
 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 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 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 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Ⅱ 授業の方法 講義及び演習 

担当講師 仲村卓也【実務】 

単位数 2 単位 授業時間 36 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 ２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 １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。本講義では情報処理を用いた日常生活との関わり
授業を進めていく。 

到達目標 
情報社会の仕組み、コンピュータと各種機器の役割，ソフトウェアの種
類と機能，インタ−ネットおよび情報モラルと情報セキュリティなど
の基礎知識を身につける。 

授業計画 

１．経営戦略とシステム戦略 
２．プロジェクトマネジメント 
３．データ構造と情報表現 
４．問題解決処理手順 
５．パソコンの基礎 
６．インターネットの基礎 
７．アプリケーションソフトの利用 
 

使用教材 
一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団監修： 
       情報活用試験 1 級・２級 公式テキスト 
実教出版：情報活用試験 2 級公式問題集 

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 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Ⅲ 授業の方法 講義及び演習 

担当講師 仲村卓也【実務】 

単位数 2 単位 授業時間 36 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 １級 

推奨 IPA：情報処理技術者試験 IT パスポート 

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実践
的に使用している例を基に授業を進めていく。 

到達目標 
ネットワーク環境にあるコンピュータと各種機器の役割，アプリケー
ションソフトを活用した問題解決技法と知識，情報化社会に関わる諸
問題および情報セキュリティに対応できる応用知識を身につける。 

授業計画 

１．情報と情報の利用 
２．パソコンを利用したシステム 
３．ネットワークの利用 
４．情報ネットワーク社会への対応 
５．情報セキュリティ 
６．表計算ソフトなどを利用した問題解決 

使用教材 
一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団監修： 
       情報活用試験 1 級・２級 公式テキスト 
実教出版：情報活用試験１級公式問題集 

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 2 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Ⅱ 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 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シスアド技術者能力認定試験 2 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 1 級 

授業概要 
コンピュータを用いたシステム側の知識の取得を目指す。ソフトウェ
ア開発、セキュリティ、OR・IE についての基礎知識の習得をめざす。
シスアド検定 2 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 2 級 
1 級合格への足掛かりとする 

授業計画 

１．ソフトウェアのしくみ 
２．ハードウェアのしくみ 
３．ネットワークのしくみ 
４．表計算のしくみ 
５．データベースのしくみ 
６．ソフトウェア開発のしくみ 
７．セキュリティのしくみ 
８．OR・IE について 
９．シスアド技術者能力認定試験２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２級問題集 

成績評価 
出席率、授業内に実施する試験及び本試験の結果を考慮して総合的に
判断する。 

講師のコメント 
テクノロジ分野だけでなくテクノロジ分野の一部まで広げ、情報戦略
についても学びます。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 3 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Ⅲ 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 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シスアド技術者能力認定試験 1 級 

推奨 
IPA：情報処理技術者試験  

初級システムアドミニストレーター 

授業概要 
システム側の細部に関する知識の取得を目指す。ソフトウェア開発、会
計・財務についての基礎知識の習得を目指す。シスアド検定 1 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 1 級 
国家試験合格への足掛かりとする。 

授業計画 

１．ソフトウェアのしくみ 
２．ネットワークのしくみ 
３．データベースのしくみ 
４．ソフトウェア開発のしくみ 
５．セキュリティのしくみ 
６．会計・財務について 
９．シスアド技術者能力認定試験１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１級問題集 

成績評価 
出席率、授業内に実施する試験及び本試験の結果を考慮して総合的に
判断する。 

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問題内に出てくる項目を紹介していく 



 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 3 学年 対象学科 情報システム科 

科目名称 IT 実務Ⅱ 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１級 
サーティファイ：シスアド技術者能力認定試験１級 
日検：表計算 １級 
日検：データベース作成１級 

推奨  

授業概要 
情報処理Ⅲ、シスアドⅢ、表計算Ⅲ、データベースⅢ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１級 
２：シスアド技術者能力認定試験１級 
３：表計算 １級 
４：データベース作成１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 
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 システム開発 授業の方法 講義、演習 

担当講師 仲村卓也【実務】 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 

IPA：情報処理技術者試験 
   IT パスポート、基本情報技術者 

推奨 IPA：情報処理技術者 応用情報技術者 

授業概要 
情報の中核となる専門分野を中心に、コンピュータのシステム利用及
び開発、ソフトウェア開発を中心に学ぶ。 

到達目標 
情報分野の基本的知識や技能を身につけ、システムの設計・開発・運用
のサポート及び基礎的実践ができるようにする。 

授業計画 

Part1：ヒューマンインタフェースとマルチメディア 
Part2：データベース 
Part3：ネットワーク 
Part4：セキュリティ 
Part5：システム開発技術 
Part6：ソフトウェア開発管理技術 
 
