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BD19-101001-D
区

分

情報デザイン総合科目－総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

全教員

卒業研究または卒業制作

授業形態

Graduation Thesis or Graduation Work

クラス分け

4 年次 通年

必選別

必修

単位数

5 単位

【授業の目的】
情報デザイン学科で学んだ様々なことを基本にして、選定した課題やテーマについて、発展的、創造的な研究・制作
を１年間に渡って行う。教員や学生同士との交流を通して相互の能力を啓発しあい、最終的には努力した成果に自信
を持って卒業してください。
【授業の到達目標】
ゼミによって目標を設定する。
【授業の概要】
指導教員のアドバイス、指導の下に、課題についての研究、制作活動を進め、論文または作品の形にまとめる。教わ
るだけの授業と違い、研究や制作での目標を達成する自主的な努力を通して個別の講義では身に着けにくい能力を養
う。
【授業計画と準備学修】
1. ゼミへの配属、指導教員は原則として、課題探求と同じ。
2. 個別またはグループなどでのテーマが決まるまでは、勉強会が中心となったり、自主的な調査研究が必要
となる場合がある。
3. 授業のように授業回数は決まっていない。指導教員からの直接指導がなくても自主的に大学に来て研究や
制作をする。
4. 研究や制作の進行状況を中間発表することがある。学外の作品展に応募したり、学会で発表するなども考
える。
最終的な論文や作品は、別に定められた期限や方法に従って指導教員に提出し、評価を受ける。また最後に
は、成果をプレゼンテーション(展示)する発表会などがある。

【テキスト】
各ゼミの指導教員が必要に応じて決定する。
【参考書・参考資料等】
各ゼミの指導教員が必要に応じて決定する。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
各ゼミの指導教員が決定する。一般に得られた結果よりも、論文や制作の過程・努力を評価
する。実験や制作で失敗したからと言っても、評価が悪くならない。
【履修要件等】
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BD19-101010-A
区

分

情報デザイン総合科目－総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

穴迫 隆宏、 遠藤 麻里、 大塚 厚二、
岡川 卓詩、 趙 領逸

情報デザイン概論

授業形態

Introduction to Information Design

オムニバス

1 年次 前期

必選別

必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
情報化社会において生活の中にあふれる情報と人間との関係を見つめる情報デザインは重要である。インターネット
技術やマルチメディア環境の進展について理解する。また、デザイン領域における情報デザインの位置付けを理解し
、デザイン思考の構築と視点の確立の契機とする。
【授業の到達目標】
インターネット技術やマルチメディア環境の進展について理解し、デザイン思考の構築と視点の確立の契機とするこ
とを目標とする。インターネットによる最近の状況について理解を深め、これからの情報デザインを考えるきっかけ
にする。
【授業の概要】
本講義は、視聴覚教材を使用し、多くの事例を参考にしながらオムニバス方式で授業する。８回目までは、２回ごと
に教員がマルチメディア情報とその利用について実例を交えながら紹介する。また、デザイン領域における情報デザ
インの事例を紹介し、生活における情報デザインの重要性を理解する。９回目からは、クラウドサービスを理解し、
クラウドサービスを提供するサイト等の作成実習を授業時間外を含めて展開していく。
【授業計画と準備学修】
第 １回 身の回りの情報とデザインされた情報
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 身の回りの情報デザインを探してみること。
第 ２回 情報デザインとユーザビリティ
〇事前学修 普段よく見る Web サイトのデザインについて考えてみること。
〇事後学修 課題が時間内に終わらない場合は終わらせること。
第 ３回 コミュニケーションデザインと情報１
〇事前学修 ３種類のチラシを集めて共通点をまとめておく。
〇事後学修 事前学修の共通点と授業を終えての共通点の違いについてまとめておく。
第 ４回 コミュニケーションデザインと情報２
〇事前学修 身近にあるデザインされた事物について 10 個以上考えておく。
〇事後学修 与えられた課題プリントについてまとめておく。
第 ５回 情報とメディアアート
〇事前学修 芸術について調べておくこと。
〇事後学修 レポート作成を完了すること。（次回提出）
第 ６回 エンターテインメントにおける情報デザイン
〇事前学修 エンターテインメントについて調べておくこと。
〇事後学修 レポート作成を完了すること。（次回提出）
第 ７回 オンラインメディアと情報デザイン１：オンラインメディアとメディアの歴史
〇事前学修 メディアの歴史について調べておくこと。
〇事後学修 レポート作成を完了すること。（次回提出）
第 ８回 オンラインメディアと情報デザイン 2：オンラインメディア戦略
〇事前学修 前回の授業で学んだ内容について再度復習しておくこと。
〇事後学修 レポート作成を完了すること。（当日提出）
第 ９回 コンピュータの仕組みと情報端末
〇事前学修 CPU、メモリーについてネットで調べる。
〇事後学修 持っている情報機器（スマホ）について調べる。
5

第 １０回 クラウドサービスの仕組み
〇事前学修 iCloud、Goolge サービス、OneDrive について調べる。
〇事後学修 使っているクラウドサービスを確認する。
第 １１回 クラウドサービス作成（１）
〇事前学修 クラウドサービス作成サイトを見ておく。
〇事後学修 クラウドサービスを提供する方法を考える。
第 １２回 クラウドサービス作成（２）
〇事前学修 クラウドサービス作成サイトを見ておく。
〇事後学修 クラウドサービス提供サイトを作成する。
第 １３回 クラウドサービス作成（３）
〇事前学修 作成したサイトをデザインする。
〇事後学修 他の人が作ったサイトを評価する。
第 １４回 ソーシャルメディアとは
〇事前学修 ソーシャルメディアについて調べる。
〇事後学修 自分のサイトにソーシャルメディアの要素を追加する。
第 １５回 クラウドサービス完成
〇事前学修 サイトの評価ポイントをチェックする。
〇事後学修 自分のサイトに対する評価を知る。

【テキスト】
プリント又はスクリーンに表示する。
【参考書・参考資料等】
授業支援のサイト
https://sites.google.com/a/edu.hkg.ac.jp/infodesign/
【成績評価の方法等】
レポート提出4回 各20％、作成したサイトの評価20％

評価が「合」

【履修要件等】
高校教諭一種免許状（情報）教育課程の区分「マルチメディア表現及び技術（実習を含む。）」の必修科目
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BD19-101020-B
区

分

情報デザイン総合科目－総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

全教員

情報デザイン実習Ⅰ

授業形態

Practical Information Design Training I

クラス分け

2 年次 前期

必選別

必修

単位数

1 単位

【授業の目的】
３年次からの情報デザインにおける各テーマに対する応用的な演習、実習を円滑に実行するために、基礎的な内容
を中心に最低限必要な実習能力を養います。そのため、必要な内容すべてについて２年前期、後期の１年間かけて一
通り実習します。
【授業の到達目標】
テーマ毎に目標を設定してあるので、すべてのテーマに対して目標到達すること。
【授業の概要】
情報デザインに関する複数のテーマを用意し、テーマ数に応じたグループに分けてテーマを変えながらすべてのテ
ーマに関する実習を行います。テーマ毎に課題を設定するので、それに合わせて予習し、実習後は一通り復習してお
きます。
【授業計画と準備学修】
第 1 回 全体ガイダンス
第 2 回～第 7 回 テーマグループ毎の実習１～６
第 8 回 情報デザイン講演会
第 9 回～第 14 回 テーマグループ毎の実習７～１２
第 15 回 期末まとめ

【テキスト】
テーマ毎に設定します。
【参考書・参考資料等】
テーマ毎に必要に応じて指定します。
【成績評価の方法等】
レポート、課題提出(100%)で評価します。

評価が「合」

【履修要件等】
１年次の必修科目の履修を前提に実習をすすめます。必要に応じて１年次の復習しておきます。
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BD19-101030-B
区

分

情報デザイン総合科目－総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

全教員

情報デザイン実習Ⅱ

授業形態

Practical Information Design Training Ⅱ

クラス分け

2 年次 後期

必選別

必修

単位数

1 単位

【授業の目的】
３年次からの情報デザインにおける各テーマに対する応用的な演習、実習を円滑に実行するために、基礎的な内容
を中心に最低限必要な実習能力を養います。そのため、必要な内容すべてについて２年前期、後期の１年間かけて一
通り実習します。
【授業の到達目標】
テーマ毎に目標を設定してあるので、すべてのテーマに対して目標到達すること。
【授業の概要】
情報デザインに関する複数のテーマを用意し、テーマ数に応じたグループに分けてテーマを変えながらすべてのテ
ーマに関する実習を行います。テーマ毎に課題を設定するので、それに合わせて予習し、実習後は一通り復習してお
きます。
【授業計画と準備学修】
第 1 回 全体ガイダンス
第 2 回～第 7 回 テーマグループ毎の実習１～６
第 8 回 情報デザイン講演会
第 9 回～第 14 回 テーマグループ毎の実習７～１２
第 15 回 期末まとめ
〇事前学修
〇事後学修

【テキスト】
テーマ毎に設定します。
【参考書・参考資料等】
テーマ毎に必要に応じて指定します。
【成績評価の方法等】
レポート、課題提出(100%)で評価します。

評価が「合」

【履修要件等】
１年次の必修科目の履修を前提に実習をすすめます。必要に応じて１年次の復習しておきます。
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BD19-101040-A
区

分

情報デザイン総合科目－総合科目

担当教員

遠藤 麻里

授業科目

プレゼンテーション論

授業形態

英

Presentation Design

単独

訳

配当年次

2 年次 後期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
自らの研究や作品を他人にわかりやすく表現・発表できる力を身につけることを目的とする。
【授業の到達目標】
プレゼンテーションの組み立て方について理解し、効果的な組み立てができる。
スライド作成の注意点を理解し、効果的なスライドを作成できる。
研究ポスター作成の注意点を理解し、効果的なポスターを作成できる。
【授業の概要】
口頭発表やポスター発表などのプレゼンテーションのタイプに合わせ、必要な情報の整理と編集、表現の技術まで
を学ぶ。プレゼンテーションソフトを用いたスライド制作技術や話し方を含めた発表の技術を学び、実際に作成した
スライドを用いてプレゼンテーションを行う。また、研究発表を目的としたポスター制作技術を習得し、卒業研究ポ
スターの基礎を制作する。数回にわけて、授業のはじめに自分自身についての1分間プレゼンテーションを行い、プレ
ゼンテーションの回数をこなしていく。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 プレゼンテーションデザインの基本
〇事前学修 1 分間プレゼンテーションについて考えておくこと
〇事後学修
第 ３回 ロジカルプレゼンテーションの理解 1
〇事前学修 1 分間プレゼンテーションについて考えておくこと
〇事後学修
第 ４回 ロジカルプレゼンテーションの理解 2
〇事前学修 1 分間プレゼンテーションについて考えておくこと
〇事後学修
第 ５回 ロジカルプレゼンテーションを用いた実習課題
〇事前学修 1 分間プレゼンテーションについて考えておくこと
〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと
第 ６回 プレゼンテーションの組み立て
〇事前学修 1 分間プレゼンテーションについて考えておくこと
〇事後学修 講義で紹介したプレゼン動画を見ておくこと
第 ７回 スライドの制作 1
〇事前学修 1 分間プレゼンテーションについて考えておくこと
〇事後学修
第 ８回 スライドの制作 2
〇事前学修 1 分間プレゼンテーションについて考えておくこと
〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと
第 ９回 プレゼンテーションと講評
〇事前学修
〇事後学修
9

第 １０回 研究発表ポスター制作のための基礎知識
〇事前学修
〇事後学修
第 １１回 研究発表ポスター制作１
〇事前学修
〇事後学修
第 １２回 研究発表ポスター制作２
〇事前学修
〇事後学修
第 １３回 研究発表ポスター制作３
〇事前学修
〇事後学修
第 １４回 研究発表ポスター制作４
〇事前学修
〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと
第 １５回 研究発表ポスター発表と講評
〇事前学修
〇事後学修

【テキスト】
適宜、PDFファイル形式で配布する
【参考書・参考資料等】

【成績評価の方法等】
課題・授業態度（40%）最終課題（60%）

評価が「合」

【履修要件等】
デザイン系科目を受講していることが望ましい。
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BD19-101050-A
区

分

情報デザイン総合科目－総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 後期

担当教員

若林 義啓

情報と職業

授業形態

Information and Vocation

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
現代の情報社会ではあらゆる職業で情報化が進んでおり、インターネット普及から新たな職業が生まれている。情
報社会で働くということは情報と職業についての知識が必要である。この授業では、仕事の中にコンピューターがど
のように入ってきたかを学び、現在の情報と職業の状況とあらたに誕生した職業を学ぶ。情報化がもたらした長所と
短所を知り、その危険性を理解することで、どのような職業に就いても情報を適切に扱うことができ、情報社会に参
画する一人の人間として生計を立てることができるようになる。
【授業の到達目標】
１．仕事の中にコンピューターが導入されていく歴史を知る。
コンピューターの開発の歴史と企業が大型コンピューターをどのように経営に利用してきたかを学び、オフィスま
でコンピューターが普及していく経緯を理解する。
２．ネットワークを利用した情報が仕事や生活に果たしている役割を理解する。
コンピューターによる経営の効率化・省力化、物流の最適化について学ぶ。生活の中で恩恵を受けているサービス
とその仕組みを理解する。
３．情報化による仕事の効率化とリスクを理解する。
情報化により、個人が扱う情報量が飛躍的に大きくなり、仕事の効率が上がった一方で、トラブルが発生したとき
の被害の大きさも増大していることを学び、情報の取り扱いの重要性を理解する。仕事に就いてからだけでなく学生
生活においても情報を慎重に適切に扱えるようになる。
【授業の概要】
基本的に毎回プリント教材を用いた講義形式で行い、必要に応じてコンピューターを使った演習を行う。授業中に
随時テーマについて質問や小テストを行う。
【授業計画と準備学修】
第 １回 職業の意義と職業社会
〇事前学修 シラバスを熟読し、授業の目的、目標を理解しておくこと。
〇事後学修 情報の抽象化の歴史を復習すること。
第 ２回 情報と職業とは
〇事前学修 企業が業務に使う大型コンピューターとはどういうものか調べておくこと。
〇事後学修 コンピューター導入の歴史と目的を復習すること。
第 ３回 企業活動と情報システムの歴史
〇事前学修 第一次産業での情報化を調べておくこと。
〇事後学修 トレーサビリティについて復習すること。
第 ４回 第一次産業における情報化と職業、まとめ
〇事前学修 第二次産業での情報化を調べておくこと。
〇事後学修 まとめの復習と課題のレポートを提出すること。
第 ５回 第二次産業における情報化と職業
〇事前学修 第三次産業での情報化を調べておくこと。
〇事後学修 バーコードとマーケティングについて復習すること。
第 ６回 第三次産業における情報化と職業
〇事前学修 アメリカのスーパーマーケットの歴史について調べておくこと。
〇事後学修 POS システムについて復習すること。
第 ７回 コンビニエンスストアの情報システム
〇事前学修 コンビニの物流システムについて調べておくこと。
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〇事後学修 共同配送について復習すること。
第 ８回 インターネットによる新しいビジネスモデル
〇事前学修 BTO について調べておくこと。
〇事後学修 課題のレポートを提出すること。
第 ９回 インターネットショッピングと EC サイト
〇事前学修 大手インターネットショッピングサイトについて調べておくこと。
〇事後学修 EC サイトについて復習すること。
第 １０回 インターネットオークション、まとめ
〇事前学修 インターネットオークションについて調べておくこと。
〇事後学修 まとめを復習すること。
第 １１回 インターネットによる広告ビジネス
〇事前学修 インターネットの広告システムについて調べておくこと。
〇事後学修 広告システムについて復習すること。
第 １２回 個人の副業、社会基盤としての情報システム
〇事前学修 アフィリエイトについて調べておくこと。
〇事後学修 道路交通システムについて復習すること。
第 １３回 電話交換システム、電子マネー
〇事前学修 現在普及している電子マネーについて調べておくこと。
〇事後学修 電子マネーについて復習すること。
第 １４回 情報社会の法制度
〇事前学修 著作権、肖像権、特許権、サイバー犯罪について調べておくこと。
〇事後学修 情報の信頼性について復習すること。
第 １５回 情報倫理・情報モラル、ヒューマンエラー、まとめ
〇事前学修 情報セキュリティについて調べておくこと。
〇事後学修 課題のレポートを提出すること。

【テキスト】

【参考書・参考資料等】
IT Text 情報と職業 改訂2版（駒谷昇一・辰己丈夫、オーム社）
【成績評価の方法等】
評価が「合」
小テスト（30%）、課題（60%）質疑応答（10％）を基本とし、主体的に学修に取り組む態度
を加えた総合評価とする。
【履修要件等】
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BD19-101060-C
区

分

情報デザイン総合科目－総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 後期

担当教員

全教員

課題探求

授業形態

Topics Study

クラス分け

必選別

必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
卒業研究または卒業制作の前準備として、具体的な課題について資料調査、情報整理の方法、プレゼンテーションな
どの技術を学び、その課題を解決できる能力を育成するため、ゼミ単位で授業を行う。少人数できめ細かい指導を行
う授業で、チュータのオフィスアワーも兼ねます。
【授業の到達目標】
ゼミによって目標を設定する。
【授業の概要】
3年前期末に各ゼミの特徴について説明があり、その内容を見て皆さんが卒業(研究・制作)の指導教員(ゼミ配属)を決
定する。指導教員は、ゼミの特徴を生かした教育内容を教えるため、詳しい授業概要を知りたい人はゼミ室を訪問す
ると良い。ゼミの特徴に応じた内容で指導されますが、就職活動も始まり、社会人となる準備にもなる。そのため、
この授業を通じて社会人基礎力「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」を養うように意識して授業を
受けることが大切である。
【授業計画と準備学修】
各ゼミによって内容を設定します。

【テキスト】
開講する前に各ゼミの指導教員が決定する。
【参考書・参考資料等】
各ゼミの指導教員が決定する。
【成績評価の方法等】
各ゼミの指導教員が決定する。

評価が「合」

【履修要件等】
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BD19-101900-Ｃ
区

分

情報デザイン総合科目－総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

1～4 年次

担当教員

高木 尚光

コラボレーション演習

授業形態

Collaboration seminar

複数

必選別

選択

単位数

4 単位

【授業の目的】
本大学の教育理念「信和・協同・実践」と情報デザイン学科のカリキュラムポリシーを具現化するため
に、デザインや情報技術を通じた地域貢献活動、各種の課外活動などを積極的におこなう学生を支援し、
実践的なデザイン力、情報処理能力、自主性、コミュニケーション能力、企画力、リーダーシップなどを
有する人材を育成する。
【授業の到達目標】
学外・学内の様々な組織や人々と積極的に関わりながら、課題を発見し、デザインや情報技術による課題解決を
提案するための基礎力を実践的に身につける。
【授業の概要】
活動責任者（学科専任教員）の指導・監督のもとデザインや情報技術を通じた課題解決に関わる課外活動をおこ
ない、その内容・活動時間に応じて単位が認定される。
【授業計画】
１．「演習計画書」の提出
活動学生が単位取得を希望する場合、所属する研究室、活動プロジェクト、クラブ・サークル、自主的な
活動団体などの活動責任者（情報デザイン学科の専任教員）を通じ、活動グループ名・活動責任者名の他、
活動の目的・活動期間・活動の概略・など必要事項を記載した「演習計画書」を提出する。なお、活動内容
等に大きな変更のあった場合は、同計画書を再提出する。
２．「活動報告書」の提出
活動責任者が活動学生の単位認定を年度末に申請する場合、「活動報告書」を提出する。「活動報告書」
には、活動学生の学生番号・氏名・活動の合計時間のほか、活動の概要、活動によって得られた成果などを
記載する。
３ 審査と単位認定
提出された「演習計画書」と「活動報告書」および添付資料は、情報デザイン学科内において審査し、活
動時間・内容に応じて、活動学生ごとに単位を認定する。なお、科目担当者は、各活動責任者との連絡、
提出書類のとりまとめ、単位認定の原案作成などを担当する。

【テキスト】
特に定めない。
【参考書・参考資料等】
特に定めない。
【成績評価の方法等】
成績評価は合否判定方式でおこなう。なお、合格の場合の取得単位数は、原則30時間の同一活
動で1単位とし、半期2単位まで、合計4単位までの認定とする。
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評価が「合」
〇

【履修要件等】
単位認定時期は各学年後期であるが、集中講義扱いなので、科目履修登録は各学年前期におこなうこと。
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BD19-102900-B
区

分

情報デザイン総合科目－資格支援
科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

全教員

情報資格Ⅰ

授業形態

Challenging License on Information, Part I

複数

1～4 年次 前・後期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
大学生が就職活動をする際、資格を持っていることは一つのアピールポイントになり得る。資格取得のためには、ダ
ブルスクールで学んだり、独自で勉強をするなどの努力が必要である。企業が採用を考える際には、資格を持ってい
るという強みよりも、資格を得るためにした努力の過程などを評価してくれる場合もある。この様なことから、情報
デザイン学科では、情報に関係する様々な資格の取得を推奨している。
【授業の到達目標】
列記した資格について、１つを取得する。
【授業の概要】
たくさんの資格があり、社会に出てからもそれらの多くの資格は役に立つ。これらのことを踏まえ、一般的な資格に
ついて、その概要を説明する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 試験前には関連の本や過去問題集などをよく予習すること。受験後は自己採点等で実力を自己分
析し、さらなる高度な資格受験に備える。
ここでは、下記の様な資格が考えられる。
・ＩＴパスポート
・シスコ技術者認定（CCENT）
その他の資格も学科で検討し単位を認定することもある。

【テキスト】

【参考書・参考資料等】

【成績評価の方法等】
評価が「合」
資格取得の後、報告書と証明書（合格証、資格証明書等コピー提示）を提出し、学科で検討
○
し単位認定する。
【履修要件等】
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BD19-102910-C
区

分

情報デザイン総合科目－資格支援
科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

全教員

情報資格Ⅱ

授業形態

Challenging License on Information, Part Ⅱ

複数

1～4 年次 前・後期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
大学生が就職活動をする際、資格を持っていることは一つのアピールポイントになり得る。資格取得のためには、ダ
ブルスクールで学んだり、独自で勉強をするなどの努力が必要である。企業が採用を考える際には、資格を持ってい
るという強みよりも、資格を得るためにした努力の過程などを評価してくれる場合もある。この様なことから、情報
デザイン学科では、情報に関係する様々な資格の取得を推奨している。
【授業の到達目標】
列記した資格について、１つを取得する。
【授業の概要】
たくさんの資格があり、社会に出てからもそれらの多くの資格は役に立つ。これらのことを踏まえ、一般的な資格に
ついて、その概要を説明する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 試験前には関連の本や過去問題集などをよく予習すること。受験後は自己採点等で実力を自己分
析し、さらなる高度な資格受験に備える。
ここでは、下記の様な資格が考えられる。
・基本情報技術者試験
・応用情報技術者試験
・シスコ技術者認定（CCNA）
その他の資格も学科で検討し単位を認定することもある。

【テキスト】

【参考書・参考資料等】

【成績評価の方法等】
評価が「合」
・資格取得の後、報告書と証明書（合格証、資格証明書等コピー提示）を提出し、学科で検
○
討し単位認定する。
【履修要件等】
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BD19-201010-A
区

分

専門応用科目ー情報技術総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

高木 尚光

情報概論

授業形態

Introduction to Information Technology

単独

1 年次 前期

必選別

必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
コンピュータに関する基本的な専門用語、コンピュータの仕組みの概要、コンピュータにおけるデータ表現の原理、
データ通信の仕組みに関する内容、システムの信頼性に関する事項、情報通信技術の基礎事項についての原理を身に
つける。
【授業の到達目標】
コンピュータに関する基礎を修得し、さらにその基礎知識による応用力を身につける。
【授業の概要】
情報関連の資格試験に出題された問題またはそれに類似した問題を例題として丁寧に説明することで、講義内容の確
認を行うといった形態で授業を実施する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 情報とは
〇事前学修 「情報」の定義を調べておくこと。
〇事後学修 事前学修で理解が不十分なことを確認しておくこと。
第 ２回 アナログとディジタル
〇事前学修 「アナログ」と「ディジタル」の違いを調べておくこと。
〇事後学修 専門用語の理解を深めること。
第 ３回 エントロピー
〇事前学修 対数について復習しておくこと。
〇事後学修 例題を参考にして「エントロピー」の理解を深めること。
第 ４回 コンピュータの原理（1）2 進数
〇事前学修 2 の補数について調べておくこと。
〇事後学修 例題を参考にして「基数の変換」についての理解を深めること。
第 ５回 コンピュータの原理（2）文字コード
〇事前学修 ASCII コード、JIS コードなどを調べておくこと。
〇事後学修 事前学修で理解が不十分なことを確認しておくこと。
第 ６回 コンピュータの原理（3）情報
〇事前学修 浮動小数点法による実数の表現について調べておくこと。
〇事後学修 2 進数の四則演算について理解を深めること。
第 ７回 コンピュータの原理（4）論理回路
〇事前学修 2 値の論理と演算について調べておくこと。
〇事後学修 例題を参考にして論理式の簡単化について理解を深めること。
第 ８回 コンピュータの原理（5）コンピュータの仕組み
〇事前学修 コンピュータの構成について調べておくこと。
〇事後学修 専門用語の意味の理解を深めること。
第 ９回 ハードウエア
〇事前学修 様々なメモリについて調べておくこと。
〇事後学修 CPU とメモリの構成について理解を深めること。
第 １０回 ソフトウエア
〇事前学修 機械語、アセンブリ言語、高級言語について調べておくこと。
〇事後学修 ソフトウエアの種類を確認しておくこと。
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第 １１回 コンピュータの歴史
〇事前学修 ノイマン型コンピュータについて調べておくこと。
〇事後学修 ノイマン型コンピュータと非ノイマン型コンピュータを比較し、理解を深めること。
第 １２回 ネットワーク
〇事前学修 コンピュータネットワークについて調べておくこと。
〇事後学修 通信プロトコルの理解を深めること。
第 １３回 情報技術と社会
〇事前学修 情報倫理について調べておくこと。
〇事後学修 事前学修で理解が不十分だった部分を修正しておくこと。
第 １４回 コンピュータセキュリティ
〇事前学修 「脅威」と「脆弱性」について調べておくこと。
〇事後学修 情報システムのセキュリティの理解を深めること。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 配布資料をもとに、自分でまとめを作成しておくこと。
〇事後学修 自分で作成したまとめで不十分な部分を確認し、理解を深める。
期末試験
【テキスト】
適宜、資料を配付する。
【参考書・参考資料等】
情報科学の基礎知識（宮内ミナミ、森本喜一郎、昭晃堂）
【成績評価の方法等】
期末試験(80%)、レポート課題(20%)の総合評価とする。
【履修要件等】
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評価が「合」

BD19-201020-A
区

分

専門応用科目－情報技術総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

高木 尚光

計算機入門

授業形態

Introduction to Computer Systems

単独

1 年次 後期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
・コンピュータの基本構成と動作原理の基本的な知識を学ぶ。
・論理数学および論理回路に関する基本的な知識を学ぶ。
・ネットワークおよびセキュリティ技術について基本的な知識を学ぶ。
【授業の到達目標】
・コンピュータの基本構成と動作原理の基本的な知識を修得し、その応用力を身に着ける。
・論理数学および論理回路に関する基本的な知識を修得し、その応用力を身に着ける。
・ネットワークおよびセキュリティ技術について基本的な知識を修得し、その応用力を身に着ける。
【授業の概要】
コンピュータ技術はどの分野においても現代社会に不可欠な存在となっている。コンピュータの原理や仕組みを知ら
ずに、コンピュータの利活用はできない。本講義を通してコンピュータの動作原理や仕組みについて学ぶ。
【授業計画と準備学修】
第 １回 コンピュータとは
〇事前学修 コンピュータの歴史を調べておくこと。
〇事後学修 ノイマン型コンピュータの原理を理解すること。
第 ２回 コンピュータの基本構成と動作原理
〇事前学修 コンピュータ利用形態の変化を調べておくこと。
〇事後学修 ハードウェアの 5 大装置を理解すること。
第 ３回 情報の表現１（２進数による数の表記法）
〇事前学修 データ表現として、なぜ 2 進数が用いられるのかを調べておくこと。
〇事後学修 基数変換と 2 の補数を理解すること。
第 ４回 情報の表現２（数値データ、文字データ、音声・画像データの表現）
〇事前学修 標本化、量子化、丸め誤差、アンダフロー、オーバフローを調べておくこと。
〇事後学修 信号のサンプリングデータ、画像・動画のファイルのサイズ計算を理解すること。
第 ５回 ブール代数と論理回路
〇事前学修 命題論理を調べておくこと。
〇事後学修 ブール代数の公理・定理と MIL 記号を理解すること。
第 ６回 論理式の表現と簡単化
〇事前学修 第 5 回の内容をチェックしておくこと。
〇事後学修 ブール代数の公理・定理を用いた論理式の簡単化の理解を深めること。
第 ７回 まとめ１
〇事前学修 第 1 回から第 7 回までの内容をまとめておくこと。
〇事後学修 授業での振り返りで、理解が不十分な内容を確認すること。
第 ８回 記憶装置の役割と種類
〇事前学修 半導体メモリの種類を調べておくこと。
〇事後学修 実行アクセス時間などメモリに関する内容を理解すること。
第 ９回 インターフェースとバス
〇事前学修 インターフェースを調べておくこと。
〇事後学修 各装置間でのインターフェースを理解すること。
第 １０回 アルゴリズム
〇事前学修 フローチャートを調べておくこと。
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〇事後学修 2 分探索法、クイックソートを理解すること。
第 １１回 プログラミング
〇事前学修 機械語、アセンブラ言語、高水準言語を調べておくこと。
〇事後学修 オブジェクト指向の基本概念を理解すること。
第 １２回 OS とアプリケーション
〇事前学修 OS の分類方法を調べておくこと。
〇事後学修 アプリケーションとミドルウェアに関連する用語を理解すること。
第 １３回 コンピュータネットワーク
〇事前学修 コンピュータネットワークの歴史を調べておくこと。
〇事後学修 通信プロトコルの各階層を理解すること。
第 １４回 セキュリティ技術
〇事前学修 主なネットワーク上の脅威を調べておくこと。
〇事後学修 主なセキュリティ対策の仕組みや手法を理解すること。
第 １５回 まとめ２
〇事前学修 第 8 回から第 14 回までの内容をまとめておくこと。
〇事後学修 授業での振り返りで、理解が不十分な内容を確認すること。
期末試験
【テキスト】
適宜、資料を配付する。
【参考書・参考資料等】
基本を学ぶ コンピュータ概論（安井浩之、木村誠聡、辻裕之、オーム社）
【成績評価の方法等】
期末試験(80%)、授業中の課題(20%)の総合評価とする。
【履修要件等】
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評価が「合」

BD19-201030-B
区

分

専門応用科目－情報技術総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 前期

担当教員

神垣 太持

オペレーティングシステム

授業形態

Operating Systems

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
コンピュータの動作する仕組みを学ぶ中で、特に基本ソフトウエアであるオペレーティングシステム（OS）につい
てその必要性、しくみについて学ぶ。また、その具体例として、様々なOSに触れ、技術的な観点からそれぞれの特徴
について考察する。
【授業の到達目標】
OSに関する基礎知識を習得し、viエディタや簡単なCUIコマンドによる操作ができる。
【授業の概要】
オペレーティングシステムの基本的概念、歴史などについて学び、実際に様々なOSに触れることでその基本構造、
プロセス・メモリ管理、ファイルシステムやユーザインタフェースなどの特徴を考察する。その中で特にUNIX等のサ
ーバ管理に欠かせないCUIを用いた操作方法についても学ぶ。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オペレーティングシステムとは（1）基本的概念
〇事前学修 シラバスの内容をよく読み、理解しておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ２回 オペレーティングシステムとは（2）歴史
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ３回 オペレーティングシステムの種類（1）OS の分類
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ４回 オペレーティングシステムの種類（2）パソコン用 OS
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ５回 オペレーティングシステムの種類（3）様々なコンピュータ用の OS
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ６回 オペレーティングシステムの役割（1）プロセス管理
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ７回 オペレーティングシステムの役割（2）メモリ管理
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ８回 オペレーティングシステムの役割（3）ファイルシステム
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ９回 オペレーティングシステムの役割（4）ユーザインタフェース
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 １０回 オペレーティングシステムの管理（1）ユーザとアドミニストレータ
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
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〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 １１回 オペレーティングシステムの管理（2）CUI と GUI
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 １２回 オペレーティングシステムの管理（3）CUI コマンドの実習
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 学修したコマンドを自分自身で使用してみること。
第 １３回 オペレーティングシステムの発展（1）最新の技術動向
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 １４回 オペレーティングシステムの発展（2）次世代 OS の展望
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 本講義全体を通しての不明点、質問したい事項等をまとめておくこと。
〇事後学修 本講義全体を通して学修したことを振り返ってまとめておくこと。
期末試験
【テキスト】
「オペレーティングシステム［ＯＳ］基本技術」, 小林哲二, 日本理工出版会
もしくは開講時に最新のテキストを指定する。
【参考書・参考資料等】
「Linux標準教科書」, LPI-Japan
ならびに、開講時に最新の参考書を提示する。
【成績評価の方法等】
期末試験(80%)、実習時の授業への取り組み(20%)で総合的に評価する。
【履修要件等】
「情報概論」、「計算機入門」、「ネットワーク入門」を履修していることが望ましい。
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評価が「合」

