０％以上必須 
理解度小テスト８０点以上（優）・７０以上（良）・５０以上（可） 

講師のコメント 
手書きのイラストに効果を付け、魅力的な作品制作や写真とイラスト
を合成させて非現実の魅力的作品制作を楽しんでください。 
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開講時期  対象学科  

科目名称 ウィンドウズⅠ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 神谷茜 

単位数 ２単位 授業時間 ３６時間 

目指す資格 
必須 

サーティファイ主催 Windows®操作技能認定試験 レ
ベル認定 

推奨  

授業概要 
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社のＷｉｎｄｏｗｓの多様な機能、Ｗｉｎｄｏｗ
ｓ上のさまざまなアプリケーションソフトの操作に関する標準的な技
能を修得することを目的とする。 

到達目標 ウィンドウズ検定３級程度。 

授業計画 

１．マウス操作 
２．ウィンドウの操作（ウィンドウ共通部品の役割の理解） 
３．ダイアログ ボックス 
４．ウィザード（指示に従い設定する） 
５．メッセージボックス 
６．ヘルプとサポート 
７．検索：ファイルやフォルダなどの条件に従い検索することができ
る。 
８．タスクバー 
９．［スタート］ボタン 
１０．マイコンピュータ 
１１．ゴミ箱・ブリーフケースの機能の理解 

使用教材 インターネットユーザー能力認定試験問題集 

成績評価 
授業態度、検定試験の点数も含めて総合的に判断。 

講師のコメント 
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開講時期  対象学科  

科目名称 ウィンドウズⅡ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 神谷茜 

単位数 ２単位 授業時間 ３６時間 

目指す資格 
必須 

サーティファイ主催 Ｗｉｎｄｏｗｓ®操作技能認定試
験 レベル認定 

推奨  

授業概要 
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社のＷｉｎｄｏｗｓの多様な機能の活用ととも
に、Ｗｉｎｄｏｗｓ上のさまざまなアプリケーションソフトの活用操
作に関する応用的な技能を修得することを目的とする。 

到達目標 ウィンドウズ検定２級程度。 

授業計画 

１．ファイルの共通知識 
２．フォルダの操作 
［ファイル］・［編集］・［移動］・［表示］・［お気に入り］・［ツール］・［ヘ
ルプ］メニュー等の各コマンドの意味を理解し、目的に応じた操作がで
きる。 
３．エクスプローラ 
４．エクスプローラバー 
５．ハードディスク、フロッピーディスク 
ハードディスクやフロッピーディスク上、もしくは相互間でのファイ
ル操作や、フォーマットなどを行うことができる。 
６．各メディアの特徴を理解している。（外部記憶装置）ＣＤ−ＲＯＭ、
ＣＤ−Ｒ、ＣＤ−ＲＷ、ＤＶＤなど。 
７．ショートカット 
ショートカットの作成、ショートカットのプロパティ変更の操作がで
きる。 

使用教材 Windows 操作技能認定試験 問題集(98/Me/XP 対応) 

成績評価 
授業態度、検定試験の点数も含めて総合的に判断。 

講師のコメント  
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開講時期 1 年次 3 学期 対象学科 全学科 

科目名称 パソコン会計Ⅰ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 【実務】吉山 由美子 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 全国経理教育協会主催：コンピュータ会計検定３級 

推奨  

授業概要 
パソコン財務会計ソフト(弥生会計ソフト)を使って、財務会計処理手
順から伝票入力、元帳処理、財務諸表作成等について勉強します。 

到達目標 全国経理教育協会主催：コンピュータ会計検定３級取得 

授業計画 

Ⅰ コンピュータ会計の知識 
１．コンピュータの知識 

(1)パソコン・会計ソフトの知識 
 ２．簿記会計の知識 
  (1)簿記、財務諸表の基礎知識 
 ３．実務の知識 
  (1)日常の商取引・税金・給与計算の基礎知識 
  (2)出金処理   (3)残高照会  (4)振替処理 
 4．月次の処理 
  (1)残高処理 (2)振替処理 (3)試算表・財務諸表の作成 
Ⅲ 会計情報の活用（日常の管理） 
  (1)売上状況・現金預金残高・代金回収状況のチェック 