 

使用教材 
TAC：基本情報技術者 試験対策テキストⅡ【システムの利用と開発】 

成績評価 
出席率、小テストと試験を総合的に判断 

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 学年 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 ハード・ソフトウェア 授業の方法 講義、演習 

担当講師 仲村卓也【実務】 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 

IPA：情報処理技術者試験 
IT パスポート、基本情報技術者など 

推奨 他主催試験：情報処理技術分野を含む試験 

授業概要 
情報分野を理解する上での基礎分野を中心に、コンピュータの仕組み、
ソフトウェアの内容を学習していく。 

到達目標 
情報分野の基本的知識や技能を身につけ、システムの設計・開発・運用
のサポート及び基礎的実践ができるようにする。 

授業計画 

Part1：基礎理論 
Part2；アルゴリズムとプログラミング 
Part3：コンピュータ構成要素 
Part4：システム構成要素 
Part5：ソフトウェアの概要 
Part6：ハードウェア 
 

使用教材 
TAC：基本情報技術者 試験対策テキストⅠ【ベーステクノロジ編】 

成績評価 
出席率、小テスト及び全体テストで判断する 

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学年１学期 対象学科 情報処理科 

科目名称 通信ネットワーク 授業の方法 講義、演習 

担当講師 仲村卓也【実務】 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 

IPA：情報処理技術者試験 
 IT パスポート、基本情報技術者 

推奨 IPA：情報処理技術者 応用情報技術者 

授業概要 
技術知識よりも運用知識を中心に、情報を用いたマネジメント及びス
トラテジ分野について学ぶ。 

到達目標 
技術知識を利用し、開発管理及び情報戦略の立案・設計・運用のサポー
ト及び基礎的実践ができるようにする。 

授業計画 

Part1：プロジェクトマネジメント 
Part2：サービスマネジメント 
Part3：システム戦略 
Part4：経営戦略 
Part5：企業活動 
Part6：法務 
 

使用教材 
基本情報技術者 試験対策テキストⅢ【マネジメントと戦略】 

成績評価 
出席率、小テストと総合テスト 

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 学年 1 学期 対象学科 情報処理科 

科目名称 データ構造とアルゴリズム 授業の方法 講義、演習 

担当講師 仲村卓也【実務】 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 IPA：情報処理技術者試験  基本情報技術者 

推奨 IPA：情報処理技術者試験  応用情報技術者 

授業概要 
アルゴリズムの基礎的パターンを確認しながら、様々なパターン例と
練習問題を利用して、内容の理解を深めていく。 

到達目標 
アルゴリズムの内容とともに疑似言語を理解し、プログラミングを理
解するための考え方を身につける。 

授業計画 

Part1：アルゴリズムの基礎 
 アルゴリズムとは何か、変数と定数、 

基本制御構造その１〜順次と分岐、変数どうしの内容の交換、 
 基本制御構造その２〜繰返し、繰返しを用いた簡単な処理 
 引数と返却値、配列と繰返し処理、2 次元配列、計算量 
Part2：基本アルゴリズム 
 最大値・最小値を求めるアルゴリズム 
 基本アルゴリズム（探索）線形探索、2 分探索 
 基本アルゴリズム（整列）選択法、交換法、挿入法、再帰、 
 ⾼度な整列アルゴリズム〜クイックソート 
 その他の整列アルゴリズム 
 ⽂字列操作アルゴリズム〜⽂字列の照合、⽂字列の置換、⽂字列圧縮 
Part3：データ構造 
 データ構造の基礎知識、リスト、スタック、キュー、ハッシュ値、 
 木、2 分探索木、ヒープ、木の巡回、B 木、グラフ、最短経路探索 
Part4：応用アルゴリズム 
 連続範囲の処理、構造体配列、順位付け、配列で数値表現、 
 ⽂字列の区切り、ポインタ配列、画像データ処理、 
 ビットデータ（2 進数）の操作 

使用教材 TAC：基本情報技術者 試験対策テキストⅣ【アルゴリズム】 
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  対象学科  

科目名称 コンピュータ科学基礎 授業の方法 講義および演習 

担当講師 下地 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 IPA：情報処理技術者試験  応用情報技術者試験 

推奨    

授業概要 
応用情報技術者試験の出題範囲のうち、テクノロジ系の基礎となる情
報理論やハードウェア、ソフトウェア等に関する知識を網羅します。 

到達目標 
基本情報技術者試験で求められる、テクノロジ分野の基本的な知識に
加え、より専門的、詳細的な内容を含めた応用的知識が身につけ、応用
情報技術者試験の取得に向けて学習を進めていきます。 