BD19-201040-B
区

分

専門応用科目－情報技術総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

神垣 太持

情報基礎実習

授業形態

Experiments for Information Technology

単独

2 年次 後期

必選別

選択

単位数

1 単位

【授業の目的】
情報技術の基礎を身に付けるためには、その原理をもふまえたハードウエアを含む総合的な学習が欠かせない。そ
こで、1つのプロジェクトを通じて情報技術の基礎を習得し、1つのモノを作り上げるための手法、1つ1つ問題を解決
してゆくことで得られる達成感を体験することを目的とする。
【授業の到達目標】
プロジェクトを完遂することで情報技術の基礎を習得する。
【授業の概要】
少人数のグループに分かれて、ロボットの感情表現ユニットの設計、製作という１つのプロジェクトを自主的に進
めながら、はんだ付けや測定技術、デジタル信号とアナログ信号の違いからプログラミングによる制御や作品プレゼ
ンテーションまでの情報技術の基礎を習得する。
【授業計画と準備学修】
1．実習の準備（第 1～3 回）
・ガイダンス
・工具の使い方ならびにはんだ付けの練習
・マイコンプログラミングの実習
2．グループ毎の作品製作プロジェクト（第 4～14 回）
ここで製作するロボットの感情表現ユニットは、以下の３つのモジュールで構成され、回路製作と制御プ
ログラミングを行うことでグループ毎に独自に考えた方法で喜怒哀楽を表現する。
・サウンド出力部の製作
入力信号によって喜怒哀楽を表現するメロディを演奏する
・カラー表示部の製作
フルカラーLED によるカラー表示部は、入力信号によって喜怒哀楽を色で表現する
・パターン表示部の製作
感情表現ユニットのメインである表示部は、入力信号によって LED マトリックスに喜怒哀楽のパターンを
表示させる
・プロジェクト紹介プレゼンテーションスライドの制作
3．作品発表コンペ（第 15 回）
製作した作品について、そのプロジェクトの経過や作品のコンセプトなどのプレゼンテーションを行い、
内容を相互評価することでプレゼンテーション能力を向上させる。

【テキスト】
担当者が作成した小冊子を配布する。
【参考書・参考資料等】
担当者が作成した小冊子を配布する。また、共有のサーバにアップロードしてあるものを各自ダウンロード
して使用する。
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【成績評価の方法等】
個人レポート(40%)、班別レポート(40%)、プロジェクトへの取り組み(20%)で総合的に評価
する。
【履修要件等】
「情報概論」、「計算機入門」、「プログラミング入門」を履修していることが望ましい。
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評価が「合」

BD19-201050-B
区

分

専門応用科目－情報技術総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 前期

担当教員

池坊 繁屋

計算機アーキテクチャ

授業形態

Computer Architecture

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
情報システムの基礎としてコンピュータシステムの設計思想について学ぶ。
計算機アーキテクチャの基礎として、まずノイマン型計算機の処理方法を中心に学び、その応用としての並列性、
スケーラビリティなどの知識も学ぶ。
【授業の到達目標】
計算機アーキテクチャの基礎を修得し、さらにその基礎知識による応用力を身につける。
【授業の概要】
計算機内部で、アドレス、命令コード、データがどのように処理され動作しているのかを学ぶ。また、その効率化
や高速化がどのように行われているのかも学ぶ。
【授業計画と準備学修】
第 １回 計算機モデル
〇事前学修 授業内容をよく理解しておくこと、不明点は質問すること。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ２回 コンピュータの基本構造
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ３回 ノイマン型計算機アーキテクチャ
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ４回 命令セットの設計
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ５回 CPU 構成
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ６回 アドレス指定方式
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ７回 入出力制御
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ８回 まとめ 1（第 1 回～第 7 回についての分析と考察）
〇事前学修 前半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 前半の授業範囲を整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ９回 メモリシステム ： 実記憶管理
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 １０回 メモリシステム ： 仮想記憶システム
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
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第 １１回 並列処理システム ： 概要
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 １２回 並列処理システム ： マルチプロセッサ
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 １３回 並列処理システム ： メモリ
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 １４回 将来展望など
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 １５回 まとめ 2
〇事前学修 後半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 授業範囲を整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）

【テキスト】
当日資料配布。
【参考書・参考資料等】
・基本情報技術者 合格教本（角谷、技術評論社）
・応用情報技術者 合格教本（大滝・岡嶋、技術評論社）
【成績評価の方法等】
課題(50%)、小テスト(30%)、平常点(20%)で評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
1年前期「情報概論」、1年後期「計算機入門」、2年前期「オペレーティングシステム」、2年後期「情報基礎実習」
を受講していることが望ましい。
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BD19-201060-C
区

分

専門応用科目－情報技術総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

鵜根 弘行

データベース

授業形態

Introduction to Database Systems

単独

3 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
本授業では，データベースシステムの基礎理論についての学習を行う。また，データベースシステムを円滑に運用
するための知識や運用方法について学習する。
【授業の到達目標】
データベースの理論，特にリレーショナルモデルに対する演算やリレーショナルデータベースの正規化について理
解し，SQL命令を使って小規模データベースを設計，運用できることを目標とする。
【授業の概要】
インターネットショッピングサイトなどの構築に必要なデータベースの理論や運用について学習する。本授業は講
義形式で実施する。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
【授業計画と準備学修】
第 １回 データベースの概要
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 データベースに求められることについて復習すること。
第 ２回 データモデルとは
〇事前学修 現在利用者の多いデータベース管理システムのデータモデルについて調べること。
〇事後学修 課題を通じて，データモデルの特徴について整理すること。
第 ３回 スキーマと ER ダイアグラム
〇事前学修 ANSI/SPARC による三層スキーマと，実態関連モデルについて調べること。
〇事後学修 住所録などのデータから，ER ダイアグラムを作成してみること。
第 ４回 リレーショナルデータベースの概念
〇事前学修 関係データモデルについて調べること。
〇事後学修 課題を通じて，部分集合に関する概念について復習すること。
第 ５回 関係代数
〇事前学修 関係代数に出てくる「和集合」「積集合」などの用語について調べること。
〇事後学修 課題を通じて，関係代数の基本演算について理解を深めること。
第 ６回 関数従属性と超キー
〇事前学修 データベースにおける「キー」が持つべき特徴について調べること。
〇事後学修 課題を通じて，属性間の関数従属性を判定できるようになること。
第 ７回 正規化 1（第一正規形と更新不整合）
〇事前学修 第一正規形制約について調べておくこと。
〇事後学修 課題を通じて，関数従属性が更新不整合に与える影響について理解を深めること。
第 ８回 正規化 2（第二正規形）
〇事前学修 第二正規形制約について調べておくこと。
〇事後学修 課題を通じて，非素属性同士の関数従属性と更新不整合との関係を理解すること。
第 ９回 正規化 3（推移的関数従属性と第三正規形）
〇事前学修 第三正規形制約について調べておくこと。
〇事後学修 課題を通じて，第三正規形に分解する方法を深く理解すること。
第 １０回 SQL1（create table, select）
〇事前学修 SQL 命令「create table」「select」について調べること。
〇事後学修 課題を通じて，必要なデータを検索する命令の書き方を深く理解すること。
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第 １１回 SQL2（insert, update, delete）
〇事前学修 SQL 命令「insert」「update」「delete」を調べること。
〇事後学修 表制約，列制約がデータを更新する命令に与える影響を理解すること。
第 １２回 SQL3（create view, 副問い合わせ, 集約関数）
〇事前学修 SQL 命令「create view」，および集約関数について調べておくこと。
〇事後学修 課題を通じて，表の自然結合からデータを検索する方法について理解すること。
第 １３回 内部スキーマの概説
〇事前学修 データベースのインデックスについて調べておくこと。
〇事後学修 内部スキーマに採用したデータ構造が与える影響について復習すること。
第 １４回 データベースを用いたサービスの構築例
〇事前学修 ブログなどのシステムとデータベースとの関連について調べておくこと。
〇事後学修 データベースと連動するシステムを構築する場合の注意点について復習すること。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 講義中に解説した内容について振り返っておくこと。
〇事後学修 講義中の振り返りを元に，理解が不足している内容を確認しなおすこと。
期末試験
【テキスト】
データベースシステム（北川博之，コロナ社）
【参考書・参考資料等】
必要に応じて配布する。
【成績評価の方法等】
期末試験（80%），小テスト（20%）で評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
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BD19-201070-B
区

分

専門応用科目－情報技術総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

高木 尚光

知能情報技術

授業形態

Computer Science and Intelligent Systems

単独

4 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
人工知能に関して、社会における人工知能の役割がますます重要になってきている。人工知能を適切に活用するため
には、人工知能の特徴・限界・将来展望などについて考える力を身につける必要がある。本講義では人の思考をモデ
ル化する手法と人工知能の基礎について学ぶ。
【授業の到達目標】
人の思考をモデル化する手法と人工知能の基礎を修得し、人工知能の特徴・限界・将来展望などについて考える力を
身につける。
【授業の概要】
人工知能の基礎となる知識と考え方について、小演習と実例の紹介を交えながら講義する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 人工知能とは
〇事前学修 人工知能の歴史を調べておくこと。
〇事後学修 フレーム問題を理解すること。
第 ２回 問題の表現
〇事前学修 初期の人工知能の技術を調べておくこと。
〇事後学修 問題解決とはどのようなことを実現することかを理解すること。
第 ３回 系統的探索法
〇事前学修 発見的探索法との相違点を調べておくこと。
〇事後学修 各探索法のアルゴリズムを理解すること。
第 ４回 発見的探索法
〇事前学修 評価関数を調べておくこと。
〇事後学修 各探索法のアルゴリズムを理解すること。
第 ５回 命題論理
〇事前学修 基本命題、複合命題を調べておくこと。
〇事後学修 帰納的推論を理解すること。
第 ６回 述語論理
〇事前学修 命題論理と記号論理の相違点を調べておくこと。
〇事後学修 知識表現を理解すること。
第 ７回 まとめ１
〇事前学修 第 1 回から第 6 回までの授業を簡潔にまとめておくこと。
〇事後学修 理解が不十分な内容を確認しておくこと。
第 ８回 プロダクションシステム
〇事前学修 エキスパートシステムを調べておくこと。
〇事後学修 プロダクションルールを用いた推論方法を理解すること。
第 ９回 ファジィ理論１（ファジィ集合、ファジィ集合演算）
〇事前学修 ファジィ集合とクリスプ集合の相違点を調べておくこと。
〇事後学修 ファジィ集合演算を理解すること。
第 １０回 ファジィ理論２（ファジィ命題、ファジィ推論）
〇事前学修 ファジィラベルを調べておくこと。
〇事後学修 代表的なファジィ推論を理解すること。
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第 １１回 機械学習
〇事前学修 学習とは何かを調べておくこと。
〇事後学修 教師あり学習、教師なし学習、強化学習を理解する。
第 １２回 ニューラルネットワーク１（階層型ネットワーク）
〇事前学修 人間の神経細胞について調べておくこと。
〇事後学修 階層型ネットワークを理解すること。
第 １３回 ニューラルネットワーク２（相互結合型ネットワーク）
〇事前学修 行列計算について調べておくこと。
〇事後学修 相互結合型ネットワークを理解すること。
第 １４回 深層学習
〇事前学修 深層学習を適用した応用例を調べておくこと。
〇事後学修 縮約表現を理解すること。
第 １５回 まとめ２
〇事前学修 第 8 回から第 14 回までの授業を簡潔にまとめておくこと。
〇事後学修 理解が不十分な内容を確認しておくこと。

【テキスト】
適宜、資料を配付する。
【参考書・参考資料等】
人工知能の基礎（小林一郎、サイエンス社）
【成績評価の方法等】
期末試験(70%)、授業中の課題(30%)の総合評価とする。
【履修要件等】
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評価が「合」

BD19-201110-A
区

分

専門応用科目－情報技術総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

鵜根 弘行

プログラミング入門

授業形態

Introduction to Programming

単独

必選別

必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
プログラミング言語Javaを用いて，プログラムを作成するための基礎を学習する。具体的にはプログラムを作成し
てから実行するまでの手順，ならびにプログラムの流れを制御するための命令の理解を目標とする
【授業の到達目標】
Javaプログラムの入力から実行までの手順を実行でき，変数や実行制御を行うための命令を理解できるようになる
。さらにメソッドやオブジェクトを使うことで保守性や再利用性の高いプログラムを作れることを理解する。
【授業の概要】
本講義ではJavaというプログラミング言語を用いてプログラムを作成するために必要な知識を学習する。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
【授業計画と準備学修】
第 １回 コンピュータの構造とプログラミング言語の必要性
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 講義中に説明した内容について配布資料を読み直すこと。
第 ２回 Java 言語の特徴，および利用方法の解説
〇事前学修 事前に配布した資料を熟読すること。
〇事後学修 講義中に説明した操作方法を，３～４回繰り返すこと。
第 ３回 変数と計算
〇事前学修 教科書の第２章を熟読すること。
〇事後学修 計算の優先順序について，サンプルプログラムを改変しながら確認すること。
第 ４回 変数の型（クラス）
〇事前学修 教科書の第３章を熟読すること。
〇事後学修 基本型変数と参照型変数の違いを図で示せるように，配布資料を確認すること。
第 ５回 条件分岐と条件式の書き方
〇事前学修 教科書の第４章と第５章を熟読すること。
〇事後学修 出題された課題を通じて，if 文や switch 文の動作を確認すること。
第 ６回 繰り返し命令
〇事前学修 教科書の第６章と第７章を熟読すること。
〇事後学修 出題された課題を通じて，for 文によるプログラムの書き換え方を理解すること。
第 ７回 構造化定理と制御構文
〇事前学修 構造化定理と構造化プログラミングについて調べること。
〇事後学修 出題された課題を通じて，構造化プログラミングの実践方法を理解すること。
第 ８回 例外処理
〇事前学修 事前に配布した資料を熟読すること。
〇事後学修 サンプルプログラムを改変しながら，try/catch の動作を確認すること。
第 ９回 クラスライブラリ
〇事前学修 事前に配布した資料を熟読すること。
〇事後学修 サンプルプログラムを元に，クラスライブラリの使い方を確認すること。
第 １０回 メソッドの書き方
〇事前学修 教科書の第８章を熟読すること。
〇事後学修 出題された課題を通じて，メソッドがどう実行されるのか確認すること。
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第 １１回 メソッドの応用例
〇事前学修 大域変数について調べること。
〇事後学修 出題された課題を通じて，メソッドを抽出する方法を確認すること。
第 １２回 配列
〇事前学修 教科書の第９章を熟読すること。
〇事後学修 配列がメモリにどのように配置されるか，配布資料を確認すること。
第 １３回 独自のオブジェクトの作り方
〇事前学修 教科書の第１０章を熟読すること。
〇事後学修 クラスメソッドとインスタンスメソッドの違いを確認すること。
第 １４回 オブジェクトの応用例
〇事前学修 配布資料を熟読すること。
〇事後学修 オブジェクトを組み合わせて新たなオブジェクトを作る方法を確認すること。
第 １５回 今までの授業内容を確認すること。
〇事前学修
〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。
期末試験
【テキスト】
改訂第3版 Java言語プログラミングレッスン（結城浩，ソフトバンクパブリッシング）
【参考書・参考資料等】
必要に応じて随時配布する。
【成績評価の方法等】
最終課題（80%），レポート提出（20%）で評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BD19-201120-C
区

分

専門応用科目－情報技術総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

鵜根 弘行

データ構造とアルゴリズム

授業形態

Data Structures and Algorithms

単独

2 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
大量のデータを扱うプログラムを作成するために必要なデータ構造とアルゴリズムについて学習する。特に適切な
データ構造、および検索・並べ替えアルゴリズムを計算量の観点から解説する。
【授業の到達目標】
配列とリスト構造、木構造という各種データ構造の特徴や、データの探索や並べ替えアルゴリズムの平均時間計算
量、最悪時間計算量を把握し、目的や制約に応じて適切なデータ構造とアルゴリズムが選択できることを目的とする
【授業の概要】
本授業では、大量のデータをソフトウェアで扱うために考え出されたデータ構造と、これを効率よく処理するため
のアルゴリズムについて学習する。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
【授業計画と準備学修】
第 １回 計算量の導入
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 計算量という考え方について，講義で説明した内容を復習する。
第 ２回 配列とリスト
〇事前学修 リストというデータ構造の特徴について調べておくこと。
〇事後学修 配列とリストの利点と欠点について，講義で説明した内容を復習すること。
第 ３回 抽象データ型と基本操作 1（キュー、スタック）
〇事前学修 抽象データ型であるキュー，およびスタックついて調べること。
〇事後学修 課題を通じて，キューやスタックを実装する方法の違いについて深く理解すること。
第 ４回 抽象データ型と基本操作 2（木、グラフ）
〇事前学修 木とグラフというデータ型の使われ方ついて調べること。
〇事後学修 課題を通じて，木やグラフの探索方法について深く理解すること。
第 ５回 探索アルゴリズム 1（線形探索、2 分探索）
〇事前学修 2 分探索について調べること。
〇事後学修 課題を通じて，2 分探索の動作原理について深く理解すること。
第 ６回 探索アルゴリズム 2（2 分探索木）
〇事前学修 2 分探索木の特徴について調べること。
〇事後学修 課題を通じて，探索効率の良い 2 分探索木の構築方法について深く理解すること。
第 ７回 探索アルゴリズム 3（ハッシュ法）
〇事前学修 ハッシュ法について調べること。
〇事後学修 ハッシュ関数とハッシュ表の大きさが探索効率に与える影響について復習すること。
第 ８回 整列アルゴリズム 1（バブルソート、選択法、挿入法）
〇事前学修 バブルソート，選択法，挿入法について調べること。
〇事後学修 講義で説明したものより効率的なアルゴリズムの特徴について考察すること。
第 ９回 整列アルゴリズム 2（クイックソート、ヒープソート）
〇事前学修 クイックソートとヒープソートについて調べること。
〇事後学修 説明した２つのアルゴリズムが適用できる状況について理解を深めること。
第 １０回 整列アルゴリズム 3（マージソート）
〇事前学修 マージソートについて調べること。
〇事後学修 マージソートだけが持つ特徴について，講義で説明した内容を復習すること。
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第 １１回 グラフのアルゴリズム 1（最短経路問題）
〇事前学修 ダイクストラのアルゴリズムについて調べること。
〇事後学修 課題を通じて，ダイクストラのアルゴリズムの原理について理解を深めること。
第 １２回 グラフのアルゴリズム 2（最小木問題）
〇事前学修 Prim のアルゴリズムついて調べておくこと。
〇事後学修 課題を通じて，Prim のアルゴリズムの原理について理解を深めること。
第 １３回 グラフのアルゴリズム 3（最大流問題）
〇事前学修 最大流問題の特徴について調べておくこと。
〇事後学修 最大流問題が持つ，最短経路問題や最小木問題と異なる性質について復習すること。
第 １４回 NP 完全問題
〇事前学修 計算量理論におけるクラス P，クラス NP について調べておくこと。
〇事後学修 NP 完全である問題が持つ特徴について復習すること。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 講義中に解説した内容について振り返っておくこと。
〇事後学修 講義中の振り返りを元に，理解が不足している内容を確認しなおすこと。
期末試験
【テキスト】
なし
【参考書・参考資料等】
必要に応じて配布する。
【成績評価の方法等】
期末試験（80%），小テスト（20%）で評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
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BD19-201130-C
区

分

専門応用科目－情報技術総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

神垣 太持

オブジェクト指向入門

授業形態

Primer of Object-oriented Programming

単独

2 年次 後期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
プログラミングに関する技法としてのオブジェクト指向について、クラス化・継承・カプセル化・ポリモーフィズ
ムの各要素について、その必要性、有効性を理解しながら学ぶ。また、プログラミングだけではなく、様々なシステ
ムのデザインにもオブジェクト指向的考え方が適用できることを学ぶ。
【授業の到達目標】
オブジェクト指向に関する基礎を習得し、それらをプログラムの設計に生かすことができる。
【授業の概要】
プログラミングに関する技法としてのオブジェクト指向について、クラス化・継承・カプセル化・ポリモーフィズ
ムの各要素について、講義で習ったことを実習で確認するといった形態ですすめる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オブジェクト指向について概論
〇事前学修 シラバスの内容をよく読み、理解しておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ２回 オブジェクトの正体
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ３回 クラスとは
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ４回 クラスの設計
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ５回 クラスの実装
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 制作したプログラムの内容が漏れなく理解できているか確認しておくこと。
第 ６回 継承とは
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ７回 継承を用いたプログラム設計
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ８回 継承の実装
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 制作したプログラムの内容が漏れなく理解できているか確認しておくこと。
第 ９回 カプセル化とは
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 １０回 カプセル化を用いたプログラム設計
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
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第 １１回 カプセル化のプログラム実装
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 制作したプログラムの内容が漏れなく理解できているか確認しておくこと。
第 １２回 ポリモーフィズムとは
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 １３回 ポリモーフィズムを用いたプログラム設計
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 １４回 ポリモーフィズムのプログラム実装
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 制作したプログラムの内容が漏れなく理解できているか確認しておくこと。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 本講義全体を通しての不明点、質問したい事項等をまとめておくこと。
〇事後学修 本講義全体を通して学修したことを振り返ってまとめておくこと。
期末試験
【テキスト】
「Javaのオブジェクト指向がゼッタイわかる本」, 立山秀利, 秀和システム
もしくは開講時に最新のテキストを指定する。
【参考書・参考資料等】
開講時に最新の資料を指定する。もしくは、プリントを配布する。
【成績評価の方法等】
期末試験(80%)、実習時の授業への取り組み(20%)で総合的に評価する。
【履修要件等】
「プログラミング入門」と「データ構造とアルゴリズム」を履修していることが望ましい。
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評価が「合」

BD19-201140-D
区

分

専門応用科目－情報技術総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 前期

担当教員

鵜根 弘行

プログラミング応用

授業形態

Advanced Programming

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
C++を使ったゲーム制作を通じて，ソフトウェア開発の現場で必要とされるソフトウェア設計技術について学修する
ことを目的とする。
【授業の到達目標】
C++による開発環境の整備，規模の大きいソフトウェアの設計に必要な設計，実装技法について学修し，それらの知
識を元にシューティングゲームプログラムの制作ができるようになることを目標とする。
【授業の概要】
C++によるプログラミングを通じ，サンプルプログラムに使われているプログラムの設計に必要な技術，特にオブジ
ェクト指向プログラミングに関する解説を行う。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
【授業計画と準備学修】
第 １回 C++による開発環境に関する概説
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 説明した Visual Studio の使用方法を繰り返して確認すること。
第 ２回 C++の特徴
〇事前学修 Java と C++の共通点と差異を調べること。
〇事後学修 C++の変数がメモリにどのように配置されるか，講義内容を確認すること。
第 ３回 コマンドプロンプトで動くゲームの作成
〇事前学修 大域変数と局所変数の違いについて調べること。
〇事後学修 C++の２次元配列がメモリにどのように配置されるか，講義内容を確認すること。
第 ４回 プログラムのモジュール化とオブジェクト指向プログラミング
〇事前学修 関数やオブジェクトを用いる利点について調べること。
〇事後学修 表示するキャラクターを増やし，プログラムの読みやすさの違いを確認すること。
第 ５回 分割コンパイル
〇事前学修 ヘッダファイルの役割について調べること。
〇事後学修 敵の種類を増やし，プログラムの修正しやすさの変化を確認すること。
第 ６回 グラフィカルなゲームの制作
〇事前学修 DxLib というライブラリについて調べること。
〇事後学修 講義中に説明した DxLib の関数を，サンプルプログラムを元に確認すること。
第 ７回 衝突判定処理
〇事前学修 論理積，論理和，否定の３つの演算子について調べること。
〇事後学修 円と矩形を基礎とした衝突判定の違いを，サンプルプログラムを元に確認すること。
第 ８回 継承と多態性に基づくオブジェクトの操作の一般化
〇事前学修 ポインタと仮想関数について調べること。
〇事後学修 オブジェクトの操作を一般化する利点を，サンプルプログラムを元に確認すること。
第 ９回 シングルトンパターンによるファクトリオブジェクトの作成
〇事前学修 シングルトンパターンについて調べること。
〇事後学修 シングルトンパターンで作ったオブジェクトの後始末の必要性を確認すること。
第 １０回 複合オブジェクトの設計に関連するデザインパターン
〇事前学修 Composite パターンについて調べること。
〇事後学修 Composite パターンを厳密に適用すべきでない状況について考察せよ。
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第 １１回 順序機械に基づくオブジェクトの制御
〇事前学修 列挙型について調べること。
〇事後学修 Adapter パターンを利用したときの，ソースの読みやすさの変化を確認せよ。
第 １２回 ステージ管理オブジェクトの設計
〇事前学修 順序機械の手法をステージ管理オブジェクトの設計に活かす方法について考察せよ。
〇事後学修 ステージを増やすために加えた，ソースコードの変更箇所について確認せよ。
第 １３回 物理的な動きの設計（加速度，回転運動，反射）
〇事前学修 速度と加速度について調べよ。
〇事後学修 サンプルプログラムを書き換え，様々な動きをするキャラクターを作成せよ。
第 １４回 複雑な形状の衝突判定処理
〇事前学修 「コールバック」と呼ばれる仕組みについて調べよ。
〇事後学修 オブジェクトの一般化が衝突判定処理にどのように役立っているか考察せよ。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 今までの授業内容を確認すること。
〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。

【テキスト】
講義中に資料を配布する。
【参考書・参考資料等】
必要に応じて随時配布する。
【成績評価の方法等】
最終課題（80%），レポート提出（20%）で評価する。
【履修要件等】
オブジェクト指向入門（2年生後期）を受講していることを強く希望する。
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評価が「合」

BD19-201150-D
区

分

専門応用科目－情報技術総合科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 後期

担当教員

神垣 太持

ネットワークプログラミング

授業形態

Network Programming

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
人だけでなくモノもインターネットにつながるIoT(Internet of Things)時代において、ネットワークでつながるし
くみを理解することが重要となってくる。本授業では、ネットワークに接続するコンピュータやデバイスのプログラ
ミング技法について習得し、インターネットサービスを提供するシステムやIoTデバイスの開発ができる技術者を育成
する。
【授業の到達目標】
インターネットでの情報のやりとりのしくみを理解し、プログラミングによる具体的なシステムの開発ができる。
【授業の概要】
インターネットでの情報のやりとりのしくみを理解し、具体的な制御をプログラミングによって実現させる様々な
手法について学ぶ。
【授業計画と準備学修】
第 １回 インターネットがつながるしくみ(1)
〇事前学修 シラバスの内容をよく読み、理解しておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ２回 インターネットがつながるしくみ(2)
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ３回 IP アドレスとポート番号(1)
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ４回 IP アドレスとポート番号(2)
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ５回 ソケット、TCP、UDP(1)
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ６回 ソケット、TCP、UDP(2)
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ７回 ソケットプログラミングによる通信(1)
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 実習で行ったことを、自分自身で再現してみること。
第 ８回 ソケットプログラミングによる通信(2)
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 実習で行ったことを、自分自身で再現してみること。
第 ９回 Web でのデータ通信(1)
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 実習で行ったことを、自分自身で再現してみること。
第 １０回 Web でのデータ通信(2)
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
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〇事後学修 実習で行ったことを、自分自身で再現してみること。
第 １１回 IoT とは？(1)
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 １２回 IoT とは？(2)
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 １３回 IoT デバイスプログラミング(1)
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 実習で行ったことを、自分自身で再現してみること。
第 １４回 IoT デバイスプログラミング(2)
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 実習で行ったことを、自分自身で再現してみること。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 本講義全体を通しての不明点、質問したい事項等をまとめておくこと。
〇事後学修 本講義全体を通して学修したことを振り返ってまとめておくこと。
期末試験
【テキスト】
開講時に最新のテキストを指定する。
【参考書・参考資料等】
開講時に最新の参考書を提示する。
【成績評価の方法等】
期末試験(80%)、実習時の授業への取り組み(20%)で総合的に評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
プログラミング系の授業ならびに「ネットワーク入門」と「ネットワーク構成論」を履修していることが望ましい。
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BD19-202010-A
区

分

専門応用科目－インターネット
システム科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

遠藤 麻里

インターネット概論

授業形態

Introduction to the Internet

単独

必選別

必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
社会の基盤となりつつあるインターネットを対象に、関連する技術や活用方法・表現方法を理解し、インターネッ
トに関する基礎的な知識を理解することを目的とする。
【授業の到達目標】
適切にインターネットサービスを利用することができる。
基本的なインターネットセキュリティ対策の説明ができる。
インターネットに関する基礎的な用語を理解し、説明することができる。
【授業の概要】
コンピュータの仕組み、インターネットの歴史、通信の仕組み、セキュリティ、インターネット上でのデザイン・
アート表現といったインターネットに関する基礎的な事項について、講義形式で授業を行う。また、講義内容により
、簡単な実習を行う回もある。講義の最後に、その回の講義内容から各自が簡単な小テスト問題を作成し、次の回で
、それらの問題より選んだ小テストを実施する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 コンピュータとインターネットの歴史 1（コンピュータ誕生と仕組み）
〇事前学修
〇事後学修 配布テキストを再度確認しておくこと
第 ３回 コンピュータとインターネットの歴史 2（インターネット、www、ネットワーク）
〇事前学修 前回の配布テキストを再確認し、小テストに備えること
〇事後学修 配布テキストを再度確認しておくこと
第 ４回 インターネットの基礎技術 1（通信の仕組み）
〇事前学修 前回の配布テキストを再確認し、小テストに備えること
〇事後学修 配布テキストを再度確認しておくこと
第 ５回 インターネットの基礎技術 2（ブラウザと電子メール）
〇事前学修 前回の配布テキストを再確認し、小テストに備えること
〇事後学修 配布テキストを再度確認しておくこと
第 ６回 インターネットプロトコル
〇事前学修 前回の配布テキストを再確認し、小テストに備えること
〇事後学修 配布テキストを再度確認しておくこと
第 ７回 ネットワークセキュリティ
〇事前学修 前回の配布テキストを再確認し、小テストに備えること
〇事後学修 配布テキストを再度確認しておくこと
第 ８回 インターネットのリスクとモラル（ウィルス）
〇事前学修 前回の配布テキストを再確認し、小テストに備えること
〇事後学修 配布テキストを再度確認しておくこと
第 ９回 インターネットのリスクとモラル（著作権）
〇事前学修 前回の配布テキストを再確認し、小テストに備えること
〇事後学修 配布テキストを再度確認しておくこと
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第 １０回 インターネットビジネス
〇事前学修 前回の配布テキストを再確認し、小テストに備えること
〇事後学修 配布テキストを再度確認しておくこと
第 １１回 インターネットとデザインとアート
〇事前学修 前回の配布テキストを再確認し、小テストに備えること
〇事後学修 配布テキストを再度確認しておくこと
第 １２回 HTML 実習１
〇事前学修
〇事後学修 講義時間内に実習課題が終わらない場合は、終えておくこと
第 １３回 HTML 実習２
〇事前学修
〇事後学修 講義時間内に実習課題が終わらない場合は、終えておくこと
第 １４回 全体のまとめと試験対策１
〇事前学修 第 2 回から第 11 回までの資料を読み直しておくこと
〇事後学修 試験対策内容を復習すること
第 １５回 試験対策２
〇事前学修
〇事後学修 試験対策問題を復習すること
期末試験
【テキスト】
授業ごとにPDFファイル形式で配布する
【参考書・参考資料等】
入門マルチメディア ITで変わるライフスタイル, CG-ART協会
【成績評価の方法等】
小テスト・課題・授業態度（40%）期末テスト（60%）
【履修要件等】
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評価が「合」