使用教材 
コンピュータ会計(基本)テキスト（実教出版） 
コンピュータ会計 3 級過去問題集（実教出版） 

成績評価 
会計データの入力・出力とバックアップ・リストア（復元）などの操作
や単位認定試験の結果、出席率、校内試験結果、授業態度等も含め総合
的に判断します。 

講師のコメント 
【実務】商取引の基礎知識、財務諸表の基礎知識、入出金処理、残高照
合、月次決算、売上状況、代金回収状況のチェックなど実践的に活用で
きる技能が習得できます。 
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開講時期 2 年次１学期 対象学科 総合ビジネス科 

科目名称 パソコン会計Ⅱ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 【実務】吉山 由美子 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 コンピュータ会計能力検定試験 2 級（全経主催） 

推奨 コンピュータ会計能力検定試験１級（全経主催） 

授業概要 
会計ソフトの知識（繰越処理）、製造原価の考え方（入力操作・製造原
価報告書の作成）消費税の知識（課税・非課税・経理方式） 

到達目標 
 
コンピュータ会計能力検定試験級取得（全経主催） 

授業計画 

Ⅰ コンピュータ会計の知識 
１．コンピュータの知識  会計ソフトの知識 

 ２．簿記会計の知識  製造原価の考え方 
 ３．実務の知識  (1)資金の知識 (2)法人税等の知識 

  (3)消費税の知識 
Ⅱ 会計処理 

１．年次の処理  (1)決算処理 (2)決算書の作成 
 (3)繰越処理 

 ２．その他の処理  (1)導入処理 (2)剰余金の処分 
 (3)製造業 

Ⅲ 会計情報の活用  (1)資金管理 (2)予算管理 
  (3)経営分析 (4)損益分岐点分析 

使用教材 
コンピュータ会計(応用)テキスト（実教出版） 
コンピュータ会計 2 級過去問題集（実教出版） 

成績評価 
3 学期の単位認定試験の結果、出席率、校内試験結果、授業態度も含め
総合的に判断します。 

講師のコメント 
会計ソフトの知識、法人税・消費税等の知識、導入処理、年次決算、繰
越処理、予算管理、経営分析、損益分岐点分析などを学びます。 
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開講時期  対象学科  

科目名称 PC 実務Ⅰ 授業の方法 演習 

担当講師 神谷茜 

単位数 １単位 授業時間 18 時間 

目指す資格 
必須 

日本語ワープロ検定 2 級、表計算検定 2 級、データベー
ス検定 2 級、コンピュータ会計検定 2 級、プレゼンテー
ション作成検定 2 級、文書デザイン検定 2 級 

推奨  

授業概要 
ワープロⅡ、表計算Ⅱ、データベースⅡ、コンピュータ会計Ⅱ、プレゼ
ンテーション作成Ⅱ。文書デザインⅡに関する総まとめを行なう。 

到達目標 
各種検定試験 2 級取得。 

授業計画 

１．日本語ワープロ検定 2 級対策演習 
２．表計算検定 2 級対策演習 
３．データベース検定 2 級対策演習 
４．コンピュータ会計検定 2 級対策演習 
５．プレゼンテーション作成検定 2 級対策演習 
６．文書デザイン検定 2 級対策演習 

使用教材 各種検定模擬問題集 

成績評価 
授業態度、小テスト、検定試験の点数を含めて総合的に判断。 

講師のコメント 
2 級はそれぞれの科目の基礎となる部分です。しっかりと学習していき
ましょう。 
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開講時期 2 年次 2 学期 対象学科 全学科 

科目名称 パソコン会計Ⅲ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 【実務】吉山 由美子 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 コンピュータ会計能力検定試験１級（全経主催） 

推奨  

授業概要 
資金管理（見積実績比較資金繰り表）、キャッシュフロー分析、キャッ
シュフロー計算書、利益計画（セグメント別損益計算書）など 

到達目標 コンピュータ会計能力検定試験１級取得（全経主催） 

授業計画 

Ⅰ コンピュータ会計の知識 
１．コンピュータの知識 

(1)表計算ソフトの操作 
  (2)インターネットの利用 
  (3)会計データのエクスポートとインポート 
  (4)情報セキュリティ 
 ２．簿記会計の知識 
  (1)キャッシュフロー 
Ⅱ 会計処理 
 １．その他の処理 
  (1)部門の処理 
Ⅲ 会計情報の活用 
  (1)資金管理    (2)キャッシュフロー分析 
  (3)利益計画 

使用教材 
コンピュータ会計(応用)テキスト（実教出版） 
コンピュータ会計 1 級過去問題集（実教出版） 

成績評価 
企業の予算管理と経営分析の手法を学び、検定試験の受験結果、出席
率、授業態度も含め総合的に判断します。 

講師のコメント 
IT 活用（関数）の内容を深く理解する事で、企業経営者層に対して、
有効的な資料を提供できる能力が身につきます。 
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開講時期 ３年 対象学科 
キャリアカレッジ科 
総合ライセンス科 