授業計画 

第１章：基礎理論 
第２章：データ構造とアルゴリズム、 
第３章：コンピュータシステム 
第４章：システム構成技術 
第５章：ソフトウェア 
第６章：ハードウェア 

使用教材 
応用情報技術者試験【ベーステクノロジ編】（TAC 
出版） 

成績評価 
出席率、小テストと総合テスト 

講師のコメント 
 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期  対象学科  

科目名称 ネットワーク技術 授業の方法 講義および演習 

担当講師 下地 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 IPA：情報処理技術者試験  応用情報技術者試験 

推奨  

授業概要 
応用情報技術者試験の出題範囲のうち、テクノロジ系の周辺技術要素
となるネットワーク、情報セキュリティ等に関する知識を身につけま
す。 

到達目標 

基本情報技術者試験で求められる、テクノロジ系分野の中でもネット
ワークとセキュリティの基本的な知識に加え、より専門的、詳細的な内
容を含めた応用的知識が身につけ、応用情報技術者試験の取得に向け
て学習を進めていきます。 

授業計画 

第１章：ネットワーク 
第２章：セキュリティ 
 

使用教材 
応用情報技術者試験【システムの利用と開発編】（TAC 
出版） 

成績評価 
出席率、小テストと総合テスト 

講師のコメント 
 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期  対象学科  

科目名称 データベース技術 授業の方法 講義および演習 

担当講師 下地 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 IPA：情報処理技術者試験  応用情報技術者試験 

推奨  

授業概要 
応用情報技術者試験の出題範囲のうち、テクノロジ系の周辺技術要素
となるヒューマンインターフェース、マルチメディア、データベース等
に関する知識を身につけます。 

到達目標 

基本情報技術者試験で求められる、テクノロジ系分野の中でもヒュー
マンインターフェースとマルチメディア、データベースの基本的な知
識に加え、より専門的、詳細的な内容を含めた応用的知識が身につけ、
応用情報技術者試験の取得に向けて学習を進めていきます。 

授業計画 

第１章：ヒューマンインターフェースとマルチメディア 
第２章：データベース 

使用教材 
応用情報技術者試験【システムの利用と開発編】（TAC 
出版） 

成績評価 
出席率、小テストと総合テスト 

講師のコメント 
 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期  対象学科  

科目名称 システム開発・評価 授業の方法 講義、演習 

担当講師 下地 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 IPA：情報処理技術者試験  応用情報技術者試験 

推奨  

授業概要 
応用情報技術者試験の出題範囲のうち、テクノロジ系の周辺技術要素
となるシステム開発や、マネジメント系とストラテジ系に関する知識
を身につけます。 

到達目標 

基本情報技術者試験で求められる、テクノロジ系分野の中のシステム
開発とマネジメント系、ストラテジ系の基本的な知識に加え、より専門
的、詳細的な内容を含めた応用的知識が身につけ、応用情報技術者試験
の取得に向けて学習を進めていきます。 

授業計画 

第１章：システム開発 
第２章：プロジェクトマネジメント 
第３章：サービスマネジメント 
第４章：システム監査 
第５章：システム戦略 
第６章：経営戦略 
第７章：企業活動 
第８章：法務 

使用教材 
応用情報技術者試験【マネジメントと戦略編】（TAC 
出版） 

成績評価 
出席率、小テストと総合テスト 

講師のコメント 
 



 2019 年度シラバス  

開講時期 1 年次 2・３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 JAVAⅠ 授業の方法 実習・講義・演習 

担当講師 田中 直香【実務】 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 校内検定 JAVA ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ能力認定試験 3 級 

推奨 サーティファイ JAVA ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ能力認定試験 3 級 

授業概要 
JAVA 言語の基本的な事は、PC を使用して実習形式。 
後半は、問題集で問題演習 

到達目標 
Java™に関する基本的な知識を有し、簡単なプログラムが書ける。 
オブジェクト指向についての基本的な概念を理解している。 

授業計画 

１．はじめの一歩 
Java のプログラム・コード入力・プログラムの作成・実行 

２．Java の基本 
画面への出力、コードの内容、文字と数値、 

３．変数 
変数、識別子、型、変数の宣言、キーボードからの入力 

４．式と演算子 
式と演算子、演算子の種類、演算子の優先順位、型変換 

５．場合に応じた処理 
 関係演算子と条件、ｉｆ文、ｉｆ〜ｅｌｓｅ文、複数の条件を判断す

る、ｓｗｉｔｃｈ文、論理演算子 
６．何度も繰り返す 

ｆｏｒ文、ｗｈｉｌｅ文、ｄｏ〜ｗｈｉｌｅ文、文のネスト、 処理
の流れの変更 

７．配列 
配列、配列の準備、配列の利用、配列の記述の仕方、配列変数、 配
列の応用、多次元配列 

８．クラスの基本 
クラスの宣言、オブジェクトの作成、クラスの利用、メソッドの基
本、メソッドの引数、メソッドの戻り値 



 