BD19-202020-C
区

分

専門応用科目－インターネット
システム科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

池坊 繁屋

ネットワーク入門

授業形態

Introduction to Networking

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
インターネットとはどのような仕組みによって提供されているインフラストラクチャであるのかを学ぶ。
主に階層モデル（OSI・TCT/IPモデル）を基礎としたネットワークの基礎概念を学ぶ。
【授業の到達目標】
ネットワークの基礎を修得し、さらにその基礎知識による応用力を身につける。
ネットワークの仕組みについて知り、説明できるようになる。
【授業の概要】
コンピュータネットワークの基礎知識について、OSI基本参照モデルとTCP/IPモデルを中心に解説していく。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ネットワーク基礎知識
〇事前学修 授業内容をよく理解しておくこと、不明点は質問すること。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ２回 ネットワークプロトコル
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ３回 OSI 基礎知識
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ４回 TCP/IP 基礎知識
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ５回 物理層
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ６回 データリンク層
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ７回 ネットワーク層 ： IPv4 アドレス
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ８回 ネットワーク層 ： IP ネットワークのサブネット化
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ９回 前半のまとめと中間試験
〇事前学修 前半の授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 前半の授業範囲を整理し、専門用語の意味や内容を理解すること（1 時間）
第 １０回 ネットワーク層 ： IPv6 アドレス
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 １１回 ルーティングプロトコル
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
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〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 １２回 ドメインと DNS
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 １３回 アプリケーション層
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 １４回 ネットワーク設定・管理、将来展望
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 １５回 まとめ
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 授業範囲を整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）

【テキスト】
当日資料配布。
【参考書・参考資料等】
・基本情報技術者 合格教本（角谷、技術評論社）
・ネットワークスペシャリスト 合格教本（岡嶋、技術評論社）
【成績評価の方法等】
課題(30%)、小テスト(50%)、平常点(20%)で評価する。
【履修要件等】
1年前期「情報概論」を受講していることが望ましい。
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BD19-202030-B
区

分

専門応用科目－インターネット
システム科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

趙 領逸

Webデザイン概論

授業形態

Introduction to Web Design Basics

単独

2 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
Web制作のフローの理解とサイト構築にあたり、Webサイト・アーキテクトを持った企画・設計・制作を実務レベルで
実施できる能力を養う。また、Webデザイナー検定（CG-ARTS協会）ベーシックに対応し、ベーシックの合格レベルの
知識習得を目指す。
【授業の到達目標】
・Webデザインにおける各種基礎技術を学ぶ。
・Webデザインに関連する各種法規の理解をする。
・Webユーザビリティ&アクセシビリティを理解する。
【授業の概要】
主にWebデザイナー検定ベーシックに対応している書籍「入門Webデザイン（CG-ARTS協会）」を用いて、Webサイト構
築に関する基本的なwebデザイン方法を習得し、Webデザイナー検定試験に対応できる知識を修得する。事前・事後学
修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
授業では、演習を行うことで理解を深める内容を計画している。
・Webデザインに必要な基礎理論を学ぶ。
・毎時間、進捗状況を提出する。
・資料はネット上に載せてあるため、自主学修をすることができる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 Web デザイン制作基礎１／情報の分類・ 組織化・構造化
〇事前学修 情報の分類・ 組織化・構造化について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ３回 Web デザイン制作基礎２／アクセスルート・ナビゲーション
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ４回 表現の基礎 1／観察と表現,色と形
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ５回 表現の基礎 2／グラフィックとタイポグラフィ
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ６回 表現の基礎 3／レイアウト・アクセシビリティ・ ユーザーセンタードデザイン
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ７回 表現の基礎 4／ピクトグラム・配信
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ８回 Web デザイン 1／プロパティ・ 継承・子要素・ 親要素
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
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第 ９回 Web デザイン 2／表組み・順不同リスト・順序リスト・定義リスト
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １０回 Web デザイン 3／サブミットコントロール・テキストエリアコントロール
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １１回 Web デザイン 4／CSS の応用
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １２回 クライアントサーバー方式・ピアツーピア方式・IP アドレス
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １３回 技術の基礎 2／セキュリティ・暗号化
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １４回 知的財産権 1／著作権・産業財産権
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １５回 知的財産権２／保護期間・著作権侵害
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。

【テキスト】
入門Webデザイン（CG-ARTS協会）及び適宜プリント及びPDFデータを配布する。
【参考書・参考資料等】
必要に応じて指示。また、参考になる書籍は随時紹介していく。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
授業中の小テスト、課題レポート提出（80％）、積極的な授業への取り組み（20％）で総合
的に評価する。
【履修要件等】
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BD19-202040-B
区

分

専門応用科目－インターネット
システム科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 後期

担当教員

趙 領逸

Webデザイン表現

授業形態

Web Design Expression

単独

必選別

選択

単位数

【授業の目的】

【授業の到達目標】

【授業の概要】
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 プロジェクト・マネージメント
〇事前学修 Web プロジェクト・マネージメントについて調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ３回 Web サイト制作のプロセスとサイトマップ
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ４回 HTML 基礎・文書の作成
〇事前学修 HTML について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ５回 CSS 文書装飾の基本
〇事前学修 CSS について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ６回 CSS レイアウトの基本
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ７回 Web 制作のための設計と応用
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ８回 Web 情報アーキテクト・デザイン（１）理論
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ９回 Web 情報アーキテクト・デザイン（２）実践
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １０回 Web ユーザビリティ
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １１回 Web アクセシビリティ
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
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2 単位

〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １２回 デジタル・カラーマネージメント
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １３回 各自の作品編集
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １４回 各自の作品とグループ単位のまとめの編集
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １５回 プレゼンテーション及び講評会
〇事前学修 作品を完成させておくこと。
〇事後学修 講評などを踏まえ、作品について評価すること。

【テキスト】
PDFデータ及びWebデザインの制作サンプルソースを配布する。
【参考書・参考資料等】
必要に応じて指示。また、参考になる書籍は随時紹介していく。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
授業中の課題及び最終発表（80％）、積極的な授業への取り組み（20％）で総合的に評価す
る。
【履修要件等】
Webデザイン概論を履修していることが望ましい。
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分
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ネットワーク構成論

授業形態

Topics of Network Architecture

単独

2 年次 後期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
自宅，あるいは職場のネットワーク環境を構築するために必要な知識を学修する。特に，ネットワークを安定動作
させるための機器の適切な設定や，セキュリティを確保するための対処ができるようになることを目標とする。
【授業の到達目標】
自宅や職場のネットワークを構築するための機器や回線の特性について理解することを目標とする。これに加えて
，ネットワークの経路やセキュリティに関する設定ができるようになることも目指す。
【授業の概要】
本授業では，基礎知識であるTCP/IPによる通信方式の他，無線ネットワークを含めたネットワークの構成や動作，
ならびにネットワークを利用する上での問題点について学修する。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
【授業計画と準備学修】
第 １回 近年のネットワークが抱える問題
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 授業で説明したキーワードについて調べること。
第 ２回 TCP/IP の動作 1（OSI レイヤとの対応，ならびに機器の分類）
〇事前学修 TCP/IP の特徴について調べておくこと。
〇事後学修 機器が採用している通信方式の違いについて講義内容を整理しておくこと。
第 ３回 TCP/IP の動作 2（ルーティング・フォワーディング）
〇事前学修 ルータの動作について調べること。
〇事後学修 ルーティングテーブルの作り方や経路発見の手順について講義内容を整理すること。
第 ４回 TCP/IP の動作 3（3Way ハンドシェイク，輻輳制御）
〇事前学修 TCP の特徴について調べること。
〇事後学修 TCP による輻輳制御の原理について整理すること。
第 ５回 ネットワークの設計 1（フロアプランとネットワークの構成単位）
〇事前学修 LAN を構成する機器について調べること。
〇事後学修 ネットワークの規模に応じた機器の接続方法について整理すること。
第 ６回 ネットワークの設計 2（ファイアウォール，接続トポロジ）
〇事前学修 ファイアウォールについて調べること。
〇事後学修 講義中に説明したファイアウォールの設定について整理すること。
第 ７回 ネットワークの設計 3（サーバの配置，および設定）
〇事前学修 基幹ネットワークが持つべき特徴について調べること。
〇事後学修 講義中に説明したネットワーク構築法について整理すること。
第 ８回 ネットワークの設計 4（VPN）
〇事前学修 VPN について調べること。
〇事後学修 VPN を運用する上で注意すべき点について，講義内容を整理すること。
第 ９回 通信セキュリティ 1（IPSec, SSH,SSL）
〇事前学修 IPSec, SSH, SSL について調べること。
〇事後学修 IPSec, SSH, SSL の用途について整理すること。
第 １０回 通信セキュリティ 2（秘匿通信の設定）
〇事前学修 SSH のトンネリングについて調べること。
〇事後学修 ネットワークアプリケーションの秘匿通信について，講義内容を整理すること。
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第 １１回 通信品質の保証
〇事前学修 IntServ, DiffServ について調べること。
〇事後学修 IntServ, DiffServ の用途について整理すること。
第 １２回 ネットワークの運用 1（監視ツール）
〇事前学修 Wireshark と SNMP について調べること。
〇事後学修 ネットワークの動作を監視する方法について，講義で説明した内容を整理すること。
第 １３回 ネットワークの運用 2（流量制限）
〇事前学修 トラフィックシェーピングについて調べておくこと。
〇事後学修 流量制限を行う方法について，講義内容を整理すること。
第 １４回 ネットワークの運用 3（攻撃に対する対処）
〇事前学修 ソフトウェアの脆弱性というキーワードについて調べておくこと。
〇事後学修 システムを安全に保つ方針について，講義内容を整理すること。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 講義中に解説した内容について振り返っておくこと。
〇事後学修 講義中の振り返りを元に，理解が不足している内容を確認しなおすこと。
期末試験
【テキスト】
なし
【参考書・参考資料等】
コンピュータネットワーク 第4版（A. タネンバウム，日経BP社）
3分間ネットワーク基礎講座（網野衛二，技術評論社）
【成績評価の方法等】
期末試験（80%），小テスト（20%）で評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
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BD19-202060-A
区

分

専門応用科目－インターネットシ
ステム科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 前期

担当教員

遠藤 麻里

Webシステム入門

授業形態

Primer of Web System

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
Webシステムの基礎をAPM(Apache+PHP+Mysql) によって学習し、Web関連の仕事現場で活用できる力を身に付ける。
【授業の到達目標】
PHPの基礎的な活用方法が理解できる。
APMについて説明できる。
PHPやデータベースを活用したウェブサイト構築方法が理解できる。
【授業の概要】
インターネットを通じて利用できるウェブサイトやショッピングやゲームなどの様々なサービスは、Webアプリケー
ションを利用したWebシステムで実現されている。本講義では、Webシステムの基礎をHTMLからはじめ、Apache、PHP、
MySQLなどを用いて学ぶ。授業は説明と実習を交互に繰り返し進め、数回のプログラミング課題の提出を行う。最終的
には。各自がAPMを用いた簡易なWebシステムを構築する。授業の事前準備として、前回までの講義内容を再確認して
おくこと。また、時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくことが必要である。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 HTML 基礎
〇事前学修 HTML とは何か、復習しておくこと
〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと
第 ３回 web アプリケーションが動作する仕組み①（データベースの基礎）
〇事前学修
〇事後学修
第 ４回 web アプリケーションが動作する仕組み②（PHP の基礎）
〇事前学修
〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと
第 ５回 PHP プログラミングの基礎
〇事前学修
〇事後学修
第 ６回 APM(Apache+PHP+Mysql)の理解
〇事前学修
〇事後学修
第 ７回 APM を用いた Web サイト構築の基礎
〇事前学修
〇事後学修
第 ８回 PHP プログラミングの応用
〇事前学修
〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと
第 ９回 APM の応用（サイト構築及びテスト）
〇事前学修
〇事後学修
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第 １０回 総合演習①（データベースの構築）
〇事前学修
〇事後学修
第 １１回 総合演習②（データベースの遠隔操作
〇事前学修
〇事後学修
第 １２回 総合演習③（APM Web システムの開発１）
〇事前学修
〇事後学修
第 １３回 総合演習④（APM Web システムの開発２）
〇事前学修
〇事後学修
第 １４回 総合演習⑤（APM Web システムの開発３）
〇事前学修
〇事後学修 最終課題を終えること
第 １５回 最終課題の発表と講評
〇事前学修
〇事後学修

【テキスト】
授業ごとにPDFファイル形式で配布する
【参考書・参考資料等】

【成績評価の方法等】
課題・授業態度（40%）最終課題（60%）

評価が「合」

【履修要件等】
HTMLやプログラミングの基礎知識があることが望ましい
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BD19-202070-C
区

分

専門応用科目－インターネットシ
ステム科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 後期

担当教員

趙 領逸

Webサイトデザイン

授業形態

Website Design

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
近年のWebデザインでは様々な端末に対応できるサイト制作を行なうことが一般的となっている。Webサイトのモバイ
ル対応の基本、つまりレスポンシブWebデザインを中心に解説していく。Webデザイナー、ディレクターは勿論、Webプ
ロデューサーとしてWebサイトを制作する上で技術を全般的に理解することを目的としている。
【授業の到達目標】
・Web制作のフローの理解とそのマネージメント方法を実務レベルで実施できる能力を養う。
・Webサイト構築にあたり、Webサイト・アーキテクトを持った企画・設計・制作ができる能力を養う。
・Webの各種技術、そのビジネスとしての実践方法の理解と実務レベルで提案ができる能力を養う。
・Webに関連する各種法規の理解と実務レベルでの問題対応できる能力を養う。
・Webユーザビリティ&アクセシビリティの実践的解決できる能力を養う。
【授業の概要】
主にAdobe Dreamweaver（webサイト構築ソフト）、Adobe Photoshop（画像編集ソフト）FTP（サーバー転送用ソフト
）を使い、Webユーザビリティ&アクセシビリティ方法を考慮したレスポンシブWebサイトの制作を行う。またFTPを通
してサーバーにアップロードする。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
授業では、演習を行うことで理解を深める内容を計画している。
・Webサイト構築ソフトウェア、サーバー転送用ソフトウェアの操作を行う。
・オリジナル編集、完成までの映像制作に必要な一連のプロセスを体験する。
・毎時間、進捗状況を提出する。最終課題にはプレゼンテーション及び講評を行う。
・資料はネット上に載せてあるため、自主学修をすることができる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 制作ツールの基本
〇事前学修 Dreamweaver の操作方法について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ３回 企画・HTML コーディングの理解と応用
〇事前学修 Web 企画について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ４回 設計 ・アクセシビリティ
〇事前学修 アクセシビリティについて調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ５回 制作 ・ユーザビリティ
〇事前学修 ユーザビリティについて調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 ６回 運用 ・CSS によるレイアウトデザイン
〇事前学修 CSS レイアウトについて調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
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第 ７回 CSS 技法の応用
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 ８回 レスポンシブ デザインの理解と応用１：ターゲット端末の設定
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 ９回 レスポンシブ デザインの理解と応用２：複数レイアウトに指定
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 １０回 FTP と Web サーバーの理解
〇事前学修 FTP の種類について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 １１回 FTP を用いてファイルのアップロードとデバック
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 １２回 デバックとメンテナンス計画
〇事前学修 VR 映像について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 １３回 各自の作品編集：企画及びレイアウトデザイン
〇事前学修 スケジュールに合わせて作画を進めておくこと。
〇事後学修 スケジュールに合わせて作画を進めること。
第 １４回 各自の作品編集：デザイン及び HTML コーディング
〇事前学修 スケジュールに合わせて作画を進めておくこと。
〇事後学修 コーディングを完了させること。（次回提出）
第 １５回 プレゼンテーション及び講評会
〇事前学修 作品を完成させておくこと。
〇事後学修 講評などを踏まえ、作品について評価すること。

【テキスト】
PDFデータ及びWebデザインの制作サンプルソースを配布する。
【参考書・参考資料等】
必要に応じて指示。また、参考になる書籍は随時紹介していく。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
授業中の課題及び最終発表（80％）、積極的な授業への取り組み（20％）で総合的に評価す
る。
【履修要件等】
Webデザイン概論、Webデザイン表現を履修していることが望ましい。
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BD19-202080-C
区

分

専門応用科目－インターネットシ
ステム科目

授業科目
英

訳

配当年次

4 年次 前期

担当教員

池坊 繁屋

ネットワークセキュリティ

授業形態

Network Security

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
情報の収集や活用を安全に行うため、情報セキュリティが必要であることを理解するとともに、情報セキュリティ
に対する脅威と脆弱性にはどのようなものがあるのかを理解する。
【授業の到達目標】
ネットワークセキュリティの基礎を修得し、さらにその基礎知識による応用力を身につける。
ネットワークセキュリティ対策について知り、説明できるようになる。
【授業の概要】
ネットワークセキュリティの基本知識と技術について学ぶ。また、セキュリティ管理・対策に関する基本的な考え
方を理解し、セキュリティを維持するために必要な認証、アクセス制御、暗号などの技術の役割を理解する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 セキュリティの基本概念
〇事前学修 授業内容をよく理解しておくこと、不明点は質問すること。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ２回 TCP/IP の仕組み
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ３回 情報資産
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ４回 脅威と脆弱性
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ５回 リスクマネジメント
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ６回 セキュリティマネジメント
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ７回 個人情報保護
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ８回 課題プレゼンテーション（発表）
〇事前学修 発表の準備をしておく。（1 時間）
〇事後学修 発表内容を整理し、その意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 ９回 人的セキュリティ対策の種類
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 １０回 技術的セキュリティ対策の種類
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
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第 １１回 物理的セキュリティ対策の種類
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 １２回 暗号技術
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 １３回 セキュリティの実装技術
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 １４回 国際標準・法律
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 配付プリントを整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）
第 １５回 まとめ
〇事前学修 授業範囲を予習し、専門用語の意味を理解しておく。（1 時間）
〇事後学修 授業範囲を整理し、専門用語の意味や内容を理解すること。（1 時間）

【テキスト】
当日資料配布。
【参考書・参考資料等】
・基本情報技術者 合格教本（角谷、技術評論社）
・情報処理安全確保支援士 合格教本（岡嶋、技術評論社）
【成績評価の方法等】
課題(50%)、小テスト(30%)、平常点(20%)で評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
1年前期「情報概論」、1年後期「ネットワーク入門」、2年前期「オペレーティングシステム」、3年後期「ネットワ
ークプログラミング」を受講していることが望ましい。

58

BD19-203010-A
区

分

専門応用科目－コミュニケーショ
ンデザイン科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

岡川 卓詩

デザインリテラシー

授業形態

Design literacy

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
情報デザインでは領域を横断し、柔軟な発想力での視覚表現や新たな表現手法の開拓などを求められる。今後、デ
ザイナーやクリエイターに必要とされる様々な領域に活用できる基礎力やものづくりの思考性を身に付け、アイデア
やイメージを表現できることを目的とする。
【授業の到達目標】
ものづくり」の本質と多様性を理解することができるようになる。制作に必要な知識や理論、観察力、分析力を養
うことで客観的な視点を獲得することができる。また柔軟な発想法や表現方法を学ぶことで、従来の方法に捉われず
幅広い表現ができることを目標とする。
【授業の概要】
デザインの実践的なプロセスである「共感」、「課題定義」、「アイデア」、「制作」について体験するための基
礎演習を行う。また実際に手を動かしながらデザインに必要な造形要素である形、色、構成、質などの基礎造形の知
識や技術も習得する。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
授業では、演習を行うことで理解を深める内容を計画している。
・Adobe Photoshop、Adobe Illustratorなどのグラフィック系ソフトウェアの操作を行う。
・ディスカッション、グループワークなどデザインに必要な一連のプロセスを体験する。
・毎時間、成果物のプレゼンテーション及び講評を行う。
・資料はネット上に載せてあるため、自主学修をすることができる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 音を視覚化する
〇事前学修 道具について調べておくこと。
〇事後学修 視覚伝達について復習すること。
第 ３回 絵で自己紹介（1）「アイデアスケッチ」
〇事前学修 自己紹介をまとめておくこと。
〇事後学修 ラフスケッチを完成させること。
第 ４回 絵で自己紹介（2）「本制作」（課題提出）
〇事前学修 ラフスケッチを完成させておくこと。
〇事後学修 プレゼンテーション及び講評などを踏まえ、追加・修正すること。
第 ５回 好きなもの、ことについて考える（課題提出）
〇事前学修 興味のあることを調べておくこと。
〇事後学修 プレゼンテーション及び講評などを踏まえ、追加・修正すること。
第 ６回 アイデアの発想法（課題提出）
〇事前学修 発想法について調べておくこと。
〇事後学修 プレゼンテーション及び講評などを踏まえ、追加・修正すること。
第 ７回 アイデアをつなげる（課題提出）
〇事前学修 欲しいものについて調べておくこと。
〇事後学修 プレゼンテーション及び講評などを踏まえ、追加・修正すること。
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第 ８回 デザイナーの考察（1）「デザイナーの仕事 ドキュメンタリー映像」
〇事前学修 デザイナーについて調べておくこと。
〇事後学修 レポートにまとめること。（次回提出）
第 ９回 テクスチャを探す（課題提出）
〇事前学修 手触りや見た目が好きな私物を準備すること。
〇事後学修 プレゼンテーション及び講評などを踏まえ、追加・修正すること。
第 １０回 色で伝える（課題提出）
〇事前学修 気になる色の組み合わせを調べておくこと。
〇事後学修 プレゼンテーション及び講評などを踏まえ、追加・修正すること。
第 １１回 点線面の構成（1）「アイデアスケッチ」
〇事前学修 形について調べておくこと。
〇事後学修 アイデアスケッチを完成させること。
第 １２回 点線面の構成（2）「本制作」（課題提出）
〇事前学修 アイデアスケッチを完成させておくこと。
〇事後学修 プレゼンテーション及び講評などを踏まえ、追加・修正すること。
第 １３回 デザイナーの考察（2）「デザイナーの仕事 ドキュメンタリー映像」
〇事前学修 デザイナーについて調べておくこと。
〇事後学修 レポートにまとめること。（次回提出）
第 １４回 タイポグラフィ（1）「アイデアスケッチ」
〇事前学修 文字について調べておくこと。
〇事後学修 アイデアスケッチを完成させること。（次回提出）
第 １５回 タイポグラフィ（2）「本制作」（課題提出）
〇事前学修 アイデアスケッチを完成させておくこと。
〇事後学修 講評などを踏まえ、作品について評価すること。

【テキスト】
適宜プリントやデータを配布する。
【参考書・参考資料等】
必要に応じて指示。また、参考になる書籍や映像、WEBサイトなどは随時紹介していく。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
授業中の課題及び最終発表（80％）、積極的な授業への取り組み（20％）で総合的に評価す
る。
【履修要件等】
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BD19-203020-B
区

分

専門応用科目－コミュニケーショ
ン科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

井堰 絵里佳

デザイン論

授業形態

Design Theory

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
デザインは生活と密着している。社会におけるデザインについて、事例を見ながら考え、現状の問題点について探
り、社会におけるデザインの役割を理解する。
【授業の到達目標】
デザインの諸分野における現状を理解し、基礎を学ぶことによって、自分らしいデザインを選びとる力を身につけ
ることを目標とする。
【授業の概要】
視聴覚教材を多用し、多くの事例を見ながら講義形式で行う。デザインの歴史について学習する。次に、日常生活
におけるデザインについて、具体的な事例を参考にしながら学び、デザインの諸分野における現状を理解する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーションと導入
〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「授業の到達目標」「授業の概要」を読んでおく。
〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 デザインの歴史
〇事前学修 「バウハウス」について調査しておく。
〇事後学修 デザインの歴史についてまとめておくこと。
第 ３回 情報とデザイン
〇事前学修 「インフォグラフィック」について調査しておく。
〇事後学修 授業内で理解不足だったところを確認すること。
第 ４回 広告
〇事前学修 参考書 pp.106-115 広告に関連する箇所を読んでおく。
〇事後学修 広告賞を受賞した広告をインターネットで閲覧しておくこと。
第 ５回 グラフィックデザイン
〇事前学修 参考書 pp.36-65 グラフィックデザインに関連する箇所を読んでおく。
〇事後学修 グラフィックデザインの受賞作品をインターネットで閲覧しておくこと。
第 ６回 事例調査 1
〇事前学修 グッドデザインを受賞した作品を閲覧しておく。
〇事後学修 授業内で理解不足だったところを確認すること。
第 ７回 事例調査 2
〇事前学修 グッドデザインを受賞した作品を閲覧しておく。
〇事後学修 今までの事後学習を整理し、レポートとしてまとめておくこと。
第 ８回 プレゼンテーションと講評
〇事前学修 プレゼンテーションの練習をしておく。
〇事後学修 講評の結果を吟味し、レポートを修正すること。
第 ９回 タイポグラフィ
〇事前学修 参考書 pp.128-136 書体に関連する箇所を読んでおく。
〇事後学修 書体についてまとめておくこと。
第 １０回 パッケージデザイン
〇事前学修 参考書 pp.164-169 パッケージデザインに関連する箇所を読んでおく。
〇事後学修 パッケージデザインの受賞作品をインターネットなどで閲覧しておくこと。
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第 １１回 Web デザイン
〇事前学修 参考書 pp.72-77Web デザインに関連する箇所を読んでおく。
〇事後学修 Web グランプリの受賞作品をインターネットなどで閲覧しておくこと。
第 １２回 環境デザイン
〇事前学修 参考書 pp.4-5，186-189 環境デザインに関連する箇所を読んでおく。
〇事後学修 授業内で理解不足だったところを確認すること。
第 １３回 建築とインテリアデザイン
〇事前学修 参考書 pp.194-197，212-210 関連する箇所を読んでおく。
〇事後学修 授業内で理解不足だったところを確認すること。
第 １４回 ユニバーサルデザイン
〇事前学修 参考書 pp.21，168-172 関連する箇所を読んでおく。
〇事後学修 今までの事後学習を整理し、まとめておくこと。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 今まで調べた用語を整理し、まとめておく。
〇事後学修 授業内で理解不足だったところを確認すること。

【テキスト】
担当者が作成した教材をスクリーンに表示する。
【参考書・参考資料等】
現代デザイン事典（出版社）平凡社
参考になる事例や書籍、Webサイトなどを紹介する。
【成績評価の方法等】
課題（40%）、プレゼンテーション（40%）、授業への取り組み（20％）で評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BD19-203030-A
区

分

専門応用科目－コミュニケーショ
ンデザイン科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 前期

担当教員

遠藤 麻里

アプリデザイン実習

授業形態

Application Design

単独

必選別

選択

単位数

1 単位

【授業の目的】
スマートフォンやタブレット上で動作するアプリケーションについて，開発環境や動作するための仕組みを学び，
アプリケーションを開発するための基礎知識を身につけることを目的とする．
【授業の到達目標】
スマートフォンやタブレットで動作するアプリケーションの仕組みを理解できる．
簡単なアプリケーションを開発することができる．
【授業の概要】
アプリケーション開発のための基礎知識，機種による違いを紹介した後，アプリケーションの開発実習を行う．ま
た，開発したアプリケーションについてプレゼンテーションを行う．アプリケーション開発には、HTML及び
Javascriptを理解できるプログラミングの基礎知識が必要となる。事前学習として、前回の授業内容をよく理解して
おくこと。また、授業時間内にプログラムが完成しなかった場合は，次回までに完成させてくること。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 アプリケーションが動作する仕組み
〇事前学修 普段使っているアプリケーションをあげておくこと
〇事後学修
第 ３回 機種別の開発環境
〇事前学修
〇事後学修
第 ４回 アプリケーション開発の流れ
〇事前学修
〇事後学修
第 ５回 アプリケーション設計基礎
〇事前学修 HTML について復習しておくこと
〇事後学修
第 ６回 アプリケーション開発基礎 1
〇事前学修
〇事後学修
第 ７回 アプリケーション開発基礎 2
〇事前学修
〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと
第 ８回 中間発表
〇事前学修
〇事後学修
第 ９回 アプリケーション設計応用
〇事前学修
〇事後学修
第 １０回 アプリケーション開発応用 1
〇事前学修
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〇事後学修
第 １１回 アプリケーション開発応用 2
〇事前学修
〇事後学修
第 １２回 アプリケーション開発応用 3
〇事前学修
〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと
第 １３回 プレゼンテーション
〇事前学修
〇事後学修
第 １４回 アプリケーション公開について
〇事前学修
〇事後学修
第 １５回 全体講評とまとめ
〇事前学修
〇事後学修

【テキスト】
適宜、PDFファイル形式で配布する
【参考書・参考資料等】

【成績評価の方法等】
課題・授業態度（40%）最終課題（60%）

評価が「合」

【履修要件等】
HTML、Javascriptの基本的なプログラミング知識があることが望ましい。
スマートフォンを所持していること。
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BD19-203040-B
区

分

専門応用科目－コミュニケーショ
ンデザイン科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 後期

担当教員

穴迫 隆宏

カラー・コーディネート

授業形態

Color coordinates

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
私たちが日常生活において得る視覚情報の内、色の情報が80％であると言われている。生活の中には無数の色彩が
あり、我々は利用者として色彩と関わっている。生活に生かす色彩の基礎知識を学ぶ。
【授業の到達目標】
色彩の基礎知識を学習することによって、生活に活かせる自分らしい色を選ぶ力や、依頼されたデザインのイメー
ジに合った配色ができる能力の修得を目標とする。
【授業の概要】
講義で学んだ理論に演習を組み合わせながら色彩の基礎知識を修得する。また、配色イメージなどをグループ内で
話し合い、文化や習慣によってイメージの受け取り方や感じ方が違うことを学ぶ。
【授業計画と準備学修】
第 １回 色が見える仕組み
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 学修したことを配布されたプリントにまとめ、実習課題を完成させる。（次回提出）
第 ２回 色の三属性
〇事前学修 教科書の 4・5・10・11 ページを読んでおくこと。
〇事後学修 学修したことを配布されたプリントにまとめ、実習課題を完成させる。（次回提出）
第 ３回 色の分類と体系
〇事前学修 マンセル、オスワルト、日本色彩研究所について調べておく
〇事後学修 学修したことを配布されたプリントにまとめ、実習課題を完成させる。（次回提出）
第 ４回 トーンの概念
〇事前学修 トーン表の特徴とトーンのイメージを確認しておく。
〇事後学修 学修したことを配布されたプリントにまとめ、実習課題を完成させる。（次回提出）
第 ５回 PCCS の色相環とトーン表の制作
〇事前学修 色相環とトーン表の制作方法について考えておく。
〇事後学修 学修したことを配布されたプリントにまとめ、実習課題を完成させる。（次回提出）
第 ６回 混色
〇事前学修 減法混色と加法混色の例を探しておく。
〇事後学修 学修したことを配布されたプリントにまとめ、実習課題を完成させる。（次回提出）
第 ７回 色の見え１ 進出性と後退性、膨張性と収縮性、暖色・中性色・寒色
〇事前学修 教科書の 12・22 ページを読んでおく。
〇事後学修 学修したことを配布されたプリントにまとめ、実習課題を完成させる。（次回提出）
第 ８回 色の見え２ 対比と同化
〇事前学修 スーパーに行き、果物や野菜のパッケージについて調べておく。
〇事後学修 学修したことを配布されたプリントにまとめ、実習課題を完成させる。（次回提出）
第 ９回 対比の強弱と錯視
〇事前学修 錯視について、どのような錯視があるかを調べておく。
〇事後学修 学修したことを配布されたプリントにまとめ、実習課題を完成させる。（次回提出）
第 １０回 配色調和の基本１ 色相配色・トーン配色
〇事前学修 教科書 16・17 ページの配色を色相環（色相番号）で確認しておく。
〇事後学修 学修したことを配布されたプリントにまとめ、実習課題を完成させる。（次回提出）