科目名称 情報実務Ⅰ 授業の方法 講義及び演習 

担当講師  

単位数 ３単位 授業時間 54 時間 

目指す資格 
必須 

サーティファイ：Windows 操作技能認定試験３級 
CG-ARTS：マルチメディア検定３級 

推奨  

授業概要 
ウィンドウズⅠ、マルチメディアⅠに関する総まとめを行う。 

到達目標 
必須資格で挙げた各種検定取得 

授業計画 

以下の検定の演習・模擬試験を実施 
１：Windows 操作技能認定試験３級 
２：マルチメディア検定３級 

使用教材 
各種検定の問題集を使用 

成績評価 
出席率、試験の結果を総合的に判断。 

講師のコメント 
マルチメディア科目や Windows 科目は、システム系の学生だけが学ぶ
科目ではありません。関心さえ持てば上位資格も狙えます！ 
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開講時期 4 年 対象学科 キャリアカレッジ科 

科目名称 情報実務Ⅱ 授業の方法 講義及び演習 

担当講師  

単位数 ３単位 授業時間 54 時間 

目指す資格 
必須 

サーティファイ：Windows 操作技能認定試験 2 級 
CG-ARTS：マルチメディア検定 2 級 

推奨  

授業概要 
マルチメディアⅡ、ウィンドウズⅡに関する総まとめを行う。 

到達目標 
必須資格で挙げた各種検定取得 

授業計画 

以下の検定の演習・模擬試験を実施 
１：Windows 操作技能認定試験 2 級 
２：マルチメディア検定 2 級 

使用教材 
各種検定の問題集を使用 

成績評価 
出席率、試験の結果を総合的に判断。 

講師のコメント 
マルチメディア科目や Windows 科目は、システム系の学生だけが学ぶ
科目ではありません。関心さえ持てば上位資格も狙えます！ 
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開講時期 随時 対象学科 全学科 

科目名称 ビジネス実務Ⅰ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 【実務】小嶋 和加奈 

単位数 3 授業時間 54 時間 

目指す資格 
必須 ビジネス実務マナー検定 3 級（単位認定試験） 

推奨 実務技能検定協会ビジネス実務マナー検定 3 級 

授業概要 
ビジネスマンとしての判断・行動が適切に行える、人間関係やマナー、
話し方を理解する。 

到達目標 
ビジネス実務の遂行に必要な一般知識を持ち、平易な業務を行うのに
必要な技能を持つことができる。 

授業計画 

1. 必要とされる資質 
ビジネスマンとしての資質、執務要件  

2. 企業実務 
組織の機能 

3. 対人関係 
人間関係、マナー、話し方、交際 

4. 技能 
情報、文書、会議、事務機器、事務用品 

使用教材 
ビジネス実務マナー検定受験ガイド（実務技能検定協会） 
ビジネス実務マナー検定実問題集（実務技能検定協会） 

成績評価 
試験結果、出席率、課題提出も含め総合的に判断。 

講師のコメント 
【実務】礼儀、道徳心、さらにビジネスの場では「社会規範」も必須で
す。秩序に従い規範を守る重要性を学びます。 
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開講時期 随時 対象学科 全学科 

科目名称 ビジネス実務Ⅱ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 【実務】小嶋 和加奈 

単位数 3 授業時間 54 時間 

目指す資格 
必須 ビジネス実務マナー検定 2 級（単位認定試験） 

推奨 実務技能検定協会ビジネス実務マナー検定 2 級 

授業概要 
ビジネスマンとしての判断・行動が適切に行える、人間関係やマナー、
話し方を理解する。 

到達目標 
ビジネス実務の遂行について理解を持ち、一般的業務を行うのに必要
な知識・技能を持つことができる。 

授業計画 

1. 必要とされる資質 
ビジネスマンとしての資質、執務要件  

2. 企業実務 
組織の機能 

3. 対人関係 
人間関係、マナー、話し方、交際 

4. 技能 
情報、文書、会議、事務機器、事務用品 

使用教材 
ビジネス実務マナー検定受験ガイド（実務技能検定協会） 
ビジネス実務マナー検定実問題集（実務技能検定協会） 

成績評価 
試験結果、出席率、課題提出も含め総合的に判断。 

講師のコメント 
【実務】礼儀、道徳心、さらにビジネスの場では「社会規範」も必須で
す。秩序に従い規範を守る重要性を学びます。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 3・4 学年 対象学科 
総合ライセンス科 