９．クラスの機能 
メンバへのアクセス制限、メソッドのオーバーロード、コンストラク
タの基本、コンストラクタのオーバーロード、クラス変数、クラスメ
ソッド 

１０． クラスの利用 
クラスライブラリ、文字列を扱うクラス、そのほかのクラス、クラス
型の変数、オブジェクトの配列 

１１． 問題演習 
  問 1〜問３：20〜30 分解かせて 20 分解説する  
  問４〜問５：20〜30 分解かせて 20 分解説する  
  問６：20〜30 分解かせて 20 分解説する  

使用教材 
「やさしい Java」発行：ＳＢクリエイティブ 
「Java プログラミング能力認定試験 3 級過去問題集」 
 発行：株式会社サーティファイ 

成績評価 

優：サーティファイ「Java プログラミング能力認定試験 3 級」合格 
  または、校内検定試験で 60 点以上 
良：サーティファイ「Java プログラミング能力認定試験 3 級」 

５０点以上 または、校内検定試験で 50 点以上 
可：サーティファイ「Java プログラミング能力認定試験 3 級」 

４０点以上 または、校内検定試験で 40 点以上 
不可：試験の点数が 40 点未満 

講師のコメント 
C 言語の基礎を学んだ後に行います。オブジェクト指向の基本を PC を
使った実習で確認をし、机上での問題演習を行います。 
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開講時期 2 年次２・３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 JAVAⅡ 授業の方法 実習・講義・演習 

担当講師 田中 直香【実務】 

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 校内検定 JAVA ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ能力認定試験２級 

推奨 サーティファイ JAVA ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ能力認定試験２級 

授業概要 
前半は、PC を使用して実習形式。 
後半は、問題集で問題演習 

到達目標 
Java™に関する一般的な知識を有し、小規模なプログラム(アプリケー
ション、アプレット)が適切に書ける。オブジェクト指向についての一
般的な概念を理解している。 

授業計画 

１．新しいクラス 
継承、メンバへのアクセス、オーバーライド、Object クラスの継承、 

２．インターフェイス 
抽象クラス、インターフェイス、クラスの階層、 

３．大きなプログラムの作成 
ファイルの分割、パッケージの基本、パッケージの利用、インポート 

４．例外と入出力装置 
例外の基本、例外とクラス、例外の送出 

５．スレッド 
スレッドの基本、スレッドの操作、スレッドの作成方法、同期 

６．問題演習 
  問 1〜問３：20〜30 分解かせて 20 分解説する  
  問４〜問５：20〜30 分解かせて 20 分解説する  
  問６：20〜30 分解かせて 20 分解説する  
  問７：20〜30 分解かせて 20 分解説する  

使用教材 
「やさしい Java」発行：ＳＢクリエイティブ 
「Java プログラミング能力認定試験 3 級過去問題集」 
 発行：株式会社サーティファイ 

成績評価 
優：サーティファイ「Java プログラミング能力認定試験 ２級」合格 
  または、校内検定試験で 60 点以上 



 

良：サーティファイ「Java プログラミング能力認定試験 ２級」 
５０点以上 または、校内検定試験で 50 点以上 

可：サーティファイ「Java プログラミング能力認定試験 ２級」 
４０点以上 または、校内検定試験で 40 点以上 

不可：試験の点数が 40 点未満 

講師のコメント 
Java の機能をしっかりと覚えて、オブジェクト指向のプログラムにな
れるようにしてください。 
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開講時期 3 年２・３学期 対象学科 
情報システム科 

キャリアカレッジ科 

科目名称 JAVAⅢ 授業の方法 実習・講義 

担当講師 田中直香 

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 JAVA ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ認定試験 2 級 

推奨 サーティファイ JAVA ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ認定試験 1 級 

授業概要 
Java の応用として、実践問題集を中心にﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞの練習を行う。 
変更仕様書や UML などの実践練習も行う。 

到達目標 

オブジェクト指向に基づく分析・設計（UML）により業務システムの
流れを把握し、変更仕様に従ってプログラムの保守ができる能力を有
する。なお UML の表記はユースケース図、シーケンス図、クラス図な
どの基本的な知識を有する 