65

第 １１回 配色調和の基本２ ナチュラルシーケンス
〇事前学修 植物の写真を 10 枚以上撮影しておく。（時間帯や環境を変えたものが好ましい）
〇事後学修 学修したことを配布されたプリントにまとめ、実習課題を完成させる。（次回提出）
第 １２回 ドミナントとグラデーション
〇事前学修 教科書 20 ページと教科書 16・17 ページの共通点を探しておく。
〇事後学修 学修したことを配布されたプリントにまとめ、実習課題を完成させる。（次回提出）
第 １３回 セパレーションとレピテーション
〇事前学修 ベースカラー、アソートカラー、アクセントカラーについて調べ、例を探しておく。
〇事後学修 学修したことを配布されたプリントにまとめ、実習課題を完成させる。（次回提出）
第 １４回 色の感情効果
〇事前学修 指定された色から連想する事物を、人工物と自然物に分けて５つずつ探しておく。
〇事後学修 学修したことを配布されたプリントにまとめ、実習課題を完成させる。（次回提出）
第 １５回 色彩計画
〇事前学修 ディスプレイについて、店舗によってどのような工夫がされているか調査しておく。
〇事後学修 学修したことを配布されたプリントにまとめ、実習課題を完成させる。
期末試験
【テキスト】
「デザインの色彩」日本色研事業（株）
【参考書・参考資料等】
担当教員の作成したスライドを適宜表示、配布する。
【成績評価の方法等】
期末試験(40%)、授業中の課題(40%)、積極的な授業への取り組み(20%)で評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BD19-203050-B
区

分

専門応用科目－コミュニケーショ
ンデザイン科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 後期

担当教員

岡川 卓詩

ブックデザイン

授業形態

Book Design

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
エディトリアルデザインは、グラフィックデザインよりさらに文字情報やページ数が多いものを読みやすく効果的
に設計しなければならない。書籍や雑誌制作に必要なAdobe InDesignのソフトウェアの操作方法とエディトリアルデ
ザインに必要な知識や技術を習得することを目的とする。
【授業の到達目標】
エディトリアルデザインの思考とレイアウト技術を理解することができる。また制作に必要なソフトウェアである
Adobe InDesignの基本的な操作ができるようになる。雑誌制作に重要なプロセスを学び、簡易製本までできるように
なることを目標とする。
【授業の概要】
書籍、雑誌、電子書籍などを制作するための演習を行う。企画、取材、撮影、編集、レイアウトデザイン、校正ま
でを行い、実践的な制作プロセスを体験する。最終的には簡易製本を行い、成果物を発表する。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
授業では、演習を行うことで理解を深める内容を計画している。
・Adobe InDesign、Adobe Photoshop、Adobe Illustratorなどの操作を行う。
・ディスカッション、グループワークなど雑誌制作に必要な一連のプロセスを体験する。
・毎時間、進捗状況を提出する。課題の最終にはプレゼンテーション及び講評を行う。
・資料はネット上に載せてあるため、自主学修をすることができる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 Adobe InDesign の基礎（1）「ドキュメント設定・文字」
〇事前学修 Adobe InDesign について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ３回 Adobe InDesign の基礎（2）「段落・画像」
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ４回 インタビュー記事課題（1）「企画書作成・取材」
〇事前学修 インタビュー記事について構想しておくこと。
〇事後学修 企画書作成、取材を完了すること。
第 ５回 インタビュー記事課題（2）「記事作成・ラフレイアウト作成」
〇事前学修 企画書作成、取材を完了させておくこと。
〇事後学修 記事の作成、ラフレイアウトの作成を完了すること。
第 ６回 インタビュー記事課題（3）「レイアウト作成」
〇事前学修 記事の作成、ラフレイアウトの作成を完了させておくこと。
〇事後学修 レイアウトの作成を完了すること。
第 ７回 プレゼンテーション及び講評（課題提出）
〇事前学修 レイアウトの作成を完了させておくこと。
〇事後学修 プレゼンテーション及び講評などを踏まえ、追加・修正すること
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第 ８回 Adobe InDesign の基礎（3）「ページ設定」
〇事前学修 Adobe InDesign の基礎で学んだ機能について復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ９回 Adobe InDesign の基礎（4）「表の作成」
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １０回 リーフレット制作課題（1）「企画書作成」
〇事前学修 リーフレットについて構想しておくこと。
〇事後学修 企画書作成を完了すること。
第 １１回 リーフレット制作課題（2）「記事作成」
〇事前学修 企画書作成を完了させておくこと。
〇事後学修 記事の作成を完了すること。
第 １２回 リーフレット制作課題（3）「ラフレイアウト作成」
〇事前学修 記事の作成を完了させておくこと。
〇事後学修 ラフレイアウトの作成を完了すること。
第 １３回 リーフレット制作課題（4）「レイアウト作成」
〇事前学修 ラフレイアウトの作成を完了させておくこと。
〇事後学修 レイアウトの作成を完了すること。
第 １４回 リーフレット制作課題（5）「製本作業」
〇事前学修 レイアウトの作成を完了させておくこと。
〇事後学修 製本を完成させること。
第 １５回 プレゼンテーション及び講評（課題提出）
〇事前学修 製本を完成させておくこと。
〇事後学修 講評などを踏まえ、作品について評価すること。

【テキスト】
適宜プリントやデータを配布する。
【参考書・参考資料等】
必要に応じて指示。また、参考になる書籍や映像、WEBサイトなどは随時紹介していく。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
授業中の課題及び最終発表（80％）、積極的な授業への取り組み（20％）で総合的に評価す
る。
【履修要件等】
Adobe Photoshop、Adobe Illustratorが操作できることが望ましい。
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BD19-203060-C
区

分

専門応用科目－コミュニケーショ
ン科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 前期

担当教員

井堰 絵里佳

ユニバーサルデザイン

授業形態

Universal Design

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
年齢や身体における多用な特性の有無に関わらず、誰もが無理なく使用できることを目標にしたユニバーサルデザ
インに対する理解を深めることを目的とする。
【授業の到達目標】
得た知識を活かし、ユニバーサルデザインに配慮したデザイン案を制作することを目標とする。
授業の一部を使用し、実習として安芸区民文化センターのポスター（チラシ）の制作を行う。
【授業の概要】
社会に目を向け、高齢者や子ども、身体に多様な特性をもった人たちをユーザとする、ユニバーサルデザインの理
念や方法を事例調査と演習を通して理解する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーションと導入
〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「授業の到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 ユニバーサルデザインの歴史
〇事前学修 ユニバーサルデザインについて、調査しておくこと。
〇事後学修 ユニバーサルデザインの歴史について、まとめておくこと
第 ３回 ユニバーサルデザインの現在と領域
〇事前学修 「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」を調査し、理解しておくこと。
〇事後学修 身近にあるユニバーサルデザインと思うものを記録しておくこと。
第 ４回 情報とユニバーサルデザイン
〇事前学修 「視認性」と「可読性」、「判読性」を調査し、理解しておくこと。
〇事後学修 身近にあるユニバーサルデザインと思うものを記録しておくこと。
第 ５回 色彩とユニバーサルデザイン
〇事前学修 「色覚特性」と「眼における加齢の影響」を調査し、理解しておくこと。
〇事後学修 身近にあるユニバーサルデザインと思うものを記録しておくこと。
第 ６回 人間工学とユニバーサルデザイン
〇事前学修 「人体寸法」と「動作寸法」を調査し、理解しておくこと。
〇事後学修 今までの事後学習を整理し、レポートとしてまとめておくこと。
第 ７回 事例研究 1（プレゼンテーション制作）
〇事前学修 「グッドデザイン」を調査し、理解しておくこと。
〇事後学修 インターネットを用いて、ユニバーサルデザインと思うものを調査しておくこと。
第 ８回 事例研究 2（プレゼンテーション制作）
〇事前学修 「グッドデザイン」を調査し、理解しておくこと。
〇事後学修 次回の発表後、質問などに回答できるようにしておくこと。
第 ９回 プレゼンテーションと講評
〇事前学修 プレゼンテーションの練習をしておくこと。
〇事後学修 プレゼンテーションの講評を聴き、改善に努めること。
第 １０回 デザイン制作：プランニングとアイディアスケッチ
〇事前学修 「グッドデザイン」について、まとめておくこと。
〇事後学修 インターネットを用いて、ユニバーサルデザインと思うものを調査しておくこと。
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第 １１回 デザイン制作：コンテンツの制作 1
〇事前学修 「ハートビル法」について調査し、理解しておくこと。
〇事後学修 インターネットや書籍などからユニバーサルデザインと思うものを調査しておく。
第 １２回 デザイン制作：コンテンツの制作 2
〇事前学修 「ノーマライゼーション」について調査し、理解しておくこと。
〇事後学修 インターネットや書籍などからユニバーサルデザインと思うものを調査しておく。
第 １３回 デザイン制作：コンテンツの制作 3
〇事前学修 「デザイン・フォー・オール」について調査し、理解しておくこと。
〇事後学修 インターネットや書籍などからユニバーサルデザインと思うものを調査しておく。
第 １４回 プレゼンテーションと講評
〇事前学修 「アクセシブルデザイン」について調査し、理解しておくこと。
〇事後学修 今までの事後学習を整理し、まとめておくこと。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 今まで調べた用語を整理し、まとめておくこと。
〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。

【テキスト】
担当者が制作した教材をスクリーンに表示する。
【参考書・参考資料等】
参考になる事例や書籍、Webサイトなどを紹介する。
【成績評価の方法等】
課題（50%）、プレゼンテーション（30%）、授業への取り組み（20%）で評価する。
【履修要件等】
Illustrator 及び Photoshopが使用できることが望ましい。
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評価が「合」

BD19-203070-D
区

分

専門応用科目－コミュニケーショ
ンデザイン科目

授業科目
英

訳

配当年次

4 年次 前期

担当教員

神垣 太持

ユーザインタフェース

授業形態

User Interface

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
人間と機械との関係について、コンピュータとの関係だけでなく、システム一般における人にやさしい機械とは何
かについて、人間と機械の役割分担、相互作用（インタラクション）のあり方について修得する。
【授業の到達目標】
ユーザインタフェースに関する様々な事柄について幅広く理解する。
【授業の概要】
人間と機械との関係について、具体的な例を示しながら、特に人間と機械の役割分担、相互作用（インタラクショ
ン）のあり方などの観点から講義する。講義を中心とし、内容によって実習で確認するといった形態ですすめる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 インタラクションとは（1）インタラクションの歴史
〇事前学修 シラバスの内容をよく読み、理解しておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ２回 インタラクションとは（2）デザイン、種類、手法
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ３回 インタラクションとは（3）応用例ならびにその重要性
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ４回 人間の性能（1）人間の感覚と知覚
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ５回 人間の性能（2）生理特性、認知と理解
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ６回 人間の性能（3）エラーとフェールセーフ
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ７回 インタラクションシステムデザイン（1）システムの設計手法
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ８回 インタラクションシステムデザイン（2）ソフトウエア開発とオブジェクト指向
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ９回 インタラクションシステムデザイン（3）ヴィジュアルプログラミング
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 １０回 マンマシンインタラクション（1）メンタルモデル
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
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第 １１回 マンマシンインタラクション（2）ヴィジュアルインタラクション、VR、AR
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 １２回 マンマシンインタラクション（3）知的作業支援、協調作業、エージェント
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 １３回 システムの評価（1）必要性ならびにその重要性
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 １４回 システムの評価（2）評価手法
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 本講義全体を通しての不明点、質問したい事項等をまとめておくこと。
〇事後学修 本講義全体を通して学修したことを振り返ってまとめておくこと。
期末試験
【テキスト】
ヒューマンコンピュータインタラクション（岡田謙一他、オーム社）
もしくは開講時に最新のテキストを指定する。
【参考書・参考資料等】
開講時に最新の資料を指定する。もしくは、プリントを配布する。
【成績評価の方法等】
期末試験(80%)、授業への取り組み(20%)で総合的に評価する。
【履修要件等】
大学院で機能設計専攻を目指している人は履修することが望ましい。
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評価が「合」

BD19-203110-A
区

分

専門応用科目－コミュニケーショ
ンデザイン科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

穴迫 隆宏

CG入門

授業形態

Introduction Computer Graphics

単独

1 年次 前期

必選別

必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
作品制作を通じて、企画力、構成力、表現力など、マルチメディアを効果的に活用することができる基礎的な知識
と技術を修得する。
アプリケーションソフトウェアを利用した編集および作品の制作技法について学ぶ。
【授業の到達目標】
グラフィックデザインの基礎的な知識を学び、Photoshop、Illustratorの基礎的な操作ができる。
【授業の概要】
デザインの現場で広く世界水準として使用されているPhotoshopとIllustratorという2種類のグラフィックソフトを
用い、実際の課題制作を通じてそのオペレーション方法の修得を目指すとともに、コンピュータによるグラフィック
デザインの基本プロセスについて理解する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス Photoshop と Illustrator の違い
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 Photoshop と Illustrator の保存形式の特徴について調査する。
第 ２回 Photoshop の基本的な操作（1）ワークスペースの名称と基本操作
〇事前学修 RGB、CMYK のカラーモードの特徴について調査する。
〇事後学修 授業内課題で制作した手順に従って与えられた画像を修正する。（次回提出）
第 ３回 Photoshop の基本的な操作（2） 画像解像度と画像の変形
〇事前学修 ワークスペースの各名称を覚えておくこと。
〇事後学修 授業内課題で制作した手順に従って与えられた画像を修正する。（次回提出）
第 ４回 Illustrator の基本的な操作（1）図形の描き方とレイヤー機能
〇事前学修 Illustrator と Photoshop のワークスペースを比較をしておく。
〇事後学修 授業内課題で制作した手順に従って与えられた画像をトレースする。（次回提出）
第 ５回 Illustrator の基本的な操作（2） ダイレクト選択ツールとパスファインダ
〇事前学修 与えられた図形の制作方法を考察しておく。
〇事後学修 授業内課題で制作した手順に従って作品を制作する。（次回提出）
第 ６回 Photoshop の基本的な操作 ⑶ グラデーションとレイヤーマスクを用いた描画
〇事前学修 与えられた題材に対し、条件に従ってしラフスケッチを描いておく。（当日提出）
〇事後学修 授業内課題で制作した手順に従って作品を制作する。（次回提出）
第 ７回 Photoshop の基本的な操作 ⑷ 画像の加工と合成
〇事前学修 選択ツールの種類や機能について調べておく。
〇事後学修 授業内課題で制作した手順に従って作品を制作する。（次回提出）
第 ８回 Illustrator の基本的な操作 ⑶ ペンツールを用いた描画
〇事前学修 与えられたモチーフの描き方を考えておく。
〇事後学修 授業内課題で制作した手順に従って画像をトレースする。（次回提出）
第 ９回 Illustrator の基本的な操作 ⑷ スウォッチの使い方
〇事前学修 スポイトツールの使い方について確認をしておく。
〇事後学修 授業内課題で制作した手順に従って作品を制作する。（次回提出）
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第 １０回 Illustrator の基本的な操作 ⑸ グラデーションメッシュを用いた描画
〇事前学修 レイヤーパレット使い方について確認しておく。
〇事後学修 授業内課題で制作した手順に従って作品を制作する。（次回提出）
第 １１回 Photoshop によるデザインワーク(1) クリッピングパスを用いた描画
〇事前学修 与えられた条件で、アイデアスケッチを制作しておく。
〇事後学修 授業内課題で制作した手順に従って作品を制作する。（次回提出）
第 １２回 Photoshop によるデザインワーク(2) ラスタライズ
〇事前学修 文字入力の注意点について調べておく。
〇事後学修 授業内課題で制作した手順に従って作品を制作する。（次回提出）
第 １３回 Illustrator によるデザインワーク(1) ブレンドツールを用いた描画
〇事前学修 与えられた条件で、アイデアスケッチを制作しておく。
〇事後学修 授業内課題で制作した手順に従って作品を制作する。（次回提出）
第 １４回 Illustrator によるデザインワーク(2) 分割・拡張
〇事前学修 オブジェクトの回転と透明度ついて調べておく。
〇事後学修 授業内課題で制作した手順に従って作品を制作する。（次回提出）
第 １５回 Illustrator によるデザインワーク(3) 画像のリンクと埋め込み
〇事前学修 Illustrator への画像配置の注意点について調べておく。
〇事後学修 授業内課題で制作した手順に従って作品を制作する。（指定日に提出）

【テキスト】

【参考書・参考資料等】
担当教員の作成したスライドを適宜表示、配布する。
【成績評価の方法等】
授業中の課題（40％）、復習課題（40％）、積極的な授業への取り組み(20%)で評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BD19-203120-A
区

分

専門応用科目ーコミュニケーショ
ンデザイン科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

高木 尚光

CG理論（CGクリエーター）

授業形態

Computer Graphics（CG Creator）

単独

2 年次 後期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
コンピュータグラフィックス(CG)で表現するデザイナー、クリエイターに必要なCGデザインに関する基礎的知識を理
解することを目標とする。さらに、CG-ARTS協会の検定試験である「CGクリエイター検定ベーシック」の合格を目指す
。
【授業の到達目標】
コンピュータグラフィックス(CG)で表現するデザイナー、クリエイターに必要なCGデザインに関する基礎的知識を修
得し、さらにその基礎知識による応用力を身につける。
【授業の概要】
「CGクリエイター検定ベーシック」に出題された検定試験問題を例題として丁寧に説明することで、講義内容の理解
を行うといった形態で授業を行う。
【授業計画と準備学修】
第 １回 CG とは
〇事前学修 CG が産業、芸術などの分野でどの様に発達してきたかを調べておくこと。
〇事後学修 CG 映像制作のワークフローについても理解を深めること。
第 ２回 表現の基礎（デッサン）
〇事前学修 デッサンの考え方を調べておくこと。
〇事後学修 教科書の図をもとに遠近法の理解を深めること。
第 ３回 表現の基礎（色と動き）
〇事前学修 CG 制作における色と動きについて、それを受ける人間の特性を調べておくこと。
〇事後学修 加法混色、減法混色、視認性、スローインスローアウトなどを理解すること。
第 ４回 表現の基礎（文字）
〇事前学修 フォント、文字組みが実際にどの様に構成されているか調べておくこと。
〇事後学修 作品のテーマやコンセプトを表現するために必要であることを理解すること。
第 ５回 2 次元 CG と写真撮影（2 次元 CG の基礎）
〇事前学修 ディジタル画像のラスタ形式とベクタ形式を調べておくこと。
〇事後学修 ラスタ形式とベクタ形式の特徴を理解すること。
第 ６回 2 次元 CG と写真撮影（写真撮影とレタッチ）
〇事前学修 写真撮影のしくみや原理を調べておくこと。
〇事後学修 写真撮影の基本とレタッチ方法を理解すること。
第 ７回 3 次元 CG の制作（モデリング）
〇事前学修 モデリングとは何かを調べておくこと。
〇事後学修 座標系、モデルの構成要素などのキーワードの理解を深めること。
第 ８回 3 次元 CG の制作（マテリアル）
〇事前学修 モデルの質感を決定付ける要素を調べておくこと。
〇事後学修 質感表現、マッピングなどの適用方法を理解すること。
第 ９回 3 次元 CG の制作（アニメーション）
〇事前学修 目的とする動きを効率的につくるための方法を調べておくこと。
〇事後学修 リギング、アニメーションなどのキーワードを理解すること。
第 １０回 3 次元 CG の制作（カメラワーク）
〇事前学修 フレーミングは目的に応じてどの様に使い分けるかを調べておくこと。
〇事後学修 フレーミング、カメラアングル、カメラのアニメーションの理解を深めること。
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第 １１回 3 次元 CG の制作（ライティング）
〇事前学修 演出方針に沿ったライトの設定を調べておくこと。
〇事後学修 ライトの種類、ライトによる影、三灯照明を理解しておくこと。
第 １２回 3 次元 CG の制作（レンダリング）
〇事前学修 レンダリングに関するキーワードを調べておくこと。
〇事後学修 レンダリング処理の手順、様々なレンダリング表現を理解すること。
第 １３回 合成（コンポジット）、編集
〇事前学修 合成が必要な場合と映像編集のルールを調べておくこと。
〇事後学修 合成処理の目的・基礎的技術・実際の制作手法および編集を理解すること。
第 １４回 技術の基礎
〇事前学修 映像・記録の記録メディアと静止画・動画ファイル形式を調べておくこと。
〇事後学修 静止画ファイルと動画ファイルの容量計算の理解を深めること。
第 １５回 知的財産権、まとめ
〇事前学修 教科書のキーワードを参考にし、まとめを作成すること。
〇事後学修 著作権の理解を深めること。

【テキスト】
入門ＣＧデザイン － CG制作の基礎 － （改訂新版）（CG-ARTS協会編、CG-ARTS協会）
【参考書・参考資料等】

【成績評価の方法等】
期末試験（80%）、小テスト（20%）の総合評価とする。
【履修要件等】
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評価が「合」

BD19-203130-C
区

分

専門応用科目－コミュニケーショ
ンデザイン科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 後期

担当教員

西原 亜弥、中村 格芳

プロダクト3DCAD実習

授業形態

Practical 3D CAD Training

複数

必選別

選択

単位数

1 単位

【授業の目的】
プロダクトデザインのための3D CADならびに3Dプリンタを使用したプロトタイピングに必要な実習能力を養います
。
【授業の到達目標】
3Dプリンタに出力するための、3Dモデリングソフトウェアを用いた基本的な造形ができること。
【授業の概要】
3Dモデリングソフトウェアを用いて、様々な形状を持ったモデル構築の実習を通じて、3D CADに関する基礎概念と
基本的操作を習得します。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
【授業計画と準備学修】
第 １回 3D CAD の基本概念
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 事前学習で理解不足だった部分を確認すること。
第 ２回 3D CAD の利用目的
〇事前学修 2D-CAD と 3D-CAD の違いについて調べておくこと。
〇事後学修 事前学習で理解不足だった部分を確認すること。
第 ３回 基本操作 1（ユーザーインターフェイスについて）
〇事前学修 3D-CAD ソフトウェア(SolidWorks)の特徴を調べておくこと。
〇事後学修 ソフトウェアの操作方法について理解が不十分だった部分を確認すること
第 ４回 基本操作 2（面の選択、視点の切り替え）
〇事前学修 前回配布されたプリントの該当箇所を確認しておくこと。
〇事後学修 ソフトウェアの操作方法について理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ５回 スケッチ・ベースフィーチャー作業 1（押し出し）
〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。
〇事後学修 スケッチについて理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ６回 スケッチ・ベースフィーチャー作業 2（回転）
〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。
〇事後学修 スケッチについて理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ７回 スケッチ・ベースフィーチャー作業 3（切断）
〇事前学修 配布プリントの該当箇所を確認しておくこと。
〇事後学修 スケッチについて理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ８回 スケッチ・ベースフィーチャー作業 4（押し出しカット）
〇事前学修 第 5 回から第 7 回までの授業内容を再度確認しておくこと。
〇事後学修 スケッチについて理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ９回 アセンブリー1（基本概念）
〇事前学修 アセンブリーとは何か調べておくこと。
〇事後学修 アセンブリーについて理解が不十分だった部分を確認すること。
第 １０回 アセンブリー2（部品の配置）
〇事前学修 前回配布されたプリントの該当箇所を確認しておくこと。
〇事後学修 アセンブリーについて理解が不十分だった部分を確認すること。
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第 １１回 アセンブリー3（合致）
〇事前学修 配布されたプリントの該当箇所を確認しておくこと。
〇事後学修 アセンブリーについて理解が不十分だった部分を確認すること。
第 １２回 アセンブリー4（演習問題）
〇事前学修 第 9 回から第 11 回までの授業内容を再度確認しておくこと。
〇事後学修 アセンブリーについて理解が不十分だった部分を確認すること。
第 １３回 ドローイング 1（図面の作成）
〇事前学修 第三角法による投影法について調べておくこと。
〇事後学修 ドローイングについて理解が不十分だった部分を確認すること。
第 １４回 ドローイング 2（修正）
〇事前学修 前回配布されたプリントの該当箇所を確認しておくこと。
〇事後学修 ドローイングについて理解が不十分だった部分を確認すること。
第 １５回 まとめと作品の印刷
〇事前学修 これまでのソフトウェアの使用方法を再度確認しておくこと。
〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。

【テキスト】
基本操作マニュアル（配布資料）、演習課題図面（配布資料）
【参考書・参考資料等】
よくわかるSolidWorks演習モデリングマスター編（編者：㈱アドライズ）
基礎製図（第5版)（大西清著、オーム社）
参考となる情報をhttps://sites.google.com/a/edu.hkg.ac.jp/cad_lessons/ に載せる。著作権等の問題
からアクセスは受講者に制限している。
【成績評価の方法等】
レポート、課題提出(100%)で評価します。

評価が「合」

【履修要件等】
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BD19-204010-A
区

分

授業科目
英

専門応用科目―商品企画・販売デ
ザイン科目

谷口 重徳、相田 美穂

ファッション＆クラフトデザイン実習

授業形態

Fashion and Craft Design

クラス分け

訳

配当年次

担当教員

1 年次 前期

必選別

選択

単位数

1 単位

【授業の目的】
生活に必要な身の回りの品々を通じてデザインの基本的な視点について理解を深める。
【授業の到達目標】
(1)自分の「普段のファッション」の様式を理解し、「普段とは違うファッション」を構築できる。
(2)陶芸の基本的な技法を用い、生活に用いる「器うつわ」を制作できる。
【授業の概要】
この授業は実習形式でおこなう。グループワークの要素を取り入れ、グループでの討議と発表をおこなう。また、
陶芸の技法を用い、クラフト作品の制作を体験する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 全体オリエンテーションとグループ編成
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと
〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと
第 ２回 ファッション編のガイダンス
〇事前学修 自分の「普段のファッション」を振り返り、それに従った服装を着用する。
〇事後学修 自分を含めた受講生それぞれの、「普段のファッション」について特徴を整理する。
第 ３回 ファッションのメカニズム：商品としてのファッション
〇事前学修 自分が「普段のファッション」を入手した場所、時期、価格、動機について整理する
〇事後学修 自分のファッションが持つ商品としての特徴を整理する。
第 ４回 パーソナリティとファッション：商品としてのファッションが伝えるメッセージ
〇事前学修 身の回りの人のファッションを観察し、ファッションから受ける印象を整理する。
〇事後学修 自分の「普段のファッション」が、他人に与えているメッセージを整理する。
第 ５回 「違う自分」を表現するファッション①：「普段」と異なるファッションを考える
〇事前学修 自分の「普段のファッション」とは違うメッセージを持つファッションを調べておく
〇事後学修 「違う自分」を表現できるファッションについて、具体的なイメージを整理する。
第 ６回 「違う自分」になるファッション②：商品を探す
〇事前学修 「違う自分」を表現できるファッションについて、具体的な商品を調べる。
〇事後学修 具体的な商品について、「普段」との違いが説明できるように整理する。
第 ７回 「違う自分」になるファッション③：まとめを作成する
〇事前学修 「違う自分」を表現できるファッションについて、現品もしくは画像を準備する。
〇事後学修 「違う自分」を表現できるファッションについて発表できるようレジュメを作成する
第 ８回 ファッション編のまとめ：プレゼンテーション
〇事前学修 「違う自分」を表現できるファッションについて、レジュメを準備しておく。
〇事後学修 ファッションが伝えるメッセージという視点から、自分のファッションを振り返る。
第 ９回 クラフト編のオリエンテーション：土に慣れる
〇事前学修 日常生活で用いる、食器などの器の形を良く観察しておくこと。
〇事後学修 実習での工程、土の触感などを振り返ること。
第 １０回 器の成型①：手びねり
〇事前学修 制作する器の形をスケッチ、もしくは良くイメージしておくこと。
〇事後学修 実習での工程を良く振り返り、整理しておくこと。

79

第 １１回 器の成型②：削り・仕上げ
〇事前学修 器の底（高台：こうだい）の部分の形を良く観察しておくこと。
〇事後学修 作業工程を振り返り、改めて器の底の形を観察しておくこと。
第 １２回 器の成型③：紐積み：ひもづみ
〇事前学修 湯のみやカップなどの形をよく観察しておくこと。
〇事後学修 持ちやすい器の形、飲みやすい器の形について振り返り、整理しておくこと。
第 １３回 器の成型④：たたら
〇事前学修 皿の形についてよく観察しておくこと
〇事後学修 使いやすい皿の形、重ねやすい皿の形について振り返り、整理しておくこと。
第 １４回 施釉・絵付け
〇事前学修 器に描く絵や模様を考えて、スケッチをしておくこと。
〇事後学修 作業工程を振り返り、改めて器の絵や彩色、デザインについて整理しておくこと。
第 １５回 作品講評
〇事前学修 クラフト編の作業工程を振り返っておくこと
〇事後学修 改めて使いやすい器についてよく振り返り、整理しておくこと

【テキスト】
特に定めない。
【参考書・参考資料等】
実習の中で随時紹介する。
【成績評価の方法等】
課題提出物の合計（80％）と討議、制作への貢献度（20％）から評価します。

評価が「合」

【履修要件等】
設備の関係で２５名を上限とします。希望者が多数の場合は抽選をおこないます。また、情報デザイン学科・1年次生
の受講を最優先します。
受講人数に応じて、グループを編成します。
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BD19-204020-B
区

分

専門応用科目－商品企画・販売デ
ザイン科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

穴迫 隆宏

パッケージデザイン

授業形態

Package Design

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
コンビニに並ぶほぼ全ての商品は、どのような商品なのかを伝える情報性と商品を保護する機能性を持っています
。パッケージデザインでは、保護、運搬、情報を意識しながらの企画、制作、プレゼンの能力が必要とされる。
【授業の到達目標】
パッケージデザインの基本概念を理解し、視覚デザインの企画、制作、プレゼン能力の向上を図る。
さらに、企業との連携によるイベントラベルの採用を目指す。
【授業の概要】
パッケージデザイン制作では形状、素材、加工方法を考えながらオリジナル作品の制作を行い、企画立案に必要な
発想力の向上と、情報を確実に伝える表現力の修得を目指す。
さらに、企業との連携による商品開発にも参加しながら、より実践的な授業予定している。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション「パッケージデザイン」とは（素材、形などの調査）
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおく。
〇事後学修 パッケージデザインの重要性についてまとめておくこと。
第 ２回 情報を伝えるパッケージデザイン制作１ 調査、企画、アイデアスケッチ
〇事前学修 与えられたテーマの中から制作するテーマを選んでおく。
〇事後学修 裁ち落としとトンボについて確認しておくこと。
第 ３回 情報を伝えるパッケージデザイン制作２ デザイン制作
〇事前学修 ロゴとロゴタイプの使用について調べておく。
〇事後学修 画像のリンクと埋め込みの違いについて確認をしておくこと。
第 ４回 情報を伝えるパッケージデザイン制作 3 デザイン制作
〇事前学修 Illustrator での文字入力の注意点について調べておく。
〇事後学修 文字のアウトライン化の必要性について確認しておくこと。
第 ５回 情報を伝えるパッケージデザイン制作４ プレゼンテーションと講評
〇事前学修 制作したデザインのコンセプトをまとめておく。
〇事後学修 他学生の作品について自分の考えをまとめておくこと。
第 ６回 紙で作るパッケージデザイン制作１ 調査、企画
〇事前学修 プロダクトデザインについて調べておく。
〇事後学修 紙のパッケージのメリットとデメリットについてまとめておく。
第 ７回 紙で作るパッケージデザイン制作２ アイデアスケッチ
〇事前学修 容物の保護に適したデザインを調べておく。
〇事後学修 内容物の特徴についての調査と確認をしておくこと
第 ８回 紙で作るパッケージデザイン制作３ デザイン制作
〇事前学修 陳列に適したデザインを調べておく。
〇事後学修 実現可能なデザインであるかを再考しておくこと。
第 ９回 紙で作るパッケージデザイン制作４ 印刷と組み立て
〇事前学修 内容物とコストについて調査しておく。
〇事後学修 組み立てや梱包方法についてまとめておくこと。
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第 １０回 紙で作るパッケージデザイン制作５ プレゼンテーションと講評
〇事前学修 制作したデザインのコンセプトをまとめておく
〇事後学修 他学生の作品について自分の考えをまとめておくこと。
第 １１回 包装紙のデザイン制作１ 調査、企画
〇事前学修 与えられたテーマの中から制作するテーマを選んでおく。
〇事後学修 選んだテーマについて追加調査をしておくこと。
第 １２回 包装紙のデザイン制作２ アイデアスケッチ
〇事前学修 生産地について調査しておく。
〇事後学修 実現可能なデザインであるかを再考しておくこと。
第 １３回 包装紙のデザイン制作３ デザイン制作
〇事前学修 制作に必要な資料を準備しておく。
〇事後学修 画像の切り抜きや色調補正について確認しておく。
第 １４回 包装紙のデザイン制作４ デザイン制作
〇事前学修 ブランドカラーについて調査しておく。
〇事後学修 フォントの違いによるイメージの違いを確認しておくこと
第 １５回 包装紙のデザイン制作５ デザイン制作 プレゼンテーションと講評
〇事前学修 制作したデザインのコンセプトをまとめておく。
〇事後学修 他学生の作品について自分の考えをまとめておくこと。