キャリアカレッジ科 

科目名称 経営管理実務Ⅰ 授業の方法 講義及び演習 

担当講師  

単位数 ３単位 授業時間 54 時間 

目指す資格 
必須  

推奨  

授業概要 
経営に関する知識の基礎を身につける。 

到達目標 
経営管理の基礎を理解する。 

授業計画 

1. 経営学・経済政策 
2. 財務・会計 
3. 企業経営理論 
4. 運営管理 
5. 経営法務 
6. 経営情報システム 
7. 中小企業経営・中小企業政策 

使用教材 
 

成績評価 
授業態度、小テスト、検定試験の点数も含めて総合的に判断します。 

講師のコメント 
どんな仕事でも経営の知識は重要です。しっかり基礎を身に着けまし
ょう。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 4 学年 対象学科 キャリアカレッジ科 

科目名称 経営管理実務Ⅱ 授業の方法 講義 

担当講師  

単位数 ３単位 授業時間 54 時間 

目指す資格 
必須  

推奨  

授業概要 
経営コンサルタントなど実際の仕事として使える技術を身につける。 

到達目標 
経営学の概念と企業の経営に関するフレームワーク（枠組み）が説明で
きる。 
経営活動における経営管理の主な内容を説明できる 

授業計画 

１．誰が、なぜ、どう学ぶ？―経営学とは何か  
２．企業の土台と骨組みをつくるもの―組織  
３．生身の人間はやさしい扱いが必要です―人的資源管理  
４．会社の羅針盤 兼 未来予想図―経営戦略  
５．売る製品がなければ始まらない―生産管理  
６．マーケットにミラクルを起こす―マーケティング  
７．最後にものを言うのはやっぱり人間―営業管理  
８．ビジネスパーソンの必須スキル―意思決定  
９．お金の管理全般を引き受けます―会計  
１０．会社の発展に欠かせない資金調達と投資判断―財務管理  
１１．ますますつながる世界の中で―サプライチェーン・マネジメント

（SCM）  
１２．情報を制するものがビジネスを制す―経営情報 

使用教材 
プレステップ経営学 弘文堂 
ドラッカー教授「現代の経営」入門 

成績評価 
授業態度、小テスト、検定試験の点数も含めて総合的に判断します。 

講師のコメント 管理者になったときのためにしっかりと学んでほしい。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 1 年 1・2 学期 対象学科 全学科 

科目名称 社会常識Ⅰ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 【実務】小嶋和加奈 

単位数 ３単位 授業時間 54 時間 

目指す資格 
必須 全国経理教育協会主催 社会人常識マナー検定試験３級 

推奨 全国経理教育協会主催 社会人常識マナー検定試験２級 

授業概要 

社会・組織の一員として必要不可欠な社会常識を理解し、初歩的な仕事
を処理するために必要な知識やビジネスマナーを学び、社内外の人と
良好な関係を築くために求められるコミュニケーション能力や知識を
学びます。 

到達目標 全国経理教育協会主催 社会人常識マナー検定試験３級取得 

授業計画 

講義項目（講義内容が理解できる様） 
第1章 社会と組織 
第2章 仕事と成果 
第3章 一般知識 
第4章 ビジネス計算 
第5章 ビジネスコミュニケーション 
第6章 社会人にふさわしい言葉遣い 
第7章 ビジネス文書の活用 
第8章 職場のマナー 
第9章 来客対応 
第10章 電話応対 
第11章 交際業務 
第12章 文書類の受け取りと発送・他 
第13章 会議 
第14章 ファイリング・他 

使用教材 
全国経理教育協会 公式テキスト 
社会人常識マナー検定テキスト２・３級 

成績評価 
９月の受験結果、出席率、校内試験結果、授業態度等も含め総合的に判
断します。 

講師のコメント 
実務経験を活かし、良い人間関係を作るコミュニケーション、敬語の使
い方、効果的な伝え方、来客応対、電話応対等を実践的に学べます。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 1 年次 2 学期 対象学科 全学科 