授業計画 

テーマプログラム［人材派遣管理プログラム］に対する仕様変更、仕様
追加等の課題についてのプログラム作成。 
１．アプレット 

アプレットの基本、いろいろなアプレット 
２．例外処理 

2 種類の例外に対応 
３．インタフェース 

複数のインタフェースの実装、抽象クラスの利用 
４．GUI 

トグルボタン、チョイスボタン、パスワードの設定、フォントサイ
ズ、3 つのレイアウトクラス、カラーボタン 

５．メニュー設計 
商品情報の管理 

６．ファイルの入出力 
住所録（ランダムアクセスファイル）、商品情報の管理、アンケー
ト集計 

７．スレッド 
ストップウォッチ、4 択クイズ 

８．アプレット 
グラフを更新するアプレット、スカッシュゲーム 

９．Java ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ能力認定試験 1 級 サンプル問題 



 
 

使用教材 
「やさしい Java」発行：ＳＢクリエイティブ 
「Java 言語実習問題集」発行：ウィネット 

Java ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ能力認定試験 1 級 サンプル問題 

成績評価 
 

講師のコメント 
Java1 級は過去問題集が発売されていないため、Java 実践問題集でプロ
グラミング能力を養ってください。 
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開講時期 1 学年 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 C 言語Ⅰ 授業の方法 講義・演習・実習 

担当講師 田中 直香【実務】 

単位数 ３単位 授業時間 ５４時間 

目指す資格 
必須 校内検定 C 言語能力認定試験 3 級 

推奨 サーティファイ C 言語能力認定試験 3 級 

授業概要 
プログラミングの基礎から。C 言語の基本的なことは、PC を使いなが
ら、実習形式。その後、検定対策として問題集を使用する。 

到達目標 C 言語の概念を理解し、簡単なプログラムが書ける。 

授業計画 

１．はじめの一歩 【1】 
  プログラムの仕組み・コードとは・プログラムの作成・実行 
２．C 言語の基本【4】 
  コードの基本（0.5）、画面への出力（0.5）、文字と数値（1）、練習

問題（１） 
３．変数【5】 
  変数のしくみ・識別子（0.5）、型（0.5）、変数の宣言・利用（１）、   

キーボードからの入力（１）、練習問題（２） 
４．式と演算子【5】 
  いろいろな式と演算（１）、演算子の種類（1）、型変換（１）、練習

問題（２） 
５．場合に応じた処理【８】 
  関係演算子と条件（１）、ｉｆ文（１）、ｉｆ〜ｅｌｓｅ文（１）、   

ｉｆ〜ｅｌｓｅ ｉｆ〜ｅｌｓｅ文（１）、ｓｗｉｔｃｈ文（１）、
論理演算子（１）、練習問題（２） 

６．何度も繰り返す【7】 
  ｆｏｒ文（１）、ｗｈｉｌｅ文（１）、ｄｏ〜ｗｈｉｌｅ文（１）、  

文のネスト（１）、処理の流れの変更（１）、練習問題（２）、 
７．配列【７】 
  配列の基本（0.5）、配列の宣言（0.5）、配列の利用（１）、配列の

記述の仕方（1）、配列の応用（１）、文字列と配列（１）、練習問題
（２） 



 

８．過去問題の問題集を使って問題演習【17】 
・第 1 回目（3.5） 
  問 1〜問３：20〜30 分解かせて 20 分解説する （１） 
  問４〜問５：20〜30 分解かせて 20 分解説する （１） 
  問６：30〜40 分解かせて 30 分解説する （1.5） 
・第２回目（3.5） 
  問 1〜問３：20〜30 分解かせて 20 分解説する （１） 
  問４〜問５：20〜30 分解かせて 20 分解説する （１） 
  問６：30〜40 分解かせて 30 分解説する （1.5） 
・第３回目（３.5） 
  問 1〜問３：20〜30 分解かせて 20 分解説する （１） 
  問４〜問５：20〜30 分解かせて 20 分解説する （１） 
  問６：30〜40 分解かせて 30 分解説する （1.5） 
・第４回目（３.5） 
  問 1〜問３：20〜30 分解かせて 20 分解説する （１） 
  問４〜問５：20〜30 分解かせて 20 分解説する （１） 
  問６：30〜40 分解かせて 30 分解説する （1.5） 
・第５回目（３） 
  問 1〜問３：20〜30 分解かせて 20 分解説する （１） 
  問４〜問５：20〜30 分解かせて 20 分解説する （１） 
  問６：20〜30 分解かせて 20 分解説する （１） 

使用教材 
「やさしいＣ」発行：ＳＢクリエイティブ 
「Ｃ言語プログラミング能力認定試験 3 級過去問題集」 

 発行：株式会社サーティファイ 

成績評価 

優：サーティファイ「Ｃ言語プログラミング能力認定試験 3 級」合格 
  または、校内検定試験で 60 点以上 
良：サーティファイ「Ｃ言語プログラミング能力認定試験 3 級」 