【テキスト】

【参考書・参考資料等】
担当教員の作成したスライドを適宜表示、配布する。
【成績評価の方法等】
授業中の課題（60％）、プレゼンテーション（20％）、積極的な授業への取り組み(20%)で
評価する。
【履修要件等】
CG入門を履修していることが望ましい。
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評価が「合」

BD19-204030-A
区

分

専門応用科目－商品企画・販売デ
ザイン科目

担当教員

遠藤 麻里

授業科目

生活デザイン

授業形態

英

Life Design

単独

訳

配当年次

2 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
身の回りのデザインを観察・考察し、新しいデザインを製作することより、デザインの基礎知識を学ぶことを目的
とする。
【授業の到達目標】
観察の重要性が理解できる。
身近なデザインの基本が理解できる。
制作した成果物のデザインのコンセプトを説明できる。
【授業の概要】
デザインの基礎知識を、観察や制作を通して学ぶ。現状観察調査、問題への着目とアイデア、コンセプトの立案と
プロトタイプの作成、デザイン制作と評価という一連のデザインプロセスを体験し、デザイン制作の知識と技術を修
得する。またグループでのアイデアの発表や意見交換を通してプロジェクト遂行の基礎知識を得る。最終課題は、作
成したプロトタイプと説明ポスターを用いて、プレゼンテーションを行う。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 新しい生活デザインの考え方
〇事前学修
〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと
第 ３回 デザインプロセスと観察
〇事前学修
〇事後学修 身の回りの観察を行うこと
第 ４回 観察の結果とデザイン
〇事前学修
〇事後学修
第 ５回 観察からのアイデア発想
〇事前学修
〇事後学修
第 ６回 課題の抽出とコンセプトの立案
〇事前学修
〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと
第 ７回 プロトタイプの制作
〇事前学修
〇事後学修
第 ８回 プロトタイプを用いた評価
〇事前学修
〇事後学修
第 ９回 デザイン課題の説明
〇事前学修
〇事後学修
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第 １０回 デザイン課題の制作 1
〇事前学修 課題制作の準備を適宜おこなうこと
〇事後学修
第 １１回 デザイン課題の制作 2
〇事前学修 課題制作の準備を適宜おこなうこと
〇事後学修
第 １２回 デザイン課題の制作 3
〇事前学修 課題制作の準備を適宜おこなうこと
〇事後学修
第 １３回 デザインの修正
〇事前学修
〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと
第 １４回 プレゼンテーション資料の作成
〇事前学修
〇事後学修 時間内に課題が終わらない場合は、次回までに完成させておくこと
第 １５回 プレゼンテーションと講評
〇事前学修
〇事後学修

【テキスト】
適宜、PDFファイル形式で配布する
【参考書・参考資料等】

【成績評価の方法等】
課題・授業態度（40%）最終課題（60%）

評価が「合」

【履修要件等】
デザイン系科目を受講していることが望ましい。
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BD19-204040-C
区

分

専門応用科目－商品企画・販売デ
ザイン科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 前期

担当教員

及川 久男

広告・ブランドデザイン

授業形態

Advertising Design

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
広告を取り巻く背景や環境、広告の種類や媒体を学び、広告デザインについて理解を深める。
【授業の到達目標】
得た知識を活かし、デザインとしてまとめることを目標とする。
【授業の概要】
広告の種類や目的、媒体等を具体的に学ぶ。さらに事例調査、施主の要望とターゲットとなるユーザーを踏まえて
一連のデザインプロセスを体験する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「授業の到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 広告の歴史
〇事前学修 広告の歴史について調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ３回 広告の種類と目的
〇事前学修 広告の種類について調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ４回 広告と媒体
〇事前学修 広告の媒体について調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ５回 広告と企業
〇事前学修 広告と企業の関係について調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ６回 参考事例の研究１
〇事前学修 デザイナーとその広告について、調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ７回 参考事例の研究２
〇事前学修 デザイナーとその広告について、調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ８回 デザイン制作１：ユーザーリサーチ
〇事前学修 広告のテーマに関連するものを調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ９回 デザイン制作２：プランニングとアイディアスケッチ
〇事前学修 広告のテーマに関連するものを調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 １０回 デザイン制作３：コンテンツの制作１
〇事前学修 広告のテーマに関連するものを調査し、まとめておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
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第 １１回 デザイン制作４：コンテンツの制作２
〇事前学修 使用コンテンツを集めておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 １２回 デザイン制作５：コンテンツの制作３
〇事前学修 使用コンテンツを集めておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 １３回 デザイン制作６：コンテンツの制作３４
〇事前学修 使用コンテンツを集めておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 １４回 プレゼンテーションと講評
〇事前学修 プレゼンテーションの練習をしておくこと。
〇事後学修 プレゼンテーションの講評を聴き、改善に努めること。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 今までに学習した範囲を見直しておくこと。
〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。

【テキスト】
担当者が作成した教材をスクリーンに表示する。
【参考書・参考資料等】

【成績評価の方法等】
レポート（50％）、授業中の課題（50％）で評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BD19-204050-A
区

分

専門応用科目－商品企画・販売デ
ザイン科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 前期

担当教員

井堰 絵里佳

ディスプレイデザイン

授業形態

Display Design

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
ディスプレイとは、展示、表示、掲示など視覚的にものを見せることである。人間の身体性や感性と関連したデザ
イン事例を紹介し、ディスプレイデザインの意味と方法を考えることを目的とする。
【授業の到達目標】
得た知識を活用し、デザイン案を制作する。さらに、プレゼンテーションとしてまとめ、発表することを目標とす
る。
【授業の概要】
ディスプレイデザインについて、平面、空間、物体などのデザイン事例を紹介しながら、人間と情報を繋ぐデザイ
ンの方法を探る。前半では事例を紹介する。後半ではデザイン案を制作し、プレゼンテーションとしてまとめる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「授業の到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 平面のディスプレイデザイン 1
〇事前学修 「五感」について調査しておくこと。
〇事後学修 屋内の看板・パネルデザインについて調査しておくこと。
第 ３回 平面のディスプレイデザイン 2
〇事前学修 「コーポレートカラー」について調査しておくこと。
〇事後学修 屋外の看板・パネルデザインについて調査しておくこと。
第 ４回 物体のディスプレイデザイン 1
〇事前学修 「色彩計画」について調査しておくこと。
〇事後学修 「看板・パネルデザイン」についてまとめておくこと。
第 ５回 物体のディスプレイデザイン 2
〇事前学修 「パブリックアート」について調査しておくこと。
〇事後学修 一年を通して、変化の少ないディスプレイデザインを調査しておくこと
第 ６回 物体のディスプレイデザイン 3
〇事前学修 「ラッピングバス」について調査しておくこと。
〇事後学修 一年を通して、変化の少ないディスプレイデザインを調査しておくこと。
第 ７回 空間のディスプレイデザイン 1
〇事前学修 「人体寸法」について調査しておくこと。
〇事後学修 「変化の少ないディスプレイデザイン」についてまとめておくこと。
第 ８回 空間のディスプレイデザイン 2
〇事前学修 「動作寸法」について調査しておくこと。
〇事後学修 季節ごとに変化するディスプレイデザインを調査しておくこと。
第 ９回 空間のディスプレイデザイン 3
〇事前学修 「ウィンドウディスプレイ」について調査しておくこと。
〇事後学修 季節ごとに変化するディスプレイデザインを調査しておくこと。
第 １０回 視覚化されないデザイン
〇事前学修 「パースイメージ」について調査しておくこと。
〇事後学修 イベントごとに変化するディスプレイデザインを調査しておくこと。
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第 １１回 デザイン制作 1
〇事前学修 アイディアスケッチを制作してくること。
〇事後学修 イベントごとに変化するディスプレイデザインを調査しておくこと。
第 １２回 デザイン制作 2
〇事前学修 デザインコンセプトをまとめておくこと。
〇事後学修 「変化するディスプレイデザイン」についてまとめておくこと。
第 １３回 デザイン制作 3
〇事前学修 デザイン案を制作しておくこと。
〇事後学修 次回の発表後、質問などに回答できるようにしておくこと。
第 １４回 プレゼンテーションと講評
〇事前学修 プレゼンテーションの練習をしておくこと。
〇事後学修 プレゼンテーションの講評を聴き、改善に努めること。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 今まで調べた用語を整理し、まとめておくこと。
〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。

【テキスト】
担当者が制作した教材をスクリーンに表示する。
【参考書・参考資料等】
参考になる事例や書籍、Webサイトなどを紹介する。
【成績評価の方法等】
課題（50%）、プレゼンテーション（30%）、授業への取り組み（20%）で評価する。
【履修要件等】
Illustrator 及び Photoshopが使用できることが望ましい。
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評価が「合」

BD19-204060-C
区

分

専門応用科目－商品企画・販売デ
ザイン科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 前期

担当教員

木原 一郎

インテリア・コーディネート

授業形態

Interior Coordination

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
住む人やお客様にとって快適な住空間・店舗店舗空間を作るために適切な提案・助言を行うインテリアコーディネ
ーターに必要となる、インテリア（家具、ファブリックス、照明器具、住宅設備等）に関する知識を教えます。また
、物件調査や計画を通して、インテリアデザインへの思想を深めます。
【授業の到達目標】
インテリアコーディネーターの資格取得にむけた基礎知識や基礎技術、思想を得ることができます。
インテリアコーディネーターに必要な総合的な判断力・提案力の基礎を得ることができます。
【授業の概要】
私たちの住まいや店舗空間をより心地のよいものにするインテリアコーディネーターの仕事を、インテリア産業協
会が行うインテリアコーディネーター試験で必要とされる知識に沿って講義方式の授業を行う。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「授業の到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 身長スケール：寸法
〇事前学修 指定された参考書の範囲を読み、わからない単語を調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ３回 身長スケール：家具・照明
〇事前学修 指定された参考書の範囲を読み、わからない単語を調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ４回 身長スケール：素材・計画
〇事前学修 指定された参考書の範囲を読み、わからない単語を調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ５回 身長スケール：計画・発表・まとめ
〇事前学修 指定された参考書の範囲を読み、わからない単語を調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ６回 住環境：表現基礎技術：スケッチ
〇事前学修 指定された参考書の範囲を読み、わからない単語を調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ７回 住環境：表現基礎技術：各種図面
〇事前学修 指定された参考書の範囲を読み、わからない単語を調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ８回 住環境：寸法、配置、照明、設備：提案
〇事前学修 指定された参考書の範囲を読み、わからない単語を調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 ９回 住環境：まとめ
〇事前学修 今までの学習範囲を見直し、理解しておくこと
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 １０回 店舗空間・公共空間：事例紹介・デザイン分析：色彩
〇事前学修 指定された参考書の範囲を読み、わからない単語を調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
89

第 １１回 店舗空間・公共空間：事例紹介・デザイン分析：サイン計画
〇事前学修 指定された参考書の範囲を読み、わからない単語を調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 １２回 店舗空間・公共空間：計画・表現１
〇事前学修 指定された参考書の範囲を読み、わからない単語を調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 １３回 店舗空間・公共空間：計画・表現２
〇事前学修 指定された参考書の範囲を読み、わからない単語を調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 １４回 店舗空間・公共空間：計画・表現３
〇事前学修 指定された参考書の範囲を読み、わからない単語を調査しておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、理解が不十分だった部分を確認すること。
第 １５回 店舗空間・公共空間：最終発表・まとめ
〇事前学修 今までに学習した範囲を見直しておくこと。
〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。

【テキスト】
適宜資料を配布します。
【参考書・参考資料等】
インテリアコーディネーターハンドブック
【成績評価の方法等】
最終発表（40％）、まとめ時小テスト（45％）、デザイン分析レポート（15％）

評価が「合」

【履修要件等】
インテリアコーディネーター資格試験の予備知識だけでなく、それぞれの思考や思想も深め宇講義です。各自の身の
回りですぐに応用できる講義です。
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分

専門応用科目－アート＆エンター
テインメント科目

授業科目
英

訳
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1 年次 前期

担当教員

岡川 卓詩

映像論

授業形態

Film Theory

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
近年、映像はソーシャルメディアなど多種多用なメディアに活用されている。映像を観るとともに多角的な視点か
ら読み解くことで、視覚表現や新たな表現手法に必要とされる様々な背景、構造、技術を学ぶ。それらを考察、分析
できる能力や知識を養い、実践的に活用できることを目的とする。
【授業の到達目標】
映像の読み解きについて学び、ただ観るという消費者の立場から映像の目的や効果、構造、技法などが分析でき、
客観的な視点を獲得することができる。また今後、映像に関する分野、領域に活用できるようになることを目標とす
る。
【授業の概要】
様々なジャンルや時代の映像を鑑賞する講義形式の授業である。映像史を理解しながら作品における構造や技法、
表現方法について学ぶ。また時代背景、社会状況、文化などの視点からも映像の考察を行う。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
授業では、ディスカッション、ディベートを行うことで理解を深める内容を計画している。
・授業の一部でディスカッション、ディベートなどを行う。
・毎時間、小レポートを提出する。
・資料はネット上に載せてあるため、自主学修をすることができる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 初期の映像
〇事前学修 指定された映像について調べておくこと。
〇事後学修 小レポートで不十分だった箇所を追加・修正すること。
第 ３回 初期のアニメーション
〇事前学修 指定された映像について調べておくこと。
〇事後学修 小レポートで不十分だった箇所を追加・修正すること。
第 ４回 映画をたどる（1）映画の初期
〇事前学修 指定された映像について調べておくこと。
〇事後学修 小レポートで不十分だった箇所を追加・修正すること。
第 ５回 映画をたどる（2）SF 映画
〇事前学修 指定された映像について調べておくこと。
〇事後学修 小レポートで不十分だった箇所を追加・修正すること。
第 ６回 映画をたどる（3）日本映画
〇事前学修 指定された映像について調べておくこと。
〇事後学修 小レポートで不十分だった箇所を追加・修正すること。
第 ７回 映画をたどる（4）世界の映画
〇事前学修 指定された映像について調べておくこと。
〇事後学修 小レポートで不十分だった箇所を追加・修正すること。
第 ８回 アニメーションをたどる（1）日本のアニメーション
〇事前学修 指定された映像について調べておくこと。
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〇事後学修 小レポートで不十分だった箇所を追加・修正すること。
第 ９回 アニメーションをたどる（2）日本のアニメーション
〇事前学修 指定された映像について調べておくこと。
〇事後学修 小レポートで不十分だった箇所を追加・修正すること。
第 １０回 アニメーションをたどる（3）世界のアニメーション
〇事前学修 指定された映像について調べておくこと。
〇事後学修 小レポートで不十分だった箇所を追加・修正すること。
第 １１回 アートアニメーション
〇事前学修 指定された映像について調べておくこと。
〇事後学修 小レポートで不十分だった箇所を追加・修正すること。
第 １２回 ドキュメンタリー映像
〇事前学修 指定された映像について調べておくこと。
〇事後学修 小レポートで不十分だった箇所を追加・修正すること。
第 １３回 ミュージックビデオ
〇事前学修 指定された映像について調べておくこと。
〇事後学修 小レポートで不十分だった箇所を追加・修正すること。
第 １４回 アートとしての映像
〇事前学修 指定された映像について調べておくこと。
〇事後学修 小レポートで不十分だった箇所を追加・修正すること。
第 １５回 映像の現在
〇事前学修 指定された映像について調べておくこと。
〇事後学修 小レポートで不十分だった箇所を追加・修正すること。

【テキスト】
適宜プリントやデータを配布する。
【参考書・参考資料等】
必要に応じて指示。また、参考になる書籍や映像、WEBサイトなどは随時紹介していく。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
レポート提出（50％）、小レポート提出（40％）、積極的な授業への取り組み（10％）で総
合的に評価する。
【履修要件等】
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単位数

2 単位

【授業の目的】
クリエイターに必要な新たな表現手法の獲得やデザイナーに必要な視覚表現を磨くための基礎になる映像撮影及び
写真撮影の知識、技術を習得する。デジタル映像制作に欠かせないコンピュータを使った画像処理、ノンリニアの映
像ソフトウェアの基本的なオペレーションを習得することを目的とする。
【授業の到達目標】
映像、写真撮影に必要な基本知識や技術を身につけることができる。さらにそれぞれのメディアの特徴的な性質を
理解することができる。また映像制作に必要なソフトウェアを使用した編集操作ができるようになる。
【授業の概要】
今後の映像制作に必要となるデジタルカメラによる撮影技術やソフトウェアを用いた演習を行う。写真（静止画）
とビデオ（動画）という2種類の映像メディアを用いて、映像による視覚伝達の効果を学ぶ。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
授業では、演習を行うことで理解を深める内容を計画している。
・カメラの操作方法や撮影の知識・方法を学び、関連課題に対して一眼レフカメラを用いて撮影を行う。
・映像制作に必要な映像文法を学び、画コンテの作成を行う。
・毎時間、課題の成果物を提出する。最終課題にはプレゼンテーション及び講評を行う。
・資料はネット上に載せてあるため、自主学修をすることができる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 写真撮影の知識、機材の使い方
〇事前学修 プロの写真家が撮影した写真作品などを調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ写真撮影の知識について復習しておくこと。（次回小テスト）
第 ３回 基礎知識に関連した撮影及び小テスト
〇事前学修 授業で学んだ写真撮影の知識について勉強しておくこと。
〇事後学修 小テストで不十分だったところを復習しておくこと。
第 ４回 撮影の基本テクニック（1）「構図」（課題提出）
〇事前学修 前回の授業で撮影した写真を見直しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ「構図」をテーマに再度撮影すること。
第 ５回 撮影の基本テクニック（2）「光」（課題提出）
〇事前学修 「構図」の課題で撮影した写真を見直しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ「構図」、「光」をテーマに再度撮影すること。
第 ６回 撮影の応用テクニック「ボケ」（課題提出）
〇事前学修 「光」の課題で撮影した写真を見直しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ「ボケ」をテーマに再度撮影すること。
第 ７回 画像編集の基礎 （課題提出）
〇事前学修 他の授業で学んだ Adobe Photoshop の操作方法を復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ Adobe Photoshop の機能を復習すること。
第 ８回 動画機材の使い方、動画撮影の基礎 （課題提出）
〇事前学修 授業の第２回から第 6 回まで学んだカメラの操作、撮影方法を復習しておくこと。
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〇事後学修 授業で学んだ動画撮影の手法を用いて再度撮影すること。
第 ９回 Adobe Premiere の基本操作（1）「取り込み・トリミング・トランジッション機能」
〇事前学修 ノンリニア編集について理解を深めること。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １０回 Adobe Premiere の基本操作（2）「レイヤー・サウンド・エフェクト・書き出し機能」（課題提
出）
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について課題を行うこと。
第 １１回 映像文法による制作（1）「映像文法について 事例作品の鑑賞」
〇事前学修 提出する課題を完成させておくこと。
〇事後学修 参考になる作品を調査・分析すること。
第 １２回 映像文法による制作（2）「画コンテの作成」
〇事前学修 作品の構想をしておくこと。
〇事後学修 画コンテを完成させること。（次回提出）
第 １３回 映像文法による制作（3）「グループワークで撮影」（課題提出）
〇事前学修 画コンテを完成させておくこと。
〇事後学修 撮影を完了させること。
第 １４回 映像文法による制作（4）「編集作業」（課題提出）
〇事前学修 撮影を完了させておくこと。
〇事後学修 編集を完了させること。
第 １５回 映像文法による制作（5） 「プレゼンテーション及び講評」（課題提出）
〇事前学修 作品を完成させておくこと。
〇事後学修 講評などを踏まえ、作品について評価すること。

【テキスト】
適宜プリントやデータを配布する。
【参考書・参考資料等】
必要に応じて指示。また、参考になる書籍や映像、WEBサイトなどは随時紹介していく。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
授業中の課題及び最終発表（80％）、積極的な授業への取り組み（20％）で総合的に評価す
る。
【履修要件等】
授業で使用するカメラは貸し出しをする。ただし一眼レフカメラを持っている場合、持参すること。
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【授業の目的】
近年、オンラインメディア時代における映像媒体による情報伝達が注目されている。本講義では、映像表現のための
基礎知識と技術の両方をバランスよく身につけることを目指す。映像制作技術の習得。特にコンピュータ操作による
映像編集を学び、テーマに合わせた制作を通して撮影から編集までの基礎を習得する。
【授業の到達目標】
・映像表現に必要な映像理論の基礎を理解する。
・自ら映像表現を行うための撮影、編集、仕上げの技術を理解する。
【授業の概要】
映像表現のための基礎知識と技術の両方をバランスよく身につけるためにAdobe After EffectsとAdobe Premiere Pro
を主に使い、基礎的な映像制作のプロセスの技法を学び、撮影と編集の実践を通じて理解を深める。講義の終わりに
は、各人が制作した映像作品の発表を行い、グループ討議や合評などを行う。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
授業では、演習を行うことで理解を深める内容を計画している。
・映像編集ソフトウェアの操作を行う。
・立案・画コンテ作成、撮影、編集、完成までの映像制作に必要な一連のプロセスを体験する。
・毎時間、進捗状況を提出する。最終課題にはプレゼンテーション及び講評を行う。
・資料はネット上に載せてあるため、自主学修をすることができる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 編集ソフト（1）「ベーシック機能の習得」
〇事前学修 Adobe After Effect について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ３回 編集ソフトの基礎（2）「タイムライン機能の習得」
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ４回 映像文法による制作（1）「画コンテの作成」
〇事前学修 映像の構想をしておくこと。
〇事後学修 画コンテを完成させること。
第 ５回 映像文法による制作（2）「撮影の基礎」
〇事前学修 映像文法について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 ６回 映像文法による制作（3）「編集」
〇事前学修 タイムラインについて調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 ７回 オープニング映像の作成（1）「基礎」
〇事前学修 オープニング映像について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 ８回 オープニング映像の作成（2）「応用」
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
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〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 ９回 タイムワープエフェクトの理解
〇事前学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
〇事後学修 タイムワープエフェクトについて調べておくこと。
第 １０回 モーショングラフィックスの理解（1）「マスクの作成の基礎」
〇事前学修 マスクの作成について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 １１回 モーショングラフィックスの理解（2）「マスクの作成の応用」
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 １２回 モーショングラフィックスの理解（3）「テキストアニメーションの作成の応用」
〇事前学修 テキストアニメーションについて調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 １３回 グリーンバック（クロマキー）（1）「撮影素材の合成」
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 １４回 グリーンバック（クロマキー）（2）「合成の応用」
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 １５回 プレゼンテーション及び講評会（課題提出）
〇事前学修 作品を完成させておくこと。
〇事後学修 講評などを踏まえ、作品について評価すること。

【テキスト】
適宜プリント及びPDFデータを配布する。
【参考書・参考資料等】
必要に応じて指示。また、参考になる書籍や映像などは随時紹介していく。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
授業中の課題及び最終発表（80％）、積極的な授業への取り組み（20％）で総合的に評価す
る。
【履修要件等】
写真・映像演習を履修していることが望ましい。
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BD19-205040-C
区

分

専門応用科目－アート＆エンター
テインメント科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

趙 領逸

映像メディア表現II

授業形態

Expression of Images by Visual Media II

単独

3 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
映像メディア表現Ⅰで習得した知識を踏まえ、さらに高度な制作方法を学ぶ。ターゲットユーザーを設定したCM（コ
マーシャルメッセージ）制作及びVR（バーチャル・リアリティ）動画の編集からHMD（ヘッドマウントディスプレイ）
用の制作など、オンラインメディア分野における情報伝達の理解と提案及び批評眼を養うことを目的とする。
【授業の到達目標】
・CM（コマーシャルメッセージ）に必要な映像理論を理解する。
・VR動画の編集、HMDへの仕上げの技術を理解する。
・映像表現のための中・高級知識と技術の両方をバランスよく身につける。
【授業の概要】
主にAdobe After Effects（動画編集ソフト）とUnity（2D/3Dコンテンツ開発ソフト）を使い、360度カメラで撮影し
た素材を編集し、映像作品および応用作品を制作する。また、インターネット放送用のCM映像撮影方法と合成技術を
身につけていく。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
授業では、演習を行うことで理解を深める内容を計画している。
・映像編集ソフトウェア、2D/3Dコンテンツ開発ソフトウェアの操作を行う。
・360度撮影、編集、完成までの映像制作に必要な一連のプロセスを体験する。
・毎時間、進捗状況を提出する。最終課題にはプレゼンテーション及び講評を行う。
・資料はネット上に載せてあるため、自主学修をすることができる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 撮影スタジオの各機材の使い方、撮影方の解説
〇事前学修 基礎的なカメラの操作方法について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ３回 クロマキー撮影と複数カメラのコントロール
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること
第 ４回 制作課題（1）「ネット配信動画の企画・画コンテ」
〇事前学修 映像の構想をしておくこと。
〇事後学修 画コンテを完成させること。
第 ５回 制作課題（2）「ネット配信動画の撮影」
〇事前学修 マルチカメラコントロールについて調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 ６回 制作課題（3）「ネット配信動画の編集」
〇事前学修 マルチカメラ編集について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 ７回 Adobe After Effects の事例紹介及び応用操作
〇事前学修 CM 映像について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
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第 ８回 Adobe After Effects のキーフレームアニメーションの理解
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 ９回 Adobe After Effects の応用（1）「モーションタイポグラフィの制作」
〇事前学修 タイムワープエフェクトについて調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 １０回 Adobe After Effects の応用（2）「プリコンポジットを活用した複雑な編集効果」
〇事前学修 マスクの作成について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 １１回 Adobe After Effects の応用（3）「モーションコントロール」
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 １２回 Unity を用いた VR 映像コントロール（1）「基礎」
〇事前学修 VR 映像について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 １３回 Unity を用いた映像コントロール（2）「応用」
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 １４回 Unity を用いた映像コントロール（3）「編集」
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ撮影機能について復習すること。
第 １５回 プレゼンテーション及び講評会（課題提出）
〇事前学修 作品を完成させておくこと。
〇事後学修 講評などを踏まえ、作品について評価すること。

【テキスト】
PDFデータ及び映像制作サンプルソースを配布する。
【参考書・参考資料等】
必要に応じて指示。また、参考になる書籍や映像などは随時紹介していく。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
授業中の課題及び最終発表（80％）、積極的な授業への取り組み（20％）で総合的に評価す
る。
【履修要件等】
映像メデイア表現Ⅰを履修していることが望ましい。
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BD19-205050-B
区

分

専門応用科目－アート＆エンター
テインメント科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 前期

担当教員

神垣 太持

デジタル音楽

授業形態

Digital Music

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
ＩＴ時代に必要となる情報コンテンツの作成に不可欠な音楽の作成、利用に必要な技術について習得し、情報コン
テンツとして公開する際に発生する著作権などの種々の法的、倫理的な問題についても学び、情報発信者の総合的な
育成を目的とする。
【授業の到達目標】
音楽の電子化に関する基礎知識を習得し、楽譜を電子コンテンツ化し、活用できる。
【授業の概要】
情報コンテンツの作成に不可欠な音楽の作成、利用に必要な技術について、まず音楽を情報コンテンツに載せる際
に必要な理論、技術について学び、その後、実習を中心とした実際のデータ作成について学ぶ。さらに、情報コンテ
ンツとして公開する際に発生する著作権などの種々の法的、倫理的な問題についても学ぶ。講義で習ったことを実習
で確認するといった形態ですすめる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 音におけるアナログとデジタル（1）音、音程、音色
〇事前学修 シラバスの内容をよく読み、理解しておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ２回 音におけるアナログとデジタル（2）サンプリング、シンセサイザ
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 実習した内容を自分自身で再度確認しておくこと。
第 ３回 楽典と MIDI（1）譜表、リズムと拍子、音調と音階
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ４回 楽典と MIDI（2）MIDI 規格、GM 規格
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ５回 楽典と MIDI（3）シーケンサ、DAW
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 ６回 デジタル音楽の編曲（1）デジタル音楽特有の表現方法
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 実習した内容を自分自身で再度確認しておくこと。
第 ７回 デジタル音楽の編曲（2）デジタル音源の制御
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 実習した内容を自分自身で再度確認しておくこと。
第 ８回 デジタル音楽の編曲（3）打楽器の表現
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 実習した内容を自分自身で再度確認しておくこと。
第 ９回 デジタル音楽の編曲（4）編曲実習
〇事前学修 入力する楽曲を選曲し、その楽譜を確認しておくこと。
〇事後学修 実習した内容を自分自身で再度確認しておくこと。
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第 １０回 情報コンテンツの作成（1）トラックデータの調整
〇事前学修 入力した楽曲データを確認し、各自で調整しておくこと。
〇事後学修 実習した内容を自分自身で再度確認しておくこと。
第 １１回 情報コンテンツの作成（2）Web 公開のためのデータ変換
〇事前学修 入力した楽曲データを確認し、各自で調整しておくこと。
〇事後学修 実習した内容を自分自身で再度確認しておくこと。
第 １２回 情報コンテンツの作成（3）HTML への埋め込み
〇事前学修 入力した楽曲データを確認し、各自で調整しておくこと。
〇事後学修 実習した内容を自分自身で再度確認しておくこと。
第 １３回 配信と著作権（1）音声圧縮
〇事前学修 入力した楽曲データを確認し、各自で調整しておくこと。
〇事後学修 実習した内容を自分自身で再度確認しておくこと。
第 １４回 配信と著作権（2）著作権の調査と許諾
〇事前学修 テキストの該当部分を見て、不明点をまとめておくこと。
〇事後学修 テキストの該当部分を見て、要点をまとめておくこと。
第 １５回 作品発表会（作品発表・相互評価・意見交換）
〇事前学修 入力した楽曲データを確認し、各自で調整しておくこと。
〇事後学修 他の受講生の意見をまとめ、それらをもとに自身の作品について自己評価する。

【テキスト】
担当者が作成した小冊子を配布する。
【参考書・参考資料等】
DTMに役立つ音楽ハンドブック（岡素世、自由現代社）
ならびに、担当者が作成した小冊子を配布する
【成績評価の方法等】
レポート（作品）(70%)、実習時の授業への取り組み(30%)で総合的に評価する。
【履修要件等】
小中学校程度の音楽楽典の知識を有する者
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評価が「合」

BD19-205110-A
区

分

専門応用科目－アート＆エンター
テイメント科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

穴迫 隆宏

スケッチ

授業形態

Sketch

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
幾何形態や身近に存在するものを描くことによって、構図、形の捉え方、明暗表現、空間表現などの基礎的能力を
身につけると共に、ものを見る目「観察力」の向上を目的とする。
キャラクターデザインの制作に対応した人体の構造や動きについて理解を深める。
【授業の到達目標】
デザイン分野におけるスケッチの大切さを知り、ものを見る目「観察力」を向上させる。
人体の構造や動きについて知識や理解を深め、人間らしさの表現が出来るようになる。
【授業の概要】
デザイン、CG、アニメーション等の表現を、効率的に行なうための基礎的な能力としてのデッサン力を修得するた
め、鉛筆でのスケッチを行う。手で描いたデッサンを基に、CGデッサンの「効果的」「効率的」な表現に結びつける
。
毎回人物クロッキーをおこなう。さらに、講評会にて人体の構造や動きについて知識や理解を深める。
【授業計画と準備学修】
第 １回 「オリエンテーション」 デザイン分野におけるスケッチの大切さ
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 与えられた課題について作品を制作すること。（次回提出、講評会を行う）
第 ２回 「グレースケール」の制作 10 段階のグラデーションによる表現
〇事前学修 指示された道具を購入準備しておく。
〇事後学修 与えられた課題について作品を制作すること。（次回提出、講評会を行う）
第 ３回 「静物のスケッチ１」①幾何学形態（球、円錐等）の観察と構造の捉え方
〇事前学修 鉛筆をカッターを使って美しく削っておく。
〇事後学修 与えられた課題について作品を制作すること。（次回提出、講評会を行う）
第 ４回 「静物のスケッチ１」②幾何学形態（球、円錐等）の観察と構造の捉え方
〇事前学修 反射光について調べておく。
〇事後学修 与えられた課題について作品を制作すること。（次回提出、講評会を行う）
第 ５回 「静物のスケッチ２」①幾何学形態（立方体、円柱等）の観察と構造の捉え方
〇事前学修 円錐を描いた作品やメモを見直し、円柱の描画に共通する点を考えておく。
〇事後学修 与えられた課題について作品を制作すること。（次回提出、講評会を行う）
第 ６回 「静物のスケッチ２」②幾何学形態（立方体、円柱等）の観察と構造の捉え方
〇事前学修 三面性について調べておく。
〇事後学修 与えられた課題について作品を制作すること。（次回提出、講評会を行う）
第 ７回 静物のスケッチ３」①質感表現（金属、ガラス、植物、レンガなど）
〇事前学修 円柱や立方体を描いた作品やメモを見直し、ポイントを振り返っておく。
〇事後学修 与えられた課題について作品を制作すること。（次回提出、講評会を行う）
第 ８回 「静物のスケッチ３」②質感表現（金属、ガラス、植物、レンガなど）
〇事前学修 ガラス瓶の「各部の厚み」と「暗さの塊」の関係について調べておく。
〇事後学修 与えられた課題について作品を制作すること。（次回提出、講評会を行う）
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第 ９回 「静物のスケッチ３」③質感表現（金属、ガラス、植物、レンガなど）
〇事前学修 ハイライトとは何かを調べ、どのような場所に入っているのかを確認しておく。
〇事後学修 与えられた課題について作品を制作すること。（次回提出、講評会を行う）
第 １０回 「透視図法」遠近法の理解
〇事前学修 遠近法について調べておく。
〇事後学修 与えられた課題について作品を制作すること。（次回提出、講評会を行う）
第 １１回 「風景のスケッチ」遠近法の応用
〇事前学修 校内でスケッチする場所を探しておく。
〇事後学修 与えられた課題について作品を制作すること。（次回提出、講評会を行う）
第 １２回 「風景のスケッチ」遠近法の応用
〇事前学修 遠近法が効果的に使用され、構図や物の大きさが適当だったかを振り返っておく。
〇事後学修 与えられた課題について作品を制作すること。（次回提出、講評会を行う）
第 １３回 「風景のスケッチ」遠近法の応用
〇事前学修 光の方向がわかるように表現ができ、表現の強弱がなされているか振り返っておく。
〇事後学修 与えられた課題について作品を制作すること。（次回提出、講評会を行う）
第 １４回 「幾何学形態」デジタルデッサン 1（球、円錐等）
〇事前学修 手で描いた球と円錐の作品を見直し、制作のポイントを確認しておく。
〇事後学修 与えられた課題について作品を制作すること。（次回提出、講評会を行う）
第 １５回 「幾何学形態」デジタルデッサン 2（立方体、円柱等）
〇事前学修 手で描いた立方体と円柱の作品を見直し、制作のポイントを確認しておく。
〇事後学修 各課題を振り返り、それぞれのポイントを確認しておくこと。