科目名称 就職対策Ⅰ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 【実務】吉山 由美子 

単位数 2 単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 就職活動（各種業種） 

推奨  

授業概要 
就職活動全般について必要な事を総体的且つ実践的に体得する。 

到達目標 
就職内定（希望業種） 

授業計画 

１．就職活動の心構え 
２．業界研究 

① 業界を理解しよう 
② 各業界の働く環境を知っておこう 
③ 各業界の仕事を理解しよう 
④ 各業界の仕事を理解しよう 

３．職種研究 
⑤企業の仕組みを知っておこう 
⑥職種の理解を深めよう 
⑦企業が求める人物像とは？ 

４．企業研究（Ｑナビ 毎ナビ リクナビ他） 
５．学内就職ガイダンスへの参加等 

使用教材 
業界と職種がわかる本（成美堂出版）就職活動オールガイド  
面接の常識 2020 大学生の就職試験 小論文・作文の書き方  

成績評価 
授業態度・面接練習において企業理解度や SPI・一般常識、就職活動状
況によって評価します。 

講師のコメント 
就職活動全般について必要な事を総体的且つ実践的に体得します。 
就職に向けて学生個人が、明確な方向性を持ち行動する事で内定に繋
げるサポートをします。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 2 年次 1 学期 対象学科 全学科 

科目名称 就職対策Ⅱ 授業の方法 講義および演習 

担当講師 【実務】吉山 由美子 

単位数 2 単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 就職活動（各種業種） 

推奨  

授業概要 応募する企業の採用試験で出題予想のＳＰＩや一般常識を学ぶ。 

到達目標 就職内定（希望業種） 

授業計画  

1.SPI の概要と突破法 
 ① 同意語・反意語  ② ２語の関係 
 ③ 語句の意味    ④ 複数の意味 
 ⑤ 文章問題 
2.非言語能力問題 

⑥ 和と差     ⑦ 比と割合 
 ⑧ 速さ      ⑨ 規則性 

⑩ 判断推理    ⑪ 空間把握 
⑫ 論理的思考   ⑬ 数学的思考 
⑭ 資料解釈 

3.採用試験対策（一般教養 小論文等） 
4.面接試験対策（模擬面接等実践トレーニング） 

使用教材 
 SPI・面接の常識 2020 業界と職種がわかる本（成美堂出版） 
小論文・作文の書き方 専門学校生のための就職適性検査 

成績評価 
授業態度・面接練習においてのコミュニティー能力や SPI や一般常識、
内定状況によって評価します。 

講師のコメント 
企業内定判断において、企業に選ばれるだけではなく、各自が進む分野
で個々の強みが発揮でき活かすことで社会を動かす人を目指します。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 4 年生前期 対象学科 キャリアカレッジ科 

科目名称 卒業研究Ⅰ 授業の方法 実験、観察、調査 

担当講師  

単位数 ４単位 授業時間 72 時間 

目指す資格 
必須  

推奨  

授業概要 
各自の定めたテーマに沿って、実験、観察、調査のいずれかを行い、そ
のデータを論文にまとめる。年度末には研究発表会を開催し、発表す
る。 

到達目標 
卒業研究を完成させることを通じて、将来、一社会人として自ら考え、
行動する能力を養う。 

授業計画 

研究計画の立案と実施 
  各自が設定した計画に基づいて、実験、観察、調査を進める。 
  週１回のゼミではその経過報告を行う。 

使用教材 
各自 

成績評価 
出席を最重要視し、卒業研究の内容はもちろん、そこに至るまでの努力
やゼミ発表における態度によっても評価を行う。 

講師のコメント 
演習では自分の意見や疑問を積極的に発言すること、仲間の意見をじ
っくり傾聴する姿勢を期待する。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 4 年生後期 対象学科 キャリアカレッジ科 

科目名称 卒業研究Ⅱ 授業の方法 実験、観察、調査 

担当講師  

単位数 ４単位 授業時間 72 時間 

目指す資格 
必須  

推奨  

授業概要 
研究テーマ設定に従い、事例をもとに研究をすすめる。内容の検討にあ
たっては、関係する先行研究及び文献を参 考にしながら、検討を進め
る。 

到達目標 
卒業研究を完成させることを通じて、将来、一社会人として自ら考え、
行動する能力を養う。 

授業計画 

卒業研究のまとめと執筆 
  前期に収集したデータを整理し、分析する。 
  年度末の発表会に向け、発表準備を行なう。 
  最終的に論文としてまとめる。 

使用教材 
 

成績評価 
出席を最重要視し、卒業研究の内容はもちろん、そこに至るまでの努力
やゼミ発表における態度によっても評価を行う。 

講師のコメント 
4 年間の総まとめとして、演習では自分の意見や疑問を積極的に発言す
ること、仲間の意見をじっくり傾聴する姿勢を期待します。 