５０点以上 または、校内検定試験で 50 点以上 
可：サーティファイ「Ｃ言語プログラミング能力認定試験 3 級」 

４０点以上 または、校内検定試験で 40 点以上 
不可：試験の点数が 40 点未満 

講師のコメント 

はじめてプログラミングをさわることを前提にプログラミング全体の
ことから、Ｃ言語を学びます。前半はパソコンを使って、テキストのサ
ンプル問題などを入力しながら身につけていきます。 
後半は、試験対策のため、机上での学習が中心になります。 
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開講時期 2 年次 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 C 言語Ⅱ 授業の方法 講義・演習・実習 

担当講師 田中 直香【実務】 

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 C 言語能力認定試験３級 

推奨 サーティファイ C 言語能力認定試験２級 

授業概要 
前半は、応用的な範囲をＰＣを使用して実習形式で行う。 
後半は、検定対策のため、机上で問題演習を行う。 

到達目標 
小規模のプログラム(500 行程度)が適切に(理路整然、簡潔、正しく、
速く)書ける。 
また各種基本アルゴリズムを理解している。 

授業計画 

１．関数【８】 
関数のしくみ（0.5）、関数の定義と呼び出し（1）、引数（1）、戻り値

（1）、関数の利用（1）、変数とスコープ（1.5）、記憶寿命（1）、関数の   
宣言（1） 

２．ポインタ【４】 
アドレス（1）、ポインタ（2）、引数とポインタ（1） 

３．配列・ポインタの応用【６】 
配列とポインタの関係（1）、引数と配列（1）、文字列とポインタ（1）、   
文字列の操作（2）、関数ポインタ（1） 

４．いろいろな型【５】 
構造体の基本（1）、構造体の記述の仕方（1）、構造体のサイズ（1）、  
構造体の応用（1）、共用体（0.5）、列挙（0.5） 

５．ファイルの入出力【５】 
入出力の基本（1）、いろいろな入出力関数（1）、ファイル入出力の基
本（1）、バイナリファイルとランダムアクセス（1）、コマンドライン
からの入力（1） 

６．2 級過去問題集を使って問題練習【10】 
・第 1 回目（5） 
  問 1〜問３：20〜30 分解かせて 20 分解説する （１） 
  問４〜問５：20〜30 分解かせて 20 分解説する （１） 



 

  問６：30〜40 分解かせて 30 分解説する （1.5） 
  問７：30〜40 分解かせて 30 分解説する （1.5） 
・第２回目（5） 
  問 1〜問３：20〜30 分解かせて 20 分解説する （１） 
  問４〜問５：20〜30 分解かせて 20 分解説する （１） 
  問６：30〜40 分解かせて 30 分解説する （1.5） 
  問７：30〜40 分解かせて 30 分解説する （1.5） 

使用教材 
「やさしいＣ」発行：ＳＢクリエイティブ 
「Ｃ言語プログラミング能力認定試験 ２級過去問題集」 
     発行：株式会社サーティファイ 

成績評価 

優：サーティファイ「Ｃ言語プログラミング能力認定試験 ２級」合格 
  または、校内検定試験で 60 点以上 
良：サーティファイ「Ｃ言語プログラミング能力認定試験 ２級」 

５０点以上 または、校内検定試験で 50 点以上 
可：サーティファイ「Ｃ言語プログラミング能力認定試験 ２級」 

４０点以上 または、校内検定試験で 40 点以上 
不可：試験の点数が 40 点未満 

講師のコメント 
Ｃ言語Ⅰの終了後、ＪＡＶＡ言語Ⅰを行ってから、Ｃ言語の応用編とし
て行います。ＰＣ実習後に机上で問題演習します。 
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開講時期 3 年次 2 学期 対象学科 
システム情報学科・キャ

リアカレッジ科 

科目名称 C 言語Ⅲ 授業の方法 実習・講義・演習 

担当講師 田中 直香【実務】 

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 C 言語能力認定試験２級 

推奨 サーティファイ C 言語能力認定試験１級 

授業概要 C 言語 過去問題集を中心に PC を使って実習を行う。 

到達目標 
C 言語を駆使し、応用プログラム(言語処理系、ユーティリティなど)が
作成できる能力を有する。 
また使用している OS について理解をしている 

授業計画 

事前に公開しているテーマプログラム(1,700 行程度)に対する仕様変
更､仕様追加に対応したプログラム作成(コーディング･入力･コンパイ
ル･デバッグを含む)､および変更仕様書の作成を行う｡ 
実技試験で使用できる演算子や関数などは「受験者リファレンス」にて
確認する。 
１．1 級過去問題集 
 1 回目：講義 7 時間 
 ２回目：講義 7 時間 
 ３回目：講義 7 時間 
 ４回目：講義 7 時間 
 事前のテーマプログラムを行う。：講義８時間 