【テキスト】

【参考書・参考資料等】
鉛筆、クロッキー帳などの画材は購入を要する。
【成績評価の方法等】
授業中の課題（60％）、復習課題（20％）、積極的な授業への取り組み(20%)で評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BD19-205120-A
区

分

専門応用科目－アート＆エンター
テインメント科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

及川 久男

イラストレーション

授業形態

Illustraition

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
使用言語が違っても絵文字（トイレのマーク等）を描くことでもコミュニケーションは成立する。ピクトグラムや
キャラクターデザインの基本となる視覚表現行為に対する恐怖心を排除し、臆することなく楽しく表現することを目
的とする。
【授業の到達目標】
絵を描くことに対する恐怖心を取り除き、臆することなく楽しく表現する。
【授業の概要】
枝を描くことに対する恐怖心を取り除き、コミュニケーションの手段となり得るイラストレーションの基本を、課題
を通して体験する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「授業の到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 キーワードからの発想・表現１
〇事前学修 キーワードから連想される単語を１０個ずつかいとうできるようにしておくこと。
〇事後学修 授業内で完成しなかった場合、完成させてくること。
第 ３回 キーワードからの発想・表現２
〇事前学修 キーワードから連想される単語を１０個ずつかいとうできるようにしておくこと。
〇事後学修 授業内で完成しなかった場合、完成させてくること。
第 ４回 点描、ハッチング１（鉛筆表現）
〇事前学修 点描用のフォーマットを制作しておくこと。
〇事後学修 授業内で完成しなかった場合、完成させてくること。
第 ５回 点描、ハッチング２（ペン表現）
〇事前学修 ハッチング用のフォーマットを制作しておくこと。
〇事後学修 授業内で完成しなかった場合、完成させてくること。
第 ６回 植物の観察・細密描画１（鉛筆表現）
〇事前学修 植物の細密描画について調査しておくこと。
〇事後学修 授業内で完成しなかった場合、完成させてくること。
第 ７回 植物の観察・細密描画２（ペン表現）
〇事前学修 細密描画を行う植物を撮影しておくこと。
〇事後学修 授業内で完成しなかった場合、完成させてくること。
第 ８回 細密画の着彩１
〇事前学修 様々な細密画を調査しておくこと
〇事後学修 授業内で完成しなかった場合、完成させてくること。
第 ９回 細密画の着彩２
〇事前学修 調査をした細密画をまとめておくこと。
〇事後学修 授業内で完成しなかった場合、完成させてくること。
第 １０回 自画像１（形を線で捉える：１写真のトレース）
〇事前学修 自信を撮影しておくこと。
〇事後学修 授業内で完成しなかった場合、完成させてくること。
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第 １１回 自画像２（形を線で捉える：１を面に分割）
〇事前学修 自信を撮影した写真をフォーマット通りに加工しておくこと。
〇事後学修 授業内で完成しなかった場合、完成させてくること。
第 １２回 自画像３（感情 w 色で捉える：カラーシート）
〇事前学修 自画像に使用する色を決定しておくこと。
〇事後学修 授業内で完成しなかった場合、完成させてくること。
第 １３回 エディトリアル１
〇事前学修 テーマを決め、関連する画像を集めておくこと。
〇事後学修 授業内で完成しなかった場合、完成させてくること。
第 １４回 エディトリアル２（言葉→イメージ→イラストレーション）
〇事前学修 テーマを決め、関連する画像を集めておくこと。
〇事後学修 授業内で完成しなかった場合、完成させてくること。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 今までの作品の中から一番良いと思うものを選び、その理由を記述しておくこと。
〇事後学修 授業内で完成しなかった場合、完成させてくること。

【テキスト】
はさみやのりなど個人で準備する画材を、課題ごとに伝達する。
【参考書・参考資料等】

【成績評価の方法等】
授業中の課題（100％）で評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
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BD19-205130-B
区

分

専門応用科目－アート＆エンター
テインメント科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 前期

担当教員

岡川 卓詩、荒川 佳奈

キャラクターデザイン実習

授業形態

Character Design

複数

必選別

選択

単位数

1 単位

【授業の目的】
アドキャラクターやブランドキャラクターといったようにコンテンツ産業では様々な目的や用途によって使用され
ている。イラストレーションとしてのキャラクターだけではなく、調査・分析などデザイン思考のプロセスを行うこ
とで、目的に合うキャラクターの制作を行う。コンセプトイメージを具現化できる描画力や表現力を習得することを
目的とする。
【授業の到達目標】
目的に応じた魅力的なキャラクターの設定、立案することができる。またデッサンなどの基礎力を踏まえた上で、
ペイントソフトウェアやドローソフトウェアを使用したデジタル描画ができるようになる。またイメージしたキャラ
クターを表現でき、実践的に活用できることを目標とする。
【授業の概要】
キャラクターについての知識や目的に応じ設定方法、デッサンなどの基本的な造形要素も学ぶ。ペイントソフトウ
ェアやドローソフトウェアのデジタル描画技法を習得する。課題を通して、実践的なキャラクター制作をする。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
授業では、実習を行うことで理解を深める内容を計画している。
・FireAlpaca、Adobe Illustratorなどの操作を行う。
・調査・分析、立案、設定、ラフなどキャラクターデザインに必要な一連のプロセスを体験する。
・毎時間、進捗状況を提出する。課題の最終にはプレゼンテーション及び講評を行う。
・資料はネット上に載せてあるため、自主学修をすることができる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 デッサン／ドローイング
〇事前学修 デッサンについて復習しておくこと。
〇事後学修 デッサンを完成させること。（次回提出）
第 ３回 キャラクターリサーチ
〇事前学修 興味あるキャラクターを調べておくこと。
〇事後学修 リサーチを完了させること。（次回提出）
第 ４回 ペイントソフトウェアの基礎
〇事前学修 ペイントソフトウェアについて調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ５回 企業ブランドキャラクターデザイン課題（1）「キャラクター設定、ラフ画作業」
〇事前学修 企業ブランドキャラクターについて調べておくこと。
〇事後学修 キャラクター設定、ラフ画作業を完了すること。
第 ６回 企業ブランドキャラクターデザイン課題（2）「描画作業」
〇事前学修 キャラクター設定、ラフ画作業を完了させておくこと。
〇事後学修 描画作業を完了すること。
第 ７回 プレゼンテーション及び講評（課題提出）
〇事前学修 描画作業を完了させておくこと。
〇事後学修 プレゼンテーション及び講評などを踏まえ、追加・修正すること。
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第 ８回 ストーリーキャラクター制作課題（1）「キャラクター設定」
〇事前学修 ストーリーキャラクターについて調べておくこと。
〇事後学修 キャラクター設定を完了すること。
第 ９回 ストーリーキャラクター制作課題（2）「ラフ画作業」
〇事前学修 キャラクター設定を完了させておくこと。
〇事後学修 ラフ画作業を完了するおくこと。
第 １０回 ストーリーキャラクター制作課題（3）「描画作業」
〇事前学修 ラフ画作業を完了させておくこと。
〇事後学修 描画画作業を完了すること。
第 １１回 プレゼンテーション及び講評（課題提出）
〇事前学修 描画作業を完了させておくこと。
〇事後学修 プレゼンテーション及び講評などを踏まえ、追加・修正すること。
第 １２回 SNS キャラクターデザイン課題（1）「キャラクター設定」
〇事前学修 SNS キャラクターについて調べておくこと。
〇事後学修 キャラクター設定を完了すること。
第 １３回 SNS キャラクターデザイン課題（2）「ラフ画作業」
〇事前学修 キャラクター設定を完了させておくこと。
〇事後学修 ラフ画作業を完了するおくこと。
第 １４回 SNS キャラクターデザイン課題（3）「描画作業」
〇事前学修 ラフ画作業を完了させておくこと。
〇事後学修 描画画作業を完了すること。
第 １５回 プレゼンテーション及び講評（課題提出）
〇事前学修 描画作業を完了させておくこと。
〇事後学修 講評などを踏まえ、作品について評価すること。

【テキスト】
適宜プリントやデータを配布する。
【参考書・参考資料等】
必要に応じて指示。また、参考になる書籍や映像、WEBサイトなどは随時紹介していく。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
授業中の課題及び最終発表（80％）、積極的な授業への取り組み（20％）で総合的に評価す
る。
【履修要件等】
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BD19-205140-A
区

分

専門応用科目ーアート＆エンター
テインメント科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 前期

担当教員

高木 尚光

アニメーション制作基礎

授業形態

Basic Computer Animation

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
初心者に扱いやすいアニメーション制作ソフトウエアを用いて、アニメーション作成ソフトウエアの基本的操作を習
得すると共に、アニメーションのできるまでの基本的な作成過程を理解することを目標とする。さらに、各自が簡単
なアニメーション作品を制作する。
【授業の到達目標】
アニメーション作成過程の基礎を学び、アニメーション作成の基本的な操作ができる。
【授業の概要】
作品を実際に制作することにより、アニメーション制作の手順などの技術的知識の確認を行う形態で授業を実施する
。
【授業計画と準備学修】
第 １回 アニメーション作成の流れ
〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「授業の到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 アニメーション作成の流れを理解しておくこと。
第 ２回 ソフトウエアの操作方法
〇事前学修 配布資料で「ソフトウエアの操作方法」を確認しておくこと。
〇事後学修 基本的な操作を再度確認すること。
第 ３回 通常物体のモデリング
〇事前学修 「通常物体」と「モデリング」について配布資料などで調べておくこと。
〇事後学修 第 3 回の授業を理解すること。課題を制作しておくこと（次回提出）。
第 ４回 マテリアルの設定
〇事前学修 「マテリアル」について配布資料などで調べておくこと。
〇事後学修 課題を制作しておくこと（次回提出）。
第 ５回 背景の設定
〇事前学修 「背景の設定」について資料などで調べ、理解しておくこと。
〇事後学修 課題を制作しておくこと（次回提出）。
第 ６回 カメラワーク、シーンの設定
〇事前学修 「カメラワークの設定」と「シーンの設定」を比較し、理解をしておくこと。
〇事後学修 課題を制作しておくこと（次回提出）。
第 ７回 ライティングの設定
〇事前学修 「ライティング」について資料などで調べておくこと。
〇事後学修 課題を制作しておくこと（次回提出）。
第 ８回 通常物体のモーション設定
〇事前学修 「モーション」について資料などで調べておくこと。
〇事後学修 課題を制作しておくこと（次回提出）。
第 ９回 通常物体のアニメーション
〇事前学修 「レンダリング」を資料などで調べておくこと。
〇事後学修 課題を制作しておくこと（次回提出）。
第 １０回 多関節物体のモデリング
〇事前学修 「多関節物体」を資料などで調べておくこと。
〇事後学修 課題を制作しておくこと（次回提出）。
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第 １１回 多関節物体のアクション設定
〇事前学修 「アクション」を資料などで調べておくこと。
〇事後学修 課題を制作しておくこと（次回提出）。
第 １２回 多関節物体のモーション設定
〇事前学修 「モーション」を資料などで調べ、「アクション」との比較で理解しておくこと。
〇事後学修 課題を制作しておくこと（次回提出）。
第 １３回 多関節物体のアニメーション
〇事前学修 第 9 回との比較で理解しておくこと。
〇事後学修 課題を制作しておくこと（次回提出）。
第 １４回 自由作品制作（1）モデリングまで
〇事前学修 第 3 回から第 13 回の授業を自分なりにまとめておくこと。
〇事後学修 自分の作品を制作しておくこと。
第 １５回 自由作品制作（2）完成まで、まとめ
〇事前学修 前回授業で制作した作品で不十分だった部分を確認しておくこと。
〇事後学修 自分の作品を完成させること。

【テキスト】
適宜、資料を配付する。
【参考書・参考資料等】

【成績評価の方法等】
課題提出(100%)により評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
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BD19-205150-B
区

分

専門応用科目－アート＆エンター
テインメント科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

岡川 卓詩

アニメーション制作応用Ⅰ

授業形態

Computer Animation Production I

単独

2 年次 後期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
近年では様々な分野でアニメーションが活用されている。このことを理解しながら、動き、フレーム、タイムライ
ンなどの構造やアニメーション作成ソフトウェアの基本的な操作方法、制作に対する思考性や姿勢を学び、テーマに
合わせた制作を行う。ゲーム、アニメーションなどのコンテンツ産業でマルチメディアに活用できることを目的とす
る。
【授業の到達目標】
基本的なアニメーション制作の方法を学び、多種多用な手法についても理解を深めることができる。またアニメー
ション作成ソフトの基礎操作を習得できる。企画、画コンテ、制作といったプロセスを体験することで目的に応じた
2Dアニメーションが制作できるようになる。
【授業の概要】
多用なアニメーションの技法を理解するために、シームレスアニメーションを可能にするソフトウェアLive2Dの操
作方法を習得する。さらにアニメーションの基礎知識を学び、Adobe Animateの操作方法を習得しつつ、絵を描くこと
が苦手でも人物の動きを簡単にアニメーションにできる手法、トレースアニメーションを用いて制作する。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
授業では、演習を行うことで理解を深める内容を計画している。
・アニメーション作成ソフトウェアの操作を行う。
・立案、画コンテ作成、制作までのアニメーション制作に必要な一連のプロセスを体験する。
・毎時間、進捗状況を提出する。最終課題にはプレゼンテーション及び講評を行う。
・資料はネット上に載せてあるため、自主学修をすることができる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 Live2D の基礎（1）「下絵・パーツの振り分け・ポリゴン・デフォーマ機能」
〇事前学修 Live2D について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ３回 Live2D の基礎（2）「パラメーター・アニメーション・書き出し機能」
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ４回 キャラクターアニメーション課題（1）「キャラクターの作画」
〇事前学修 キャラクターのラフを考えておくこと。
〇事後学修 作画の追加・修正すること。
第 ５回 キャラクターアニメーション課題（2）「キャラクターを動かす」
〇事前学修 キャラクターを完成させておくこと。
〇事後学修 授業ではできなかった様々な機能や動きを試しておくこと。
第 ６回 キャラクターアニメーション課題（3）プレゼンテーション及び講評会（課題提出）
〇事前学修 キャラクターアニメーション作品を完成させておくこと。
〇事後学修 講評などを踏まえ、作品について評価すること。
第 ７回 Adobe Animate の基礎（1）「モーショントゥイーン・シェイプトゥイーン」
〇事前学修 Adobe Animate について調べておくこと。
109

〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ８回 Adobe Animate の基礎（2）「入れ子アニメーション」
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ９回 Adobe Animate の基礎（3）「画像・文字アニメーション」
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １０回 トレースアニメーション制作課題（1）「画コンテの作成」
〇事前学修 作品の構想をしておくこと
〇事後学修 画コンテを完成させること。（次回提出）
第 １１回 トレースアニメーション制作課題（2）「トレースアニメーションの制作方法」
〇事前学修 画コンテを完成させておくこと。
〇事後学修 制作スケジュールを立て、作画を開始すること。
第 １２回 トレースアニメーション制作課題（3）「作画作業」
〇事前学修 スケジュールに合わせて作画を進めておくこと。
〇事後学修 スケジュールに合わせて作画を進めること。
第 １３回 トレースアニメーション制作課題（4）「作画作業」
〇事前学修 スケジュールに合わせて作画を進めておくこと。
〇事後学修 スケジュールに合わせて作画を進めること。
第 １４回 トレースアニメーション制作課題（5）「編集作業」
〇事前学修 作画を完了しておくこと。
〇事後学修 編集を完了させること。（次回提出）
第 １５回 プレゼンテーション及び講評会（課題提出）
〇事前学修 作品を完成させておくこと。
〇事後学修 講評などを踏まえ、作品について評価すること。

【テキスト】
適宜プリントやデータを配布する。
【参考書・参考資料等】
必要に応じて指示。また、参考になる書籍や映像、WEBサイトなどは随時紹介していく。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
授業中の課題及び最終発表（80％）、積極的な授業への取り組み（20％）で総合的に評価す
る。
【履修要件等】
写真・映像演習を履修していることが望ましい。
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BD19-205160-C
区

分

専門応用科目－アート＆エンター
テインメント科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

岡川 卓詩

アニメーション制作応用Ⅱ

授業形態

Computer Animation ProductionⅡ

単独

3 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
アニメーション制作応用Ⅰで習得した知識や技術を踏まえつつ絵を描く手法を取り入れた、さらに高度な制作方法
を学ぶ。実践的なプロセスでアニメーション制作を行うことで、ゲーム、アニメーションなどのコンテンツ産業でマ
ルチメディアに活用できることを目的とする。
【授業の到達目標】
ストーリー性のあるアニメーションの構成や制作方法を理解することができる。またペイントソフトと動画編集ソ
フトウェアのアニメーション制作に特化した機能を習得することができる。最終的には、短編のアニメーション作品
が制作できるようになることを目標とする。
【授業の概要】
シーンをつなげたアニメーションの制作方法や構成を学び、立案から画コンテ作成を行う。FireAlpaca（ペイント
ソフト）、Adobe Photoshop（画像編集ソフト）、Adobe After Effects（動画編集ソフト）を総合的に使用した制作
方法を習得し、短編アニメーション作品を制作する。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
授業では、演習を行うことで理解を深める内容を計画している。
・ペイントソフトウェア、画像編集ソフトウェア、動画編集ソフトウェアの操作を行う。
・立案、画コンテ作成、制作までのアニメーション制作に必要な一連のプロセスを体験する。
・毎時間、進捗状況を提出する。最終課題にはプレゼンテーション及び講評を行う。
・資料はネット上に載せてあるため、自主学修をすることができる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 ペイントソフトウェアの基礎
〇事前学修 FireAlpaca について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ３回 課題（1）「ペイントソフトウェアを使用した作画作成」
〇事前学修 作画の構想をしておくこと。
〇事後学修 作画を完成させること。（次回提出）
第 ４回 Adobe After Effects を使用したアニメーション制作の基礎（1）「タイムリマップ」
〇事前学修 作画を完成させておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること
第 ５回 課題（2）「動きをテーマにしたアニメーション制作」
〇事前学修 動きをテーマにしたアニメーションの構想をしておくこと。
〇事後学修 課題を完成させておくこと。（次回提出）
第 ６回 Adobe After Effects を使用したアニメーション制作の基礎（2）「パペットピン」
〇事前学修 課題を完成させること。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ７回 課題（3）「シーンをつなげたアニメーション制作」
〇事前学修 シーンをつなげたアニメーションの構想をしておくこと。
〇事後学修 課題を完成させておくこと。（次回提出）
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第 ８回 Adobe After Effects を使用したアニメーション制作の応用「親子関係」
〇事前学修 課題を完成させること。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ９回 課題（4）「ループするアニメーション制作」
〇事前学修 ループするアニメーションの構想をしておくこと。
〇事後学修 課題を完成させておくこと。（次回提出）
第 １０回 短編アニメーション制作課題（1）「画コンテの作成」
〇事前学修 作品の構想をしておくこと。
〇事後学修 画コンテを完成させること。（次回提出）
第 １１回 短編アニメーション制作課題（2）「作画作業」
〇事前学修 画コンテを完成させておくこと。
〇事後学修 スケジュールに合わせて作画を進めること。
第 １２回 短編アニメーション制作課題（3）「作画作業」
〇事前学修 スケジュールに合わせて作画を進めておくこと
〇事後学修 スケジュールに合わせて作画を進めること。
第 １３回 短編アニメーション制作課題（4）「作画作業」
〇事前学修 スケジュールに合わせて作画を進めておくこと。
〇事後学修 スケジュールに合わせて作画を進めること
第 １４回 短編アニメーション制作課題（5）「編集作業」
〇事前学修 作画を完了しておくこと。
〇事後学修 編集を完了させること。（次回提出）
第 １５回 プレゼンテーション及び講評会（課題提出）
〇事前学修 作品を完成させておくこと。
〇事後学修 講評などを踏まえ、作品について評価すること。

【テキスト】
適宜プリントやデータを配布する。
【参考書・参考資料等】
必要に応じて指示。また、参考になる書籍や映像、WEBサイトなどは随時紹介していく。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
授業中の課題及び最終発表（80％）、積極的な授業への取り組み（20％）で総合的に評価す
る。
【履修要件等】
アニメーション制作応用Ⅰを履修していることが望ましい。
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BD19-205210-B
区

分

専門応用科目－アート＆エンター
テインメント科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 後期

担当教員

北野 不凡

ゲームデザイン

授業形態

Game Design

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
市販のゲームを素材に、エンタテインメント・コンテンツの原則的な要素への理解を促す。この理解を基に、学生
が社会でエンタテインメント要素を含むサービス、製品を企画・制作する場合の基盤になる知識を提供する。
【授業の到達目標】
・提供されたゲームを基にエンタテインメント要素の長所短所を分析し強化する方法を模索し実現できる。
・オリジナルゲームを企画し企業応募可能なレベルまで詳細化できる。
・企画の長所を理解し企業応募可能な企画書にまとめる事が出来る。
【授業の概要】
最初の5回程度で、エンタテインメントの企画に必要な要素を学び、グループディスカッションを通してアイディア
を出し、発表する。
次の3回程度で、私が提供するゲームを基にオリジナルの舞台、エンタテインメント要素を強化したものを作成する
。それを学生相互にテストプレイを行い評価を行う。また、これらは基本的にチーム制作とする。
後半の7回でオリジナルゲームを個人で企画立案し、当該企画の詳細化、ストーリーの表現方法、レベルデザインの
原則、企画書による表現を実習する。エンタテインメント企業へプランナーとしての応募を可能にする基礎知識を習
得する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 拡大する業界とシーン
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと
〇事後学修 テキストを再読し重要な数字を記憶する
第 ２回 遊びとは何か
〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。
〇事後学修 重要ポイントをノートに整理する。
第 ３回 コアアイディアとハイコンセプト
〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。
〇事後学修 重要ポイントをノートに整理する。
第 ４回 MDA フレームワーク
〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。
〇事後学修 重要ポイントをノートに整理する。
第 ５回 Simple Hot and Deep
〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。
〇事後学修 重要ポイントをノートに整理する
第 ６回 ゲームシステムとフレーバー
〇事前学修 テキストを読み不明点などを明らかにする。
〇事後学修 テキストを読み不明点などを明らかにする。チームで課題を考える。
第 ７回 ゲームデザインメモ
〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。
〇事後学修 オリジナルゲームの GDM 制作に取り組み始める
第 ８回 制作したボードゲームを相互に遊ぶ
〇事前学修 チームでボードゲームを完成させておく
〇事後学修 制作にあたって自分自身を総括する作文作成
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第 ９回 ゲームとストーリー
〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。
〇事後学修 オリジナルゲームにストーリーのプロットを追加する
第 １０回 GDM から企画シートへ
〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。
〇事後学修 オリジナルゲームを企画シートに落とし込む。
第 １１回 GDM から企画書へ（この回から授業時間内 30 分を制作実習時間にあてる）
〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。
〇事後学修 企画書へ落とし込むための手順を解説する
第 １２回 レベルの形状
〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。
〇事後学修 オリジナル企画に含まれるクエストとレベルを詳細化する
第 １３回 企画書にする 1 内容編
〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。
〇事後学修 学んだ手順に沿って企画書の骨格を制作する
第 １４回 企画書にする 2 デザイン編
〇事前学修 事前配布するテキストを読み不明点などを明らかにする。
〇事後学修 学んだ内容に沿って素材を作成しデザインする
第 １５回 課題の提出とチェック
〇事前学修 課題の制作
〇事後学修 講義中明示した重要ポイントをノートに整理しておくこと

【テキスト】
オリジナルのPDFを配布
【参考書・参考資料等】

【成績評価の方法等】
課題点40点 試験点40点 グループディスカッションなどでの受講態度20点
【履修要件等】
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評価が「合」

BD19-205220-B
区

分

専門応用科目－ アート&エンター
テインメント科目

担当教員

鵜根 弘行，北野 不凡

授業科目

ゲームプログラミングⅠ

授業形態

英

Game Programming Ⅰ

クラス分け

訳

配当年次

3 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
テキストアドベンチャーゲーム（ノベルゲーム）を題材に，ゲームをデザインする上で必要な技法について学習す
る。
【授業の到達目標】
両クラスに共通する目標として，ノベルゲームの制作に必要な技術を修得する。鵜根クラスでは画面制御や特殊効
果に関する技術を，北野クラスではより具体的なシナリオ制作技術を中心に学ぶ。
【授業の概要】
この講義ではノベルゲームの作成に必要な作業・技法について学習する。具体的には「ティラノスクリプト」など
のスクリプトエンジンによるゲームデータの作成に関する事項と，ゲームの企画ならびにシナリオの制作に関する事
項について，2クラスに分かれて学習する。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
【授業計画と準備学修】
第 １回 クラス共通：講義概要の説明
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 講義内容を整理しなおすこと。
第 ２回 鵜根：システムの解説／北野：アクトシステムとは
〇事前学修 鵜根：ノベルゲームの特徴を調べる／北野：事前に配布したテキストを読む
〇事後学修 鵜根：講義内容を整理しなおす／北野：好きな映画のシーンメモを書く
第 ３回 鵜根：スクリプトの概説／北野：シーン・メモを書く
〇事前学修 鵜根：ノベルゲームエンジンについて調べる／北野：事前に配布したテキストを読む
〇事後学修 鵜根：サンプルを改変し，変化を調べる／北野：映画を観てシーンメモを書く
第 ４回 鵜根：文章表示命令／北野：ストーリー分析実例とプロット
〇事前学修 鵜根：前回までの内容を整理しなおす／北野：事前に配布したテキストを読む
〇事後学修 鵜根：サンプルを改変し，変化を調べる／北野：ストーリー5 要素を復習する
第 ５回 鵜根：画像表示命令／北野：キャラクタの種類
〇事前学修 鵜根：表示可能な画像形式を調べる／北野：事前に配布したテキストを読む
〇事後学修 鵜根：サンプルを改変し，変化を調べる／北野：出題した課題の実施
第 ６回 鵜根：状態遷移表／北野：キャラクタとセリフ
〇事前学修 鵜根：状態遷移図について調べる／北野：事前に配布したテキストを読む
〇事後学修 鵜根：出題された課題を実施する／北野：出題した課題の実施
第 ７回 鵜根：選択肢の実装／北野：キャラクタの関係
〇事前学修 鵜根：選択肢のある状態遷移表を考察する／北野：事前に配布したテキストを読む
〇事後学修 鵜根：出題された課題を実施する／北野：出題した課題の実施
第 ８回 鵜根：フラグ／北野：ティラノスクリプトのセットアップ確認と文章表示
〇事前学修 鵜根：フラグについて調べる／北野：事前に配布したテキストを読む
〇事後学修 鵜根：出題された課題を実施する／北野：講義で使ったコマンドを整理する
第 ９回 鵜根：ウィンドウ制御／北野：スクリプトによる画像表示
〇事前学修 鵜根：ウィンドウに関連するタグを調べる／北野：事前に配布したテキストを読む
〇事後学修 鵜根：サンプルを改変し，変化を調べる／北野：講義で使ったコマンド整理
第 １０回 鵜根：マクロ／北野：スクリプトによる分岐処理
〇事前学修 鵜根：一般的なマクロについて調べる／北野：事前に配布したテキストを読む
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〇事後学修 鵜根：サンプルを改変し，変化を調べる／北野：出題した課題の実施
第 １１回 鵜根：特殊な選択肢とサウンド／北野：スクリプトによる（変数・フラグ）
〇事前学修 鵜根：再生可能な音楽形式を調べる／北野：事前に配布したテキストを読む
〇事後学修 鵜根：サンプルを改変し，変化を調べる／北野：出題した課題の実施
第 １２回 鵜根：制作演習：状態遷移表／北野：制御構造
〇事前学修 鵜根：状態遷移表の作り方を復習する／北野：事前に配布したテキストを読む
〇事後学修 鵜根：作成した状態遷移表の不整合を修正する／北野：出題した課題の実施
第 １３回 鵜根：制作演習：スクリプトの作成／北野：ゲームテンプレートの解説
〇事前学修 鵜根：第６回の内容を復習する／北野：事前に配布したテキストを読む
〇事後学修 鵜根：スクリプトと状態遷移表の対応を確認する／北野：出題した課題の実施
第 １４回 鵜根：制作演習：デバッグ／北野：ゲーム制作実習
〇事前学修 鵜根：テストするべき箇所をまとめる／北野：事前に配布したテキストを読む
〇事後学修 鵜根：作成したゲームが正常に動くか確認する／北野：ゲーム制作課題の実施
第 １５回 鵜根：作品発表とまとめ／北野：重要ポイント解説・課題提出
〇事前学修 鵜根：これまでの授業内容を復習する／北野：課題制作と完了
〇事後学修 クラス共通：授業での振り返りで不十分だった部分を確認すること。
期末試験
【テキスト】
鵜根：講義中に資料を配布する。／北野：講義前に資料を配布するので，印刷して持参すること。
【参考書・参考資料等】
必要に応じて配布する。
【成績評価の方法等】
鵜根クラスは最終課題（70%），レポート提出（30%）で評価する。
北野クラスは期末試験（60%），レポート提出（40%）で評価する。
【履修要件等】
ゲームデザイン（2年生後期）を履修していることが望ましい。
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評価が「合」