使用教材 
「やさしいＣ」発行：ＳＢクリエイティブ 
「Ｃ言語プログラミング能力認定試験 １級過去問題集」 
     発行：株式会社サーティファイ 

成績評価 

優：サーティファイ「Ｃ言語プログラミング能力認定試験 １級」合格 
  または、校内検定試験で 60 点以上 
良：サーティファイ「Ｃ言語プログラミング能力認定試験 １級」 

５０点以上 または、校内検定試験で 50 点以上 
可：サーティファイ「Ｃ言語プログラミング能力認定試験 １級」 

４０点以上 または、校内検定試験で 40 点以上 
不可：試験の点数が 40 点未満 

講師のコメント 
Ｃ言語Ⅱの終了後、Ｃ言語の応用・実践編として行います。 
主に PC を使っての実習となります。 
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開講時期 2 年 2 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 Visual BasicⅠ 授業の方法 講義、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 

オデッセイコミュニケーションズ 
VBA エキスパート Excel ベーシック 

推奨 
オデッセイコミュニケーションズ 

VBA エキスパート Excel スタンダード 

授業概要 
実務で使用できる VBA に注目し、本授業では Excel 上で使用できる知
識を身につけ、簡単な実践プログラムを組む 

到達目標 
身につけた知識を用いて、実務に則したテーマを設け、実際にプログラ
ミングが出るようにする。 

授業計画 

１：マクロと VBA の概念          ２：マクロ記録 
３：モジュールとプロシージャ     ４：VBA の構文 
５：変数と定数       ６：セルの操作   ７：ステートメント               
８：関数   ９：ブックとシートの操作    １０：デバッグ 
１１：マクロの実行               １２：VBA の基礎 
１３：Visual Basic Editor（VBE）の操作 
１４：プロシージャ   １５：変数と配列     １６：イベント 
１７：ステートメント  １８：関数（操作）  １９：エラーへの対応 
２０：UserForm                  ２１：メニューの操作 
２２：Windows 機能を利用する    ２３：レジストリの操作 
２４：ファイル操作 

使用教材 
オデッセイコミュニケーションズ： 
  VBA エキスパート公式テキスト Excel VBA ベーシック 
  VBA エキスパート公式テキスト Excel VBA スタンダード 

成績評価 出席率、試験を総合的に評価 

講師のコメント 
工夫次第で、Excel を使った業務を簡素化することができるので、習っ
たことが有効活用できる科目となります。 
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開講時期 2 年 2 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 Visual BasicⅡ 授業の方法 講義、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 

オデッセイコミュニケーションズ 
VBA エキスパート Access ベーシック 

推奨 
オデッセイコミュニケーションズ 
VBA エキスパート Access スタンダード 

授業概要 
実務で使用できる VBA に注目し、本授業では Access 上で使用できる
知識を身につけ、簡単な実践プログラムを組む 

到達目標 
身につけた知識を用いて、実務に則したテーマを設け、実際にプログラ
ミングが出るようにする。 

授業計画 

１：VBA の基礎知識             ２：データベースの基礎知識 
３：変数・定数・配列            ４：ステートメント 
５：よく使う関数                ６：DoCmd オブジェクト 
７：フォーム・レポートの操作 
８：イベントを使ったプログラミング 
９：SQL 基礎 
１０：Visual Basic Editor の操作とデバッグ 
１１：データベース設計 
１２：変数・配列・ユーザ定義型・コレクション 
１３：プロシージャ・モジュール  １４：フォームとレポートの操作 
１５：応用プログラミング        １６：SQL 応用 
１７：ADO／DAO 
１８：Visual Basic Editor の操作とエラーへの対応 

使用教材 
オデッセイコミュニケーションズ： 
  VBA エキスパート公式テキスト Access VBA ベーシック 
  VBA エキスパート公式テキスト Access VBA スタンダード 

成績評価 出席率、試験を総合的に評価 

講師のコメント 
工夫次第で、Excel を使った業務を簡素化することができるので、習っ
たことが有効活用できる科目となります。 



 2019 年度シラバス  

 

開講時期 2 年 2 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 Visual BasicⅢ 授業の方法 講義、実習 

担当講師  

単位数 ２単位 授業時間 36 時間 

目指す資格 
必須 

オデッセイコミュニケーションズ 
VBA エキスパート Excel スタンダード 
VBA エキスパート Access スタンダード 

推奨  

授業概要 
Ⅰ、Ⅱで身に着けた知識を基に、実務で使用可能なプログラムを作る。
ただ「作る」ではなく、「使ってもらう」ことを意識して、マニュアル
の作り方なども指導する。 

到達目標 
Excel と Access を工夫して使用することで、作業の効率化が図れるよ
うにするだけでなく、その視点から問題発見・問題解決に向けて意識を
持てるようにする。 

授業計画 

１：テーマ選定 
２：設計書作成 
３：プログラミング、テスト 
４：動作確認、確認 
５：マニュアル作成 

使用教材 

オデッセイコミュニケーションズ： 
  VBA エキスパート公式テキスト Excel VBA ベーシック 
  VBA エキスパート公式テキスト Excel VBA スタンダード 

VBA エキスパート公式テキスト Access VBA ベーシック 
  VBA エキスパート公式テキスト AccessVBA スタンダード 

成績評価 
出席率、成果物を総合的に評価 

講師のコメント 
工夫次第で、Excel や Access を使った業務を簡素化することができる
ので、習ったことが有効活用できる科目となります。 



 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  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  対象学科  

科目名称 インターネット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インターネットユーザー能力認定試
験 上級 

推奨  

授業概要 
インターネット初級の基礎的な知識をより深めると同時に、様々なＷ
ｅｂコンテンツを利⽤できる。また、インターネットの⻑所・短所を理
解し、セキュリティを意識した情報交換ができる。 

到達目標 インターネットユーザー上級程度 

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．ＷＷＷのしくみ 
５．インターネットの現状と将来 
６．Ｗｅｂブラウザ 
７．Ｗｅｂブラウザの基本操作 
８．Ｗｅｂコンテンツの利⽤ 
９．ＷＷＷ応⽤ 
１０．電子メールのしくみ 
１１．電子メール利⽤基礎 
１２．電子メール応⽤、活⽤ 
１３．インターネットへの接続 
１４．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  対象学科  

科目名称 インターネット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 

ＮＴＴコミュニケーションズ主催 インターネット検定 
ドットコムマスターベーシック 

推奨 
ＮＴＴコミュニケーションズ主催 インターネット検定  
ドットコムマスターアドバンス 

授業概要 
インターネットに関する基礎知識を学び、安全に使うためのマナーやモ
ラルについて学ぶ 

到達目標 
個人的に ICT スキルを理解するだけにとどまらず、深い理解を得ること
で、他人に向けてアドバイスができるように知識を身につける 

授業計画 

１．情報機器の活用 
２．インターネットへの接続 
３．インターネットの活用 
４．インターネットの安全性・モラル 

使用教材 
インターネット検定 .com Master BASIC 公式テキスト 

成績評価 
出席率、小テスト及び試験結果を総合的に判断 

講師のコメント 
「インターネット」の理解ができたら、さらに大きな世界「ネットワーク」
の理解に努めましょう！これから迎える ICT 社会に向けて、視野を広げ
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 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。 



 2019 年度シラバス  

 

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 
 



 2019 年度シラバス  

 

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  



 2019 年度シラバス  

 

 

開講時期  対象学科  

科目名称 ウィンドウズ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 

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、Ｗ
ｉｎｄｏｗｓ上のさまざまなアプリケーションソフトの活用操作を指導
できる技能の修得を目標とする。 

到達目標 ウィンドウズ検定１級程度。 

授業計画 

１．アプリケーションプログラムの追加と削除 
２．［ファイル名を指定して実行］コマンドの使用法 
３．Ｗｉｎｄｏｗｓアプリケーション共通事項 
４．［スタート］メニュー活用 
５．Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒ活用 
６．Ｏｕｔｌｏｏｋ Ｅｘｐｒｅｓｓ活用 
７．コントロールパネル 
８．画面 
９．プリンタ 
１０．システム（トラブルシューティング） 
１１．ネットワーク（設定） 
１２．その他管理ツール 

・キーボード、ハードウェアの追加、パスワード、フォント、マウス、
モデム、ユーザー補助、地域、電源、日付と時刻について内容やオプシ
ョンが理解できる。 

・ユーザーアカウントの意味と設定が理解できる。 
１３．システム管理 
１４．アクセサリ 

・ワードパット、ペイント、メモ帳、その他外字エディタや電卓の機能
を理解し操作することができる。 

１５．Ｗｉｎｄｏｗｓ関連知識 
Ｗｉｎｄｏｗｓのインストール、著作権、用語に関する知識。 

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  



 2019 年度シラバス  

 

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。 



 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 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 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 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。 
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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。 