BD19-205230-C
区

分

専門応用科目－ アート&エンター
テインメント科目

担当教員

鵜根 弘行

授業科目

ゲームプログラミングⅡ

授業形態

英

Game Programming Ⅱ

単独

訳

配当年次

3 年次 後期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
二人以上からなるプロジェクトチームによるゲーム開発に用いる技法，ならびに進捗管理手法などについて学習す
る。
【授業の到達目標】
プロジェクトチームとしてソフトウェアを構築するための技法を活用できるようになることを目標とする。具体的
にはブレインストーミングなどによるテーマの決定，企画書や仕様書の作成，およびガントチャートなどを利用して
スケジュール管理を行えるようになる。
【授業の概要】
この授業ではプロジェクトチームを組み，ゲームデザインで学んだことを基礎として，規模の大きいゲーム制作を
体験してもらうことを目的とする。一般性を持たせるため，制作環境は特に限定しない。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
【授業計画と準備学修】
第 １回 プロジェクトの運営に関する説明
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 プロジェクト内での自分の役割について熟考すること。
第 ２回 プロジェクトチームの決定
〇事前学修 他の受講者との間でチーム形成のための議論を行うこと。
〇事後学修 チームの他のメンバーと，作りたいゲームのテーマについて議論すること。
第 ３回 チームごとのゲームのテーマ決定（ブレインストーミング）
〇事前学修 作りたいゲームのあらすじを作成すること。
〇事後学修 得られたマインドマップを元に，ゲームのあらすじを作り直すこと。
第 ４回 企画書の作成
〇事前学修 前回作成したテーマを元に，チーム内でゲームの内容を議論すること。
〇事後学修 作成した企画書に漏れはないか，チーム全体で確認すること。
第 ５回 ゲームシステムの設計（ストーリー作成）
〇事前学修 シナリオ担当メンバーを中心に，あらすじから主人公の行動を抽出すること。
〇事後学修 ストーリーを構成する「場面」に過不足がないか確認すること。
第 ６回 ゲームシステムの設計（コンテ作成）
〇事前学修 場面を構成する要素（人物，場所，時刻）についてメンバーと議論すること。
〇事後学修 作成したコンテに過不足がないか確認すること。
第 ７回 ゲームシステムの設計（状態遷移表作成）
〇事前学修 主人公の行動によって発生するストーリーの変化について議論すること。
〇事後学修 状態遷移表に矛盾がないか確認すること。
第 ８回 企画発表会
〇事前学修 作成したコンテや状態遷移表に過不足がないか再度確認すること。
〇事後学修 各メンバーの作業量と作業期間について，チーム全体で見積もること。
第 ９回 制作環境の選定
〇事前学修 ゲームを制作するためのソフトウェアについて，チーム内で検討すること。
〇事後学修 ゲームを構成するデータの共同編集手段について，チーム内で確認すること。
第 １０回 ゲームの実装（１）
〇事前学修 作成された状態遷移表と絵コンテを確認すること。
117

〇事後学修 状態遷移表の通りにスクリプトが作成されているか確認すること。
第 １１回 ゲームの実装（２）
〇事前学修 各メンバーの作業の進捗状況について確認すること。
〇事後学修 コンテなどで示された画像データなどが揃っているか確認すること。
第 １２回 デバッグ（１）
〇事前学修 ストーリー上重要な選択肢を事前に列挙しておくこと。
〇事後学修 フラグが関係しない選択肢について，正しくゲームが進行するか確認すること。
第 １３回 デバッグ（２）
〇事前学修 ゲームの中で使用するフラグとその役割を再確認しておくこと。
〇事後学修 スクリプトの中で間違ったフラグの操作を修正しておくこと。
第 １４回 デバッグ（３）
〇事前学修 ゲーム内の表現が作成したコンテにふさわしいものになっているか確認すること。
〇事後学修 コンテに合わない表現を修正しておくこと。
第 １５回 作品発表会およびまとめ
〇事前学修 作成したゲームが正しく動作するかどうか確認すること。
〇事後学修 作成したゲームに対する感想を元に，気づいたことをまとめる。

【テキスト】
なし
【参考書・参考資料等】
必要に応じて配布する。
【成績評価の方法等】
最終課題（80%）と講義中の課題（20%）で評価する。
【履修要件等】
ゲーム制作Ⅰ（３年前期）の単位を取得していることを強く希望する。
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BD19-206010-A
区

分

専門応用科目－メディア文化科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

谷口 重徳

メディア文化概論

授業形態

Media and Culture

単独

必選別

必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
この授業は、現代社会におけるメディアと文化の関係について理解を深めることを目的にしている。また本科目の
受講により、２年次以降の専門科目の学修につなげる導入とすることも目的にしている。
【授業の到達目標】
メディア論の基本的視点について学修し、それぞれのメディアの特徴が理解できるようになる。
【授業の概要】
さまざまなメディアの特徴について紹介しながら、メディアと現代社会・文化の関係について考察を行なう。授業
は講義形式でおこなう。
【授業計画と準備学修】
第 １回 人間とメディア
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返っておくこと。
第 ２回 メディアという概念について文献や情報の検索をしておくこと。
〇事前学修 メディアという概念について文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、メディアの概念を整理しておくこと。
第 ３回 空間メディア
〇事前学修 教室、劇場、映画館、スタジアムの特徴や雰囲気を振り返り、整理しておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、空間メディアの概念を整理しておくこと。
第 ４回 移動メディア
〇事前学修 自転車、バイク、自動車、電車、飛行機、船などの利用経験を整理しておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、移動メディアの概念を整理しておくこと。
第 ５回 メディアと身体
〇事前学修 自分が良く利用するメディアの特徴について整理しておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、メディアと身体の関係を整理しておくこと。
第 ６回 メディアとしての映画
〇事前学修 映画の視聴経験について振り返り、特徴を整理しておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、映画というメディアの特徴を整理しておくこと。
第 ７回 メディアとしてのアニメーション
〇事前学修 自分が好きなアニメーション作品の特徴を整理しておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、アニメーションについて理解を深めること。
第 ８回 マスメディア（１）～印刷・出版メディア
〇事前学修 新聞や書籍を読む（読まない）理由を振り返り、整理しておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、印刷メディアの特徴を整理しておくこと。
第 ９回 マスメディア（２）～放送メディア
〇事前学修 テレビやラジオを視る・聴く／視ない・聴かない理由を振り返っておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、放送メディアの特徴を整理しておくこと。
第 １０回 マスメディア（３）～受け手について
〇事前学修 自分のテレビ・ラジオ・新聞などの利用状況を振り返っておくこと。
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〇事後学修 マスメディアと受け手の関係について整理しておくこと。
第 １１回 電子メディア
〇事前学修 自分のインターネットの利用状況を振り返っておくこと。
〇事後学修 電子メディアの現状と課題について整理しておくこと。
第 １２回 都市と文化
〇事前学修 自分の生活の中でどのようなメディアを利用しているか振り返っておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、都市と文化の関係について整理しておくこと。
第 １３回 ポップカルチャーとメディア
〇事前学修 ポップカルチャーという概念について文献や情報を検索しておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、ポップカルチャーについて整理しておくこと。
第 １４回 地域文化とメディア
〇事前学修 地域活性化という概念について文献や情報を検索しておくこと。
〇事後学修 地域活性化にメディアが果たす役割を整理しておくこと。
第 １５回 メディア文化への視点
〇事前学修 これまでの授業内容について振り返っておくこと。
〇事後学修 それぞれのメディアの特徴をあらためて振り返り、整理しておくこと。
期末試験
【テキスト】
特に定めない。
【参考書・参考資料等】
メディア文化論 --メディアを学ぶ人のための15話 改訂版（吉見 俊哉、有斐閣アルマ、2012年
【成績評価の方法等】
期末試験によって評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
この科目は、情報デザイン学科の1年生の必修科目である。

120

BD19-206020-B
区

分

専門応用科目―メディア文化科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

谷口 重徳

社会と情報

授業形態

ICT and life

単独

必選別

必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
今日、社会にあふれる情報の実態、機能、特徴について多面的に学修し、情報の活用についての専門的学修を進め
て行くための見識を深め、基盤を育成する。
【授業の到達目標】
社会と情報との係わりについての実情、機能、特徴について学び、応用可能な知識を習得する。
【授業の概要】
社会と情報との係わりについて認識を深め、情報化社会に期待される専門家の役割について見識を深める。その過
程においては、視聴覚教材を多用して関連分野のトピックスを多く提示する。トピックスの重要度によって授業計画
の一部を変更することがある。その間、いくつかの課題について研究し、結果をレポートにまとめる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 講義の進め方と学習目標の提示
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返っておくこと。
第 ２回 メディアと男女像
〇事前学修 テレビ、新聞・雑誌、マンガやアニメ等での男性／女性の表現に注目しておくこと。
〇事後学修 メディア表現と男女像について振り返り、整理しておくこと。
第 ３回 課題研究：インターネットの男女像
〇事前学修 第２回の授業内容を振り返っておくこと。
〇事後学修 インターネット上の男女像の特徴について振り返り、整理しておくこと。
第 ４回 メディアと「物語」の世界
〇事前学修 「物語」概念について文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、「物語」概念について理解を深めること。
第 ５回 課題研究：時代とメディア
〇事前学修 プロパガンダ(propaganda)概念について文献や情報を検索しておく。
〇事後学修 メディア表現と時代性の関係について振り返り、整理しておくこと。
第 ６回 メディアが伝える「真実」（1）メディアの発展とメディアが伝える真実
〇事前学修 同じ１日で、２種類以上の新聞を読み比べ、記事や報道の違いに注目すること。
〇事後学修 メディアが伝える真実について振り返り、整理しておくこと。
第 ７回 メディアが伝える「真実」（2）虚報、誤報、客観報道論
〇事前学修 虚偽報道について文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 報道と真実の関係について振り返り、整理しておくこと。
第 ８回 課題研究：メディアの光と陰
〇事前学修 インターネットで同じ事件を扱うニュース報道を複数読み比べておくこと。
〇事後学修 新聞、テレビ、インターネットのニュース報道の違いを整理しておくこと。
第 ９回 情報源としてのインターネット
〇事前学修 自分が良くアクセスするニュースサイトの特徴を見つけておくこと。
〇事後学修 インターネットによる情報検索の長所と短所を振り返り、整理しておくこと。
第 １０回 課題研究：情報検索
〇事前学修 大学図書館で、情報端末を使わずに書籍を探してみること。
〇事後学修 インターネットによる情報検索について振り返り、理解を深めること。
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第 １１回 情報ベンチャー
〇事前学修 なぜ 2000 年代初頭にＩＴ企業がたくさん誕生したのか、考えておくこと。
〇事後学修 情報ベンチャー企業の特徴について振り返り、理解を深める。
第 １２回 課題研究：ベンチャービジネス
〇事前学修 もし自分が情報ベンチャービジネスを起業するなら、何をしたいか考えておくこと。
〇事後学修 ベンチャー･ビジネスについて振り返り、整理しておくこと。
第 １３回 情報化と現代社会
〇事前学修 情報（化）社会という概念について文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 情報（化）社会について振り返り、整理しておくこと。
第 １４回 課題研究：情報化社会の未来と自分の未来
〇事前学修 自分の生活の中で情報機器の活用状況について振り返っておくこと。
〇事後学修 情報化によって現代の生活がどのような影響を受けたかを整理しておくこと。
第 １５回 まとめ：社会と情報の関係を考える
〇事前学修 これまでの授業内容について振り返っておくこと。
〇事後学修 社会と情報の関係について振り返り、整理しておくこと。

【テキスト】
特に定めない。担当者が配布資料を作成し、適宜配付する。
【参考書・参考資料等】
ソーシャルメディア論：つながりを再設計する（藤代裕之、青弓社、2015年）
メディアと情報が変える現代社会―メディアと情報化の過去、現在、未来（白石義郎編、九州大学出版会、
2002年）
【成績評価の方法等】
中間レポート（25％）、期末レポート（75％）から判断する。
【履修要件等】
本科目は情報デザイン学科の必修科目である。
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BD19-206030-B
区

分

専門応用科目―メディア文化科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

谷口 重徳

コンテンツ文化論

授業形態

Studies of Media Contents and Culture

単独

2 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
この授業では、現代日本のコンテンツについて、特にアニメーションに焦点を当てながら、制作・流通・消費をめ
ぐる現状と課題に関する基本的な知識を身につけるとともに、近年、重視されているコンテンツによる地域振興の可
能性を学ぶことを目的とする。
【授業の到達目標】
コンテンツ産業論、メディア論の基本的概念について学修し、基本的な知識を身につける。
【授業の概要】
本授業では、現代日本のコンテンツ文化の特徴や課題などを検討し、その背景にある社会構造や社会意識のあり方
について理解を深める。授業は講義形式で行う。
【授業計画と準備学修】
第 １回 コンテンツとは何か？
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 コンテンツ概念について理解を深めておくこと。
第 ２回 アニメーションの成立期
〇事前学修 アニメーションという映像表現の特徴について文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 1930 年代前後のアニメーション表現について振り返り、整理しておくこと。
第 ３回 1950 年代のアニメーション作品とその時代
〇事前学修 1950 年代の社会や文化の概要について、文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 1950 年代のアニメーション表現について振り返り、整理しておくこと。
第 ４回 1960 年代のアニメーション作品とその時代
〇事前学修 1960 年代の社会や文化の概要について、文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 1960 年代のテレビ・アニメの特徴について振り返り、整理しておくこと。
第 ５回 1970 年代のアニメーション作品とその時代
〇事前学修 1970 年代の社会や文化の概要について、文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 1970 年代のアニメーション表現と当時の状況を振り返り、整理しておくこと。
第 ６回 1980 年代のアニメーション作品とその時代
〇事前学修 1980 年代の社会や文化の概要について、文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 1980 年代のアニメーション表現と当時の状況を振り返り、整理しておくこと。
第 ７回 コンテンツ文化と社会意識
〇事前学修 1990 年代の社会や文化の概要について、文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 1990 年代のアニメーション表現と当時の状況を振り返り、整理しておくこと。
第 ８回 コンテンツの愛好者について～オタク文化論～
〇事前学修 オタクという概念について、文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 コンテンツ文化における愛好者の役割の重要性を振り返り、整理しておくこと。
第 ９回 コンテンツ産業の現状と課題
〇事前学修 コンテンツ産業という概念について、文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 コンテンツ産業の現状と課題について振り返り、整理しておくこと。
第 １０回 2000 年代のアニメーション作品とその時代
〇事前学修 2000 年代の社会や文化の概要について、文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 2000 年代のアニメーション表現と当時の状況を振り返り、整理しておくこと。
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第 １１回 コンテンツ文化における多様性
〇事前学修 自分の好きなコンテンツ作品（アニメ、ゲーム、音楽など）を振り返っておくこと。
〇事後学修 コンテンツ文化の多様性について振り返り、整理しておくこと。
第 １２回 コンテンツと地域活性化
〇事前学修 現実の地域や景観を取り入れたアニメーション作品を幾つか調べておくこと。
〇事後学修 コンテンツによる地域活性化の現状と課題を振り返り、整理しておくこと。
第 １３回 広島とアニメーション
〇事前学修 広島をテーマにしたアニメーション作品について文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 広島とアニメーションとの関わりについて振り返り、整理しておくこと。
第 １４回 短編アニメーションの世界
〇事前学修 広島国際アニメーションフェスティバルについて文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 短編アニメーション作品の特徴について振り返り、整理しておくこと。
第 １５回 コンテンツ文化の可能性
〇事前学修 これまでの授業内容を振り返っておくこと。
〇事後学修 コンテンツ文化を理解する視点について考えを深めること。

【テキスト】
特に指定しない。
【参考書・参考資料等】
マンガ・アニメで論文・レポートを書く（山田奨治編、ミネルヴァ書房、2017年）
アニメ・マンガで地域振興（山村高淑、東京法令出版、2011年）
コンテンツツーリズム研究（増補改訂版）（岡本健 編著、福村出版、2019年）
巡礼ビジネス～ポップカルチャーが観光資産になる時代～（岡本健、角川新書、2018年）
【成績評価の方法等】
評価が「合」
期末レポート(70%程度)、授業中の小レポート(30%程度)などをもとに、授業内容の理解度お
よび応用力という観点から評価する。
【履修要件等】
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BD19-206040-A
区

分

専門応用科目－メディア文化科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 前期

担当教員

鵜根 弘行

ゲーム文化論

授業形態

Cultural Theory of Games

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
現在市場に流通しているゲームについて体系的に分類し，特徴を理解することを目的とする。
【授業の到達目標】
コンピュータやネットワークの発達に伴い，ゲーム性がどのように変化していったのかを理解する。さらにゲーム
のテーマを強調するための演出やインタフェースの工夫について理解する。
【授業の概要】
市場に出回っているゲームは，システムの違いによって分類される。この授業ではそれぞれのゲームシステムがプ
レイヤーのニーズに合わせてどのように発展してきたのかに焦点を合わせた講義を行う。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ゲーム全般に関する概説
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 出題された課題を通じて，ゲームを構成する条件について深く考察すること。
第 ２回 アクションゲーム概説(初期のビデオゲーム)
〇事前学修 PDP-1 で動作するゲーム「Spacewar!」について調べておくこと。
〇事後学修 当時のコンピュータにできることとできないことについて整理しておくこと。
第 ３回 アクションゲーム概説（シューティングゲーム）
〇事前学修 シューティングゲームの特徴について調べておくこと。
〇事後学修 操作の違いがゲーム性にどんな影響を及ぼすか，整理しておくこと。
第 ４回 アクションゲーム概説（格闘ゲーム）
〇事前学修 格闘ゲームの特徴について調べておくこと。
〇事後学修 コンピュータの性能が上がることによるゲーム性の変化を整理しておくこと。
第 ５回 アクションゲーム概説（レースゲーム）
〇事前学修 レースゲームの特徴について調べておくこと。
〇事後学修 コンピュータの性能が上がることによるゲーム性の変化を整理しておくこと。
第 ６回 アクションゲーム概説（アクションゲームのまとめ）
〇事前学修 アクションゲームの初心者と上級者との間にある壁について調べておくこと。
〇事後学修 初心者と上級者のどちらも楽しめる工夫について考察すること。
第 ７回 シミュレーションゲーム概説
〇事前学修 シミュレーションゲームの特徴について調べておくこと。
〇事後学修 シミュレーションゲームとロールプレイイングゲームの関連について考察すること。
第 ８回 ロールプレイイングゲーム概説（テーブルトーク RPG）
〇事前学修 テーブルトーク RPG の特徴について調べておくこと。
〇事後学修 テーブルトーク RPG を遊ぶ上での問題点について考察すること。
第 ９回 ロールプレイイングゲーム概説（コンピュータ RPG）
〇事前学修 「ウルティマ」と，現在のコンピュータ RPG との共通点を調べること。
〇事後学修 コンピュータ RPG に関する解説の内容を整理しておくこと。
第 １０回 アドベンチャーゲーム概説
〇事前学修 「ゲームブック」の特徴について調べること。
〇事後学修 アドベンチャーゲームに求められるゲーム性の変化について整理しておくこと。
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第 １１回 パズルゲーム概説（パズルの起源）
〇事前学修 道具を使ったパズルゲームについて，どんなものがあるか調べておくこと。
〇事後学修 講義中に説明した内容をゲームに活かすアイデアについて考察すること。
第 １２回 パズルゲーム概説（コンピュータゲーム）
〇事前学修 コンピュータを使ったパズルゲームの特徴について調べること。
〇事後学修 パズルゲームの特徴がゲーム性に与える影響について考察すること。
第 １３回 カジュアルゲーム，シリアスゲームに関する概説
〇事前学修 カジュアルゲーム，シリアスゲームの特徴について調べること。
〇事後学修 シリアスゲームとして使えそうなゲームの条件について考察すること。
第 １４回 ネットワークゲームに関する概説
〇事前学修 ネットワークを利用したゲームについて調べること。
〇事後学修 ネットワークを利用することによる利点と問題点をまとめること。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 講義中に解説した内容について振り返っておくこと。
〇事後学修 講義中の振り返りを元に，理解が不足している内容を確認しなおすこと。
期末試験
【テキスト】
なし
【参考書・参考資料等】
必要に応じて配布する。
【成績評価の方法等】
期末試験（80%），小テスト（20%）で評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
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BD19-206050-C
区

分

専門応用科目―メディア文化科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

谷口 重徳

コミュニケーション文化論

授業形態

Invitation to Communication and Cultural Studies

単独

2 年次 後期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
この授業では、私たちの対面的コミュニケーションに注目しながら、現代社会に生きる私たちの現実感覚や社会意
識の特徴を探求することを目的とする。
【授業の到達目標】
社会的コミュニケーション論、メディア論の基本的概念について学修し、基本的な知識を身につける。
【授業の概要】
本授業では、人びとの対面的なコミュニケーションの諸相を手がかりにしながら、人びとの社会関係や社会意識を
どのように編成しているのかを検討する。授業は講義形式で行う。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーションと導入
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 コミュニケーションとメディア
〇事前学修 第１回で触れたメディア概念について振り返っておくこと。
〇事後学修 日常生活で接するメディアの特徴について振り返っておくこと。
第 ３回 コミュニケーションと「他者」
〇事前学修 他者とのコミュニケーションの場面について良くイメージしておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、他者性の概念について整理しておくこと。
第 ４回 コミュニケーションとアイデンティティ
〇事前学修 「自分らしさ」について考えておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、アイデンティティ概念について整理しておくこと。
第 ５回 アイデンティティと自己の物語
〇事前学修 第４回の授業でとりあげたアイデンティティ概念を振り返っておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、「物語」概念について整理しておくこと。
第 ６回 嗜癖と共依存
〇事前学修 依存症という概念について文献や情報検索によって調べておくこと
〇事後学修 授業内容を振り返り、趣味と嗜癖との相違点について整理しておくこと。
第 ７回 現代社会における親密性の変容
〇事前学修 人間関係の中で、「親しい関係」について整理しておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、現代社会における人間関係の特徴を整理すること。
第 ８回 行為と演技
〇事前学修 E.ゴッフマンという社会学者の概要を文献や情報検索によって調べておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、行為と演技の関係について整理しておくこと。
第 ９回 記憶という経験
〇事前学修 思い出、記憶、記憶違いなど、記憶に関する自分自身の経験を振り返っておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、記憶という経験について整理しておくこと。
第 １０回 感情と社会
〇事前学修 感情の表出経験について整理しておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、感情と社会の関係について整理しておくこと。
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第 １１回 コミュニケーションと現実感覚
〇事前学修 リアリティ reality とリアル real という概念について調べておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、現実感覚の構成という視点について理解を深めること。
第 １２回 社会的ネットワーク論の視点
〇事前学修 友人や知人の広がりについてイメージしておくこと。
〇事後学修 社会的ネットワーク概念をもとに、ＳＮＳなどに改めて注目しておくこと。
第 １３回 ＳＮＳ再考
〇事前学修 自分が活用するＳＮＳについて振り返っておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、ＳＮＳの意義と課題について整理しておくこと。
第 １４回 現代社会におけるコミュニケーションの特徴
〇事前学修 自分にとって、コミュニケーションの場面で感じる課題を整理しておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、現代のコミュニケーションの特徴について整理しておくこと。
第 １５回 文化研究の方法
〇事前学修 これまでの授業内容を振り返っておくこと。
〇事後学修 文化研究の方法論について整理しておくこと。
期末試験
【テキスト】
特に指定しない。
【参考書・参考資料等】
リーディングスネットワーク論 : 家族・コミュニティ・社会関係資本（野沢慎司 編・監訳、勁草書房、
2006年）
【成績評価の方法等】
期末試験をもとに、授業内容の理解度および応用力という観点から評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BD19-206060-D
区

分

専門応用科目―メディア文化科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 前期

担当教員

谷口 重徳

デザイン・プロデュース論

授業形態

Design Producing

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
コンテンツ・デザインをおこなう時に必要なプロデュース力の基礎を修得することを目的にする。グループワーク
形式での共同討議などアクティブラーニングの要素を随時取り入れ、各地域の具体的事例を題材に取り上げる。
【授業の到達目標】
キャラクターやポスター、パッケージなどのデザイン、さらにイベント運営などをする際に必要な企画・制作・発
表という過程についての基礎知識を修得する。
【授業の概要】
授業の前半では、デザインに必要な企画・制作・発表の過程について、各地の事例を基に解説をおこなう。授業の
後半では、グループワークを取り入れ、受講生同士による企画案のグループ討議、グループ発表をおこなう。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス～授業の進め方について
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返っておくこと。
第 ２回 プロデュースとは何か
〇事前学修 課題のプリントを良く読み、内容を理解しておくこと。
〇事後学修 授業内容を振り返り、プロデューサーの役割を整理しておくこと。
第 ３回 作品・人間・社会
〇事前学修 好きなデザインのものをスマートフォンで撮影し、説明する準備をしておくこと。
〇事後学修 社会とアート作品の関係について整理しておくこと。
第 ４回 文化と市場（マーケット）
〇事前学修 自分の好きな芸術作品の価格を調べておくこと。
〇事後学修 授業を振り返り、文化と市場の関係について整理しておくこと。
第 ５回 アート・マネジメント
〇事前学修 アート・マネジメントという概念について文献や情報の検索をしておくこと。
〇事後学修 アーティスト・マネージャー・マーケット・受け手の関係を整理しておくこと。
第 ６回 文化と地域振興
〇事前学修 地域振興という概念について文献や情報を検索しておくこと。
〇事後学修 地域振興において文化が果たす役割について振り返り、整理しておくこと。
第 ７回 イベントのプロデュース（１）～企画編～
〇事前学修 課題のイベントチラシを良く読み、イベントの概要を把握しておくこと。
〇事後学修 チラシ・ポスターの重要性について振り返り、論点を整理しておくこと。
第 ８回 イベントのプロデュース（２）～準備編～
〇事前学修 課題プリントを良く読み、内容を理解しておくこと。
〇事後学修 イベント準備に必要なものを振り返り、整理しておくこと。
第 ９回 イベントのプロデュース（３）～運営編～
〇事前学修 課題プリントを良く読み、内容を理解しておくこと。
〇事後学修 イベントの運営に必要なものを振り返り、整理しておくこと。
第 １０回 キャラクターのプロデュース（１）～企画編～
〇事前学修 自分の好きなキャラクターを紹介する準備をしておくこと。
〇事後学修 キャラクターの企画に必要なものについ振り返り、て整理しておくこと。
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第 １１回 キャラクターのプロデュース（２）～デザイン決定～
〇事前学修 前回の授業で出たキャラクター案を整理しておくこと。
〇事後学修 授業で決定したキャラクター案の特徴を振り返り、整理しておくこと。
第 １２回 キャラクターのプロデュース（３）～展開～
〇事前学修 前回の授業で決定したキャラクター案を紹介する準備をしておくこと。
〇事後学修 キャラクタービジネスという概念について振り返り、整理しておくこと。
第 １３回 グッズのプロデュース（１）～企画編～
〇事前学修 自分の好きなグッズを紹介する準備をしておくこと。
〇事後学修 グッズの企画に必要なものを振り返り、整理しておくこと。
第 １４回 グッズのプロデュース（２）～展開～
〇事前学修 前回の授業で決定したグッズ案を紹介する準備をしておくこと。
〇事後学修 グッズの展開に必要なものを振り返り、整理しておくこと。
第 １５回 プロデュースを振り返る
〇事前学修 これまでの授業を振り返り、授業の感想コメントの準備をしておくこと。
〇事後学修 これまでの授業を振り、プロデューサーの役割を振り返ること。

【テキスト】
特に定めない。
【参考書・参考資料等】
アーツ・マネジメント概論 三訂版 ：文化とまちづくり叢書（小林真理ほか編著、水曜社、2009年）
【成績評価の方法等】
期末レポート（70％）、課題レポート（30％）から評価する。
【履修要件等】
グループ討議が中心の授業になるので、積極的に発言すること。
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評価が「合」

BD19-206070-D
区

分

専門応用科目－メディア文化科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 後期

担当教員

趙 領逸

セルフ・マーケティング

授業形態

Self-Marketing

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
マーケティングプロセスとユーザーの評価手法、分析方法、考察の仕方を学びセルフ・マーケティングに繋げる方法
を学ぶ。
【授業の到達目標】
・多様な分野及びユーザーの観点を理解し、自分とアピールポイントを探り出す。
・デザインマーケティングに基づく計画、分析、評価方法について理解する。
【授業の概要】
ユーザーの主観的評価の特徴を理解するために要求される内容と方法についてデザイン研究および実践的成果を学ぶ
。特にデザインマーケティングの現場で使われている評価手法、分析方法、考察の仕方を学び、デザイン評価手法に
おける適切な方法に関してディスカッションを通じ理論と実習を併用しながら授業を行うことで、効果的なアピール
方法を学ぶ。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
授業では、演習を行うことで理解を深める内容を計画している。
・ポートフォリオ作成に必要な理論を学ぶ。
・毎時間、進捗状況を提出する。
・資料はネット上に載せてあるため、自主学修をすることができる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 マーケティングとデザインの概要
〇事前学修 デザイン分野におけるマーケティングについて調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ３回 デザインの役割としての「共感」の理解
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ４回 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ５回 素材加工の技術（写真、画像）
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ６回 プレゼンテーションデザインの基本
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ７回 Keynote プレゼンテーションの理解 1：レイアウト
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ８回 Keynote プレゼンテーションの理解 2：トランジション効果
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
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〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 ９回 コミュニケーション手法とメディアの選択
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １０回 コミュニケーション戦略の立案と効果測定
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １１回 エディトリアルデザインの技術
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １２回 ポートフォリオ制作のための基礎知識
〇事前学修 前回の授業で学んだ機能について再度復習しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ機能について復習すること。
第 １３回 ポートフォリオの制作 1：情報アーキテクチャー
〇事前学修 スケジュールに合わせて作画を進めておくこと。
〇事後学修 スケジュールに合わせて作画を進めること。
第 １４回 ポートフォリオの制作２：印刷媒体と映像媒体としてのエクスポート
〇事前学修 スケジュールに合わせて作画を進めておくこと。
〇事後学修 コーディングを完了させること。（次回提出）
第 １５回 ポートフォリオの発表及び講評会
〇事前学修 最終課題を完成させておくこと。
〇事後学修 講評などを踏まえ、各自最終課題について評価すること。

【テキスト】
適宜プリント及びPDFデータを配布する。
【参考書・参考資料等】
必要に応じて指示。また、参考になる書籍は随時紹介していく。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
授業中の小テスト、課題レポート提出（80％）、積極的な授業への取り組み（20％）で総合
的に評価する。
【履修要件等】
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BD19-206080-A
区

分

専門応用科目－メディア文化科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

高木 尚光

情報社会と倫理

授業形態

Information Society and Ethics

単独

3 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
豊かな情報社会を育て上げるために、情報社会の持つ問題点をより深く認識する必要がある。特に、情報社会に積極
的に関わる者の倫理観は健全な情報化社会形成のために不可欠である。本講義を通して情報社会に積極的に関わる者
として身に付けておかなければならない倫理観を修得する。
【授業の到達目標】
情報社会に関わる者として身に付けておかなければならない基礎知識を修得し、さらにその基礎知識による応用力を
身につける。
【授業の概要】
関連分野のトピックス、情報教育学研究会などの資料などを参考にして講義を進める。トピックスの重要度によって
は授業計画の一部を変更することがある。講義をベースとするが、いくつかの課題については、個々に学修、調査な
どで内容を深め、レポートにまとめる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 講義の進め方と学修目標の提示
〇事前学修 シラバスの「授業の目的」「授業の到達目標」「授業の概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 「倫理」について理解を深めること。
第 ２回 情報社会とインターネット （1）インターネットと情報の特性
〇事前学修 情報の特性を調べておくこと。
〇事後学修 情報の本質を理解すること。
第 ３回 情報社会とインターネット （2）メディア、インターネットとリテラシー
〇事前学修 メディアリテラシー、情報リテラシーについて調べておくこと。
〇事後学修 ひとつのことを多様に表現できることの意味を深く理解すること。
第 ４回 個人情報 （1）個人情報とプライバシー
〇事前学修 個人情報について調べておくこと。
〇事後学修 プライバシー保護の理解を深めること。
第 ５回 個人情報 （2）個人情報の保護
〇事前学修 OECD の個人情報収集・蓄積についてのガイドラインを調べておくこと。
〇事後学修 改正個人情報保護法(2017 年 5 月 30 日施行)の意味を深く理解すること。
第 ６回 知的財産権 （1）知的財産権の保護と侵害
〇事前学修 工業所有権と著作権について調べておくこと。
〇事後学修 利用者の情報倫理などが重要であることを理解すること。
第 ７回 知的財産権 （2）著作物の利用と関連する権利
〇事前学修 著作権について調べておくこと。
〇事後学修 著作物の「例外的な無断利用」ができる場合についての理解を深めておくこと。
第 ８回 インターネットと生活
〇事前学修 インターネットの利便性を調べておくこと。
〇事後学修 インターネットの利便性とともに危険性も深く理解すること。
第 ９回 インターネットとビジネス
〇事前学修 BtoB、BtoC について調べておくこと。
〇事後学修 電子商取引の課題と留意点を理解すること。
第 １０回 インターネットと教育
〇事前学修 e ラーニングを調べておくこと。
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〇事後学修 e ラーニングの利点と問題点を理解すること。
第 １１回 インターネットとコミュニケーション
〇事前学修 SNS の利点と問題点を調べておくこと。
〇事後学修 SNS での発言が社会に与える影響が想像以上に大きいことを深く理解すること。
第 １２回 情報社会とセキュリティ
〇事前学修 情報通信ネットワークにおいて、情報漏えいなどについて調べておくこと。
〇事後学修 セキュリティ対策は個人レベルの対策も重要であることを深く理解すること。
第 １３回 情報社会と犯罪
〇事前学修 インターネットにかかわる様々な犯罪を調べておくこと。
〇事後学修 インターネットにおけるトラブル事例を認識し、トラブル回避策などを理解する。
第 １４回 情報社会の目標
〇事前学修 自分が想定する高度情報化社会とはどのような社会かを考えておくこと。
〇事後学修 政府がどのような高度情報化社会を目指しているかをまとめておくこと。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 配布資料などを基にまとめを作成しておくこと。
〇事後学修 不十分な内容を確認すること。

【テキスト】
適宜、資料を配付する。
【参考書・参考資料等】
インターネットの光と影（情報教育学研究会、情報倫理教育研究グループ編著、北大路書房）
はじめて学ぶ情報社会（劉継生、木村富美子、昭和堂）
【成績評価の方法等】
期末試験(80%)、授業中の課題(20%)の総合評価とする。
【履修要件等】
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評価が「合」

BD19-206090-A
区

分

専門応用科目ーメディア文化科目

授業科目
英

訳
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高木 尚光

情報社会論
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Information Society Theory

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
現在の情報社会においてインターネットに代表される情報通信技術の基本的概念の重要性を理解することと、生活の
中での情報通信技術によるコミュニケーションにおいて、知的財産権の保護・コンピュータ犯罪の回避・セキュリテ
ィの意識・個人情報の保護の重要性を理解する。
【授業の到達目標】
情報収集・コミュニケーションツールとしてのインターネットの重要性を学習し、問題点も理解する。
【授業の概要】
情報社会のいわゆる「影」にあたる関連する事例に基づいて、コミュニケーションにおける知的財産権の保護・コン
ピュータ犯罪の回避・セキュリティの意識・個人情報の保護などの重要性を認識する形態で授業を進める。また、サ
イバー犯罪など新たな犯罪の発生に伴い、新たに成立した法律や改正された従来の法律についても概説する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 情報の概念
〇事前学修 情報の定義を調べておくこと。
〇事後学修 データ、情報、知識の共通点と相違点を理解すること。
第 ２回 情報の活用と発信
〇事前学修 情報伝達の 3 要素を調べておくこと。
〇事後学修 フィードバックの過程が機能する情報伝達を理解する。
第 ３回 情報の管理とセキュリティ
〇事前学修 配布資料で「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の目的を調べておくこと。
〇事後学修 セキュリティ対策は個人レベルにおいても重要であることを深く理解すること。
第 ４回 情報とメディア
〇事前学修 マスメディアと大衆の情報関係を調べておくこと。
〇事後学修 情報公開の制度などが整備されている意味を理解すること。
第 ５回 情報通信ネットワーク（1）インターネットの構造
〇事前学修 LAN、WAN を調べておくこと。
〇事後学修 ネットワークに関する専門用語を理解すること。
第 ６回 情報通信ネットワーク（2）ネットワーク上の情報共有
〇事前学修 ネットワークを利用した情報共有には、どの様な情報があるかを調べておくこと。
〇事後学修 ネットワーク上の情報共有の利点と問題点を理解すること。
第 ７回 情報のディジタル表現
〇事前学修 アナログとディジタルの相違点を調べておくこと。
〇事後学修 アナログ、ディジタル各々の利点と問題点を理解すること。
第 ８回 中間まとめ
〇事前学修 第 1 回から第 7 回までを簡単にまとめておくこと。
〇事後学修 不十分な内容を確認し、理解すること。
第 ９回 セキュリティを守る技術
〇事前学修 機密性、完全性、可用性を調べておくこと。
〇事後学修 機密性、完全性、可用性が重要な概念であることを理解すること。
第 １０回 情報伝達の多様化と社会の変化（1）コミュニケーションの変遷
〇事前学修 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の目的を調べておくこと。
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〇事後学修 「プロバイダ責任制限法」の目的なども理解すること。
第 １１回 情報伝達の多様化と社会の変化（2）情報伝達の多様化
〇事前学修 マスメディアとインターネットによる情報伝達の相違点を調べておくこと。
〇事後学修 インターネットの利便性とともに危険性も深く理解すること。
第 １２回 情報社会における知的財産権
〇事前学修 配布資料で著作物の定義と著作者の権利について調べておくこと。
〇事後学修 著作物の「例外的な無断利用」ができる場合についての理解を深めておくこと。
第 １３回 情報社会がもたらす影響
〇事前学修 情報通信技術により利便性が向上したものを調べておくこと。
〇事後学修 情報通信技術の発展により生じる問題点の回避策を理解する。
第 １４回 情報社会における個人の責任
〇事前学修 SNS の利点と問題点を調べておくこと。
〇事後学修 SNS での発言が社会に与える影響が想像以上に大きいことを深く理解すること。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 配布資料を基にまとめを作成しておくこと。
〇事後学修 不十分な内容を確認すること。

【テキスト】
適宜、資料を配付する。
【参考書・参考資料等】
はじめて学ぶ情報社会（劉継生、木村富美子、昭和堂）
ネットワーク社会における情報の活用と技術 改訂版（岡田正、高橋参吉、藤原正敏 編、実教出版）
【成績評価の方法等】
期末試験(80%)、授業中の課題(20%)の総合評価とする。
【履修要件等】
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評価が「合」

BD19-207010-B
区
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専門応用科目－情報ビジネス科目
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英

訳
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1 年次 後期

担当教員

竹元 雅彦

マーケティング論

授業形態

Marketing management

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
「マーケティングとは売れ続けるための仕組みづくり」である。本講義では、マーケティングの基礎を学ぶと同時
に，環境の変化に対応できる知識・考え方を身につけることを目的とする。
【授業の到達目標】
マーケティングが何故必要なのかについて説明ができる。
・マーケティングの基礎概念を理解する。
・企業が実際にどのようなマーケティング活動を行っているのかについて説明できる。
【授業の概要】
今日成長を遂げている企業のマーケティング活動や製品・サービスの分析を通じて、マーケティングの考え方（フ
レームワーク）を習得する。実際にコンサルティング会社で企業のマーケティング戦略の立案から実施に関わってき
た教員が、現在成長を遂げている企業の製品・サービスを題材に、それらを理論の枠組みで整理して、わかりやすく
講義します。また、単に講義を聞くだけではなく、実際にマーケティングのフレームワークや手法を使って演習を行
うことで、企業活動におけるマーケティングの重要性について理解を深める。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション
〇事前学修 シラバスの記載内容を必ず確認してくること。
〇事後学修 オリエンテーションの内容を確認すること。
第 ２回 マーケティングとは何か？
〇事前学修 マーケティンングの定義について調べてくること。
〇事後学修 マーケティングの目的について整理しておくこと。
第 ３回 今日に至るマーケティング・コンセプトの流れ
〇事前学修 マーケティングコンセプトについて調べてくること。
〇事後学修 マーケティング・コンセプトが変化していった理由について整理しておくこと。
第 ４回 顧客創造の視点
〇事前学修 シーズとニーズ、ウォンツ、ディマンズの言葉の意味を調べておくこと。
〇事後学修 「顧客創造」について説明できるように整理しておくこと。
第 ５回 マーケティング体系 STP マーケティング
〇事前学修 テキスト P30～43 を読んでおくこと。
〇事後学修 マーケティング体系の流れを整理しておくこと。
第 ６回 【演習】マーケティング環境分析 SWOT 分析の実際 テキスト P67～
〇事前学修 SWOT 分析について調べておくこと。
〇事後学修 SWOT 分析のポイントを整理しておくこと。
第 ７回 【演習】標的市場の選定 市場を細分化（セグメント）する。
〇事前学修 自分が検討する市場の情報（人口、男女比、年齢構成等）について調べておくこと。
〇事後学修 市場細分化の方法について整理しておくこと。
第 ８回 【演習】ポジショニング～ターゲッティング ポジショニングマップの作り方
〇事前学修 検討を行う市場における競合関係と各社、各製品の違いについて調べておくこと。
〇事後学修 ワークシートを完成させ、次回提出すること。
第 ９回 マーケティング・ミックス（4P)の基本理解
〇事前学修 4P,4C の意味について調べておくこと。
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〇事後学修 講義で用いた用語を整理しておくこと。
第 １０回 マーケティングの４P 製品戦略（Product）テキスト P94～
〇事前学修 製品と商品の違いについて調べておくこと。
〇事後学修 「製品特性」について、まとめておくこと。
第 １１回 マーケティングの４P 価格戦略（Price）テキスト P173～
〇事前学修 価格を決める要因について、調べておくこと。
〇事後学修 価格設定の種類をまとめておくこと。
第 １２回 マーケティングの４P 流通戦略（Place）テキスト P141～
〇事前学修 自分が最も利用するチャネルとその理由について調べておくこと。
〇事後学修 製品特性に応じた販売方法について、まとめておくこと。
第 １３回 マーケティングの４P 販売促進戦略（Promotion）テキスト P196～
〇事前学修 顧客とのコミュニケーションの取り方について具体例を調べてくること。
〇事後学修 効果的な PR 方法とは何かをまとめておくこと。
第 １４回 演習】ユニクロのマーケティング戦略
〇事前学修 ユニクロについて調べておくこと。
〇事後学修 ユニクロの競合企業についても調べておくこと。
第 １５回 まとめ これからのマーケティング（ICT 活用）
〇事前学修 講義全体の流れを課題シートにまとめてくること。
〇事後学修 シートに加筆修正を行い、指定する期日までに提出すること。
期末試験
【テキスト】
恩蔵 直人 経営学入門シリーズ「マーケティング」 (日経文庫) 日本経済新聞社
【参考書・参考資料等】
マーケティング用語辞典 (日経文庫) 日本経済新聞社
【成績評価の方法等】
期末試験（60％）、授業中の課題（40％）で評価する。
【履修要件等】
現代ビジネス論を受講していることが望ましい。
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評価が「合」

BD19-207020-C
区

分

専門応用科目－情報ビジネス科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

竹元 雅彦

経営分析論

授業形態

Management analytics

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
本講義は，企業の経営成績を表す財務諸表（会計情報）を読み解くことを通じて，企業経営の良し悪しを判断する
ための基礎的な方法を習得することを目的とします。具体的には（1）「企業経営の仕組み」を理解することと（2）
企業の健康状態を表す「会計情報を読み解く方法論」を学ぶ。
【授業の到達目標】
単に会計用語を覚えるのではなく。何をもって「良い経営」と判断するのか、その判断指標の意味を理解できるレ
ベルを目指す。
・経営分析の基本的知識を学び、基本的な分析手法を習得することで、
・経営分析の視点から企業を比較検討し、考察することで企業経営の在り方が理解できるようになることである。
【授業の概要】
授業は、テキストを元に基本用語の理解から学び、その背景にある経営学の考え方を確認しながら進めていく。特
に、一つの考え方を理解したら、その「見方・考え方」が他にどのように活用できるのかを考えないと、単なる知識
の習得に終わってしまう。医者や経営コンサルタントの技量は、どれだけ多くの症例・案件を経験しているのである
とすれば、「経営分析」も多くのケースに接することが重要となる。
実際に企業コンサルに関わってきた講師が、毎回ワークを取り入れながら、参画型の授業を行う。例えば、事例企
業の分析に先立ち、競合企業との違いについてグループ討議を行い、学生が知りうる「定性情報」と分析によって得
られた「定量情報」の違いから、企業コンサルティングの視点から比較を行う。就職活動に先立ち、「ビジネスを捉
える視点」を身に着け、磨くために必要なことなので、毎回提示される課題に必ず取り組むことが求められる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション 講義の進め方
〇事前学修 シラバスを熟読し、講義内容を理解してくること。
〇事後学修 オリエンテーションの内容について、再度確認すること。
第 ２回 経営分析の目的と考え方
〇事前学修 経営分析とは何のために行うものなのかを自分なりに理解してくること。
〇事後学修 自己の認識と講義内容との違いを把握し、再度確認すること。
第 ３回 財務諸表の基本理解 Ⅰ 損益計算書 1
〇事前学修 損益計算書とは何かを調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ用語を整理しておくこと。
第 ４回 財務諸表の基本理解 Ⅱ 損益計算書 2
〇事前学修 「5 つの利益」について調べておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ用語を整理しておくこと。
第 ５回 財務諸表の基本理解 Ⅲ 貸借対照表 1
〇事前学修 バランスシートの意味を調べてくること。
〇事後学修 授業で学んだ用語を整理しておくこと。
第 ６回 財務諸表の基本理解 Ⅳ 貸借対照表 2
〇事前学修 勘定科目の意味を理解しておくこと。
〇事後学修 授業で学んだ用語を整理しておくこと。
第 ７回 キャッシュフロー計算書の見方
〇事前学修 キャッシュフローの意味を調べてくること。
〇事後学修 授業で学んだ用語を整理しておくこと。
139

第 ８回 企業会計の仕組み理解 決算までの流れと簿記の役割
〇事前学修 簿記とは何のためにあるのかを調べてくる。
〇事後学修 授業で学んだ用語を整理しておくこと。
第 ９回 【演習】簿記の流れ 決算処理と財務諸表
〇事前学修 簿記と財務諸表の関係を理解しておくこと。
〇事後学修 「決算」について、説明ができるようにしておくこと。
第 １０回 会社の収益性をみる
〇事前学修 会社の収益性の意味を理解してくること。
〇事後学修 資産に対する収益性と売上に対する収益性の違いを確認しておくこと
第 １１回 会社の安全性をみる
〇事前学修 会社の安全性の意味を理解してくること
〇事後学修 「自己資本比率」の意味を理解しておくこと。
第 １２回 会社の成長性をみる
〇事前学修 会社の成長性の意味を理解してくること
〇事後学修 増収、増益の意味を理解しておくこと
第 １３回 【演習】決算書類の読み方 アマゾン VS. 楽天
〇事前学修 アマゾン、楽天について調べておくこと
〇事後学修 ヤフーのビジネスについて、同様の方法で分析すること（課題）
第 １４回 【演習】オリエンタルランドの決算書を読む
〇事前学修 ディズニーランド（オリエンタルランド株式会社）について調べてくること
〇事後学修 ユニバーサルスタジオについても分析を行うこと（課題）
第 １５回 講義のまとめと全体の振り返り
〇事前学修 講義で何がわかったのかを整理してくること
〇事後学修 理解できていない点を整理しておくこと
期末試験
【テキスト】
佐伯良隆「100分でわかる! 決算書「分析」超入門 2019」朝日新聞出版1,188円
【参考書・参考資料等】
佐藤 裕一 「ビジュアル 経営分析の基本 」〈第5版〉 (日経文庫ビジュアル)
【成績評価の方法等】
期末試験（60％）授業中の課題（40％）で評価する。
【履修要件等】
「現代ビジネス論」「マーケティング論」を履修していることが望ましい。
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評価が「合」

BD19-207030-B
区

分

専門応用科目－情報ビジネス科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 後期

担当教員

竹元 雅彦

流通論

授業形態

Distribution Theory

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
私たちの生活を支える流通の仕組みの理解を通じて、その変化する実態を理解し、自分の言葉で流通業を読み解き
説明できる能力を養うことである。
【授業の到達目標】
現代社会の成長を支えるインフラとしての流通の役割をりかいする。
・今日の日本における流通業の役割について、説明ができるようになる。
・流通の仕組みの理解を通じて、企業の成長要因が説明できる。
【授業の概要】
授業を通じて、流通の仕組みについての基本的な考え方を身に着け、その重要性の理解を深めることができるよう
、講義においては随時課題研究を行う。実際に流通小売業のコンサルティングに関わってきた講師が、今日に至る流
通の仕組みがどのように形成され、今どのような変貌を遂げているのかを実際の企業を事例に解説を行う。
具体的には、JIT(ジャストインタイム)を実現するトヨタのカンバン方式やそれを応用したセブンイレブンの物流、
またユニクロのSPA（製造小売業）から進歩したニトリの製造物流小売業の実際やヤマト運輸や佐川急便が目指す物流
の在り方を通じて、現代社会のインフラとしての流通に対する見聞を広める。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション 流通を学ぶ意味
〇事前学修 シラバスの授業の目的を読んでおくこと。
〇事後学修 流通とは何かを整理しておくこと。
第 ２回 流通の今 これからの流通業
〇事前学修 流通を構成する業種を調べておくこと。
〇事後学修 流通の流れを図示できるようにしておくこと。
第 ３回 流通の仕組み 日本型流通の特徴
〇事前学修 日本の歴史の中で、流通の基盤が出来上がったのはいつなのかを調べてくる。
〇事後学修 日本の流通と米国の流通の違いを整理しておくこと。
第 ４回 流通業と小売業
〇事前学修 小売業の役割について調べておくこと。
〇事後学修 流通業と小売業の違いが説明できるようにしておくこと。
第 ５回 小売業の形態と業態開発
〇事前学修 業種と業態の違いを調べてくること。
〇事後学修 業態開発の重要性について説明できるようにしておくこと。
第 ６回 小売業の経営の仕組み
〇事前学修 メーカーから小売業までの商流と情報流について調べておくこと。
〇事後学修 小売業の役割を整理しておくこと。
第 ７回 卸売業の現状と経営の仕組み
〇事前学修 林周二「問屋無用論」について調べてくること。
〇事後学修 問屋（卸）の役割を整理しておくこと。
第 ８回 【課題研究】イオンの戦略 クロスドッキングセンター
〇事前学修 イオングループの流通戦略について調べておくこと
〇事後学修 在庫を持たない経営の利点をまとめておくこと。
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第 ９回 【課題研究】セブンイレブンの戦略 オムニチャンネル
〇事前学修 リアルとネットの販売方法の違いについて調べておくこと。
〇事後学修 買い物の利便性とは何かを整理しておくこと。
第 １０回 物流業の現状 サードパーティー・ロジスティックス
〇事前学修 佐川急便の経営戦略について調べておくこと
〇事後学修 リストラクチャリングについて整理しておくこと
第 １１回 【課題研究】ヤマト運輸と佐川急便
〇事前学修 両社の経営戦略について調べておくこと
〇事後学修 運送業の役割を整理しておくこと
第 １２回 流通業の構造改革と ICT 活用
〇事前学修 流通業がどのような場面で ICT を活用しているのかを調べておくこと
〇事後学修 商流と情報流の違いを説明できるようにしておくこと
第 １３回 【課題研究】製造物流小売業 ニトリの戦略
〇事前学修 SPA（製造小売業）について調べてくること
〇事後学修 SPA のメリット、デメリットについて整理しておくこと。
第 １４回 【課題研究】アマゾンの FBA フルフィルメント by Amazon
〇事前学修 アマゾンの成長要因を調べてくること。
〇事後学修 アマゾンが起こしたイノベーション（変革）をまとめておくこと。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 講義全体の内容を確認しておくこと。
〇事後学修 流通業の新たな役割について説明できるようにしておくこと。
期末試験
【テキスト】
小林隆一 ビジュアル 流通の基本<第5版> 日経文庫 日本経済新聞社
【参考書・参考資料等】
講義中に随時紹介
【成績評価の方法等】
期末試験（60％）、授業中の課題（40％）で評価する。
【履修要件等】
現代ビジネス論、マーケティング論を受講していることが望ましい。
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評価が「合」

BD19-207040-B
区

分

専門応用科目－情報ビジネス科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

大塚 厚二

情報ビジネス概論

授業形態

Introduction to Information Business

単独

3 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
インターネットが市場の価値基準を変える技術となり、従来のビジネスをどのように変わってきたかを知ってもら
うことで、インターネットサービスを利用したビジネスにおいて実践的に活躍できる力を身につけることを目的とす
る。お金の儲けるだけの企業は、潰れる。他方、お金を儲けない集団もすぐに潰れる。実際のビジネスはこの中間で
動いているので、社会人として成長するために中間が見えるようにする。
【授業の到達目標】
インターネットサービスによる破壊的イノベーションと事例、情報ビジネスの形態と事例、マーケティングと広告
、リアルとネットとを協働させる方法と事例、インターネットサービスを提供する技術について教える。ネットでの
販売 ・サービスを中心に，リアル(実際の店舗や流通網など)とネットとの組み合せによる販売・サービスなどを含む
ビジネスについて事例研究を通じて理解してもらい，将来の進路での参考にしてもらうことを目標とする
【授業の概要】
教科書を使ってキーワードを教え、事例はネットの企業のページや紹介ページを使って説明する。事例は、授業支
援のサイトにあるので自主学修も可能である。キーワードを記入した紙を配付するので、授業での説明と教科書の該
当ページを記入してもらう。記入した紙を回収し、チェックしたものを次回の授業で返却する。中間に前半のキーワ
ードを題材に、グループワークとしてキーワードビンゴを行う。2回程度のレポートをメールで提出してもらい、その
内容は授業に反映する。
事前・事後学修には、授業時間の1.5倍から、人によっては2倍近くの時間を確保すること。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーションと導入
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」を読んでおくこと。
〇事後学修 オリエンテーションでの内容について理解を深めておくこと。
第 ２回 インターネットの進展
〇事前学修 インターネットの歴史を調べておくこと。
〇事後学修 インターネットによりどのように変わったかを考える。
第 ３回 情報ビジネスの現状
〇事前学修 Wikipedia などで Amazon について調べる。
〇事後学修 Amazon がネットバブルで生き残った理由を自分なりにまとめる。
第 ４回 BtoC ビジネス
〇事前学修 教科書の該当する部分を読んでおく。
〇事後学修 予習で不明だった部分を、学んだ内容でまとめておく。
第 ５回 ポータルサイト・ネットショップ
〇事前学修 教科書を読み、不明点をチェックしておく
〇事後学修 課題をレポートにまとめてメールで提出する。
第 ６回 インターネットモール・ネットオークション
〇事前学修 教科書の該当する部分を読んでおく。
〇事後学修 予習で不明だった部分を、学んだ内容でまとめておく。
第 ７回 ブログ・SNS・コミュニティ機能
〇事前学修 教科書の該当する部分を読んでおく。
〇事後学修 予習で不明だった部分を、学んだ内容でまとめておく。
第 ８回 経営理論から見た BtoC
〇事前学修 配布された「楽天でネットショップを開設する」に記入しておく。
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〇事後学修 開設計画の見直しをする。
第 ９回 前半まとめ キーワードビンゴを使ったグループワーク
〇事前学修 第 2 回から第 8 回までの授業でのキーワードを短くまとめておく。
〇事後学修 自分と他の人のキーワード理解とを比較し、理解を深める。
第 １０回 BtoC ビジネスの事例
〇事前学修 教科書の該当する部分を読んでおく。
〇事後学修 予習で不明だった部分を、学んだ内容でまとめておく。
第 １１回 e マーケティングと購買行動のモデル
〇事前学修 教科書の該当する部分を読んでおく。
〇事後学修 予習で不明だった部分を、学んだ内容でまとめておく。
第 １２回 SEM/検索連動型広告/コンテンツ連動型広告
〇事前学修 教科書の該当する部分を読んでおく。
〇事後学修 YouTube から検索連動型広告の例を調べ、まとめたものをメール提出する。
第 １３回 マルチチャネル販売
〇事前学修 教科書の該当する部分を読んでおく。
〇事後学修 予習で不明だった部分を、学んだ内容でまとめておく。
第 １４回 eBusiness に使われる技術、イノベーション
〇事前学修 ネットで「破壊的イノベーション」について調べておく。
〇事後学修 大企業がイノベーションを見逃した例をまとめておく。
第 １５回 全体の振り返り
〇事前学修 配布された「キーワード一覧」を見て、まとめを作成しておく。
〇事後学修 授業での振り返りで不十分だった部分を確認する。
期末試験
【テキスト】
eビジネスの教科書（著者名：幡鎌博、出版社名：創成社）
【参考書・参考資料等】
参考となる情報を https://sites.google.com/a/edu.hkg.ac.jp/ebusiness2/に載せる。
【成績評価の方法等】
レポート提出(40%)、期末試験(40%)、積極的な授業への取り組み(20%)で評価する。
【履修要件等】
高校教諭一種免許状（情報）教育課程の区分「情報社会・情報倫理」での選択科目
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評価が「合」

BD19-207050-C
区

分

専門応用科目－情報ビジネス科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 後期

担当教員

竹元 雅彦

小売経営論

授業形態

Retail management

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
今日の流通業界を取り巻く環境は、少子高齢化やライフスタイルの変化をはじめ、ＩＴ化の急速な進展などにより
、急激かつ大きく変化しています。
このような状況のもとで、小売業界で最も必要とされているのが、多様化・高度化した顧客のニーズを的確に捉え
、豊富な商品知識や顧客に配慮した接客技術を駆使してニーズにあった商品・サービスを提供することができるプロ
の存在です。本講義では、小売業界でのコンサルティング経験を有する講師が、リテールマーケティング（販売士）
検定試験で求められる知識を演習を交えながら実践的に講義を行います。
【授業の到達目標】
小売業経営の実際が理解できるレベルを到達目標とする。
・小売業の仕組みを理解する。（仕入から販売までの一連の流れを理解し、説明ができる。）
・利益の仕組みについて理解する。荒利益の意味が理解でき、説明できる。
・上記を通じて、リテールマーケティング（販売士）検定３級レベルの知識や考え方を習得する。
【授業の概要】
授業で基本知識を学び、演習を通じて考え方を身に着けるワークショップ形式で講義を進めます。特に、小売業の
最先端レベルにあるセブンイレブンやユニクロにおける店舗運営を題材に、今後小売業がAI等を活用しながら、目指
す方向性を考察します。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション 小売業って何？
〇事前学修 スラバスを読み、講義内容を理解して参加すること。
〇事後学修 小売業の社会的役割について整理しておくこと。
第 ２回 日本の小売業の構造と変化
〇事前学修 日本の小売業の特徴について調べてくること。
〇事後学修 欧米との違いについて整理しておくこと。
第 ３回 流通における小売業の基本的役割
〇事前学修 「流通系列」について調べておくこと。
〇事後学修 流通と小売の概念の違いについて整理しておくこと。
第 ４回 業種と業態 業態開発の現状
〇事前学修 「業種」と「業態」の違いについて調べておくこと。
〇事後学修 小売業にとって「業態開発」が何故必要なのかを整理しておくこと。
第 ５回 【演習】課題研究 調べてみよう！身近な小売業
〇事前学修 自分の興味のある小売業について、その特徴を調べてくること。
〇事後学修 レポートにまとめて、次回提出すること。
第 ６回 チェーンストア、ボランタリーチェーン、フランチャイズチェーン
〇事前学修 小売業の経営形態について調べておくこと。
〇事後学修 身近な小売業を分類整理しておくこと。
第 ７回 商業集積（ショッピングセンター）の類型
〇事前学修 広島にあるショッピングセンターについて調べてくること
〇事後学修 RSC,CSCｍ」NSC の違いについてまとめておくこと。
第 ８回 マーチャンダイジング（商品販売計画）の基本
〇事前学修 マーケティングとの違いについて調べてくること
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〇事後学修 講義内容を整理しておくこと。
第 ９回 仕入計画、在庫管理、販売管理の基本理解
〇事前学修 小売業の販売以外の仕事について調べておくこと。
〇事後学修 講義内容を整理しておくこと。
第 １０回 販売数値の見方 1 客数×客単価 商品回転率
〇事前学修 販売効率を測る指標について調べてくること。
〇事後学修 講義内容を整理しておくこと。
第 １１回 販売数値の見方 2 値入高、値入率
〇事前学修 小売業の利益について調べてくること。
〇事後学修 講義内容を整理しておくこと。
第 １２回 販売数値の見方 3 荒利益高、荒利益率
〇事前学修 売上と利益について調べておくこと。
〇事後学修 講義内容を整理しておくこと。
第 １３回 【演習】課題研究 コンビニ経営の実際 1
〇事前学修 セブンイレブンの日商を調べてくること。
〇事後学修 講義内容を整理しておくこと。
第 １４回 【演習】課題研究 コンビニ経営の実際 2
〇事前学修 コンビニの人件費について調べてくること
〇事後学修 内容をまとめて、次回レポートを提出すること。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 これまでの講義内容を整理しておくこと。
〇事後学修 講義を通じて、何が理解できたかを整理しておくこと。
期末試験
【テキスト】
上岡 史郎 「2018レクチャー&トレーニング日商リテールマーケティング(販売士)検定試験3級」
【参考書・参考資料等】
講義中随時紹介します。
【成績評価の方法等】
期末試験（60％）、授業中の課題（40％）で評価する。
【履修要件等】
「マーケティング論」「流通論」を履修していることが望ましい。
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BD19-207060-C
区

分

専門応用科目－情報ビジネス科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 後期

担当教員

竹元 雅彦

起業論

授業形態

Entrepreneurship

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
本講義は、起業を目指すことを目的においたものではなく、アントレプレナー教育（起業学習）を通じて、産業界
のニーズに対応したイノベーション創出力・就業力を習得することを目標に置いている。アントレプレナー教育とは
、起業家的な精神と資質・能力を育む教育である。そこで、求められる資質・能力は同時に社会人基礎力に代表され
るように、企業が求める人材像ともつながるものである。
【授業の到達目標】
自ら考え行動できる「自律型人材」を企業の求める人材像と捉え、
・企業が求める人材像としての「企業内起業家」について理解する。
・ビジネスプランを作成できる。
・講義を通じて、社会人基礎力を身につける。
ことに重点を置く
【授業の概要】
授業は、「覚える」ことに重きは置かずに、「考える」場として位置付ける。毎回テキストを事前学習で熟読して
きたことを前提に、主にケーススタディーを中心に講義を進める。数多くのコンサルティング経験を有する講師はが
、コーディネートを行いながら進行する「課題解決型学習」と理解していただきたい。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション 講義の進め方
〇事前学修 シラバスを理解のうえ参加すること。
〇事後学修 テキストを入手し、各章立てとカリキュラムを合わせ進行を理解すること。
第 ２回 起業家とアントレプレナーシップ
〇事前学修 テキスト第 1 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 1 章のポイントを整理しておくこと。
第 ３回 組織でも求められるアントレプレナーシップ
〇事前学修 テキスト第 2 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 2 章のポイントを整理しておくこと。
第 ４回 アントレプレナーシップ 4 つの視点
〇事前学修 テキスト第 3 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 3 章のポイントを整理しておくこと。
第 ５回 マネジメントの視点をもつ
〇事前学修 テキスト第 4 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 4 章のポイントを整理しておくこと。
第 ６回 マーケティングの視点を持つ
〇事前学修 テキスト第 5 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 5 章のポイントを整理しておくこと。
第 ７回 イノベーションの視点を持つ
〇事前学修 テキスト第 6 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 6 章のポイントを整理しておくこと。
第 ８回 ソーシャルビジネスの視点を持つ
〇事前学修 テキスト第 7 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 7 章のポイントを整理しておくこと。
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第 ９回 ビジネスモデルと戦略的思考
〇事前学修 テキスト第 8 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 8 章のポイントを整理しておくこと。
第 １０回 ビジネスプランを支える構想力
〇事前学修 テキスト第 9 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 9 章のポイントを整理しておくこと。
第 １１回 ビジネスセンスを磨く視点 まとめ理解確認テスト
〇事前学修 テキスト第 10 章を必ず読んでくること。
〇事後学修 第 10 章のポイントを整理しておくこと。
第 １２回 【演習】 ビジネスプラン策定演習 1
〇事前学修 誰のために、何を提供して対価を得るビジネスなのかを明確にしておくこと。
〇事後学修 対象となる顧客像を明確にしておくこと。
第 １３回 【演習】 ビジネスプラン策定演習 2
〇事前学修 プランの概要を整理しておくこと。
〇事後学修 経営数値の根拠を明確にしておくこと。
第 １４回 【演習】 ビジネスプラン策定演習 3
〇事前学修 前回の指摘事項を修正の上、プランを持参すること。
〇事後学修 修正点は必ず当日中にまとめておくこと。
第 １５回 【演習】 ビジネスプラン策定演習 最終プレゼンテーション
〇事前学修 必ず、時間内に発表できるよう準備しておくこと。
〇事後学修 反省点をまとめて、プランを修正の上指定の期日までに提出すること。

【テキスト】
竹元雅彦「社会人基礎力を養う アントレプレナーシップ」中央経済社
【参考書・参考資料等】
ワークシートを随時配布。関連図書についても随時紹介する。
【成績評価の方法等】
課題提出 「ビジネスプラン」80％ 「プレゼン内容」20％で評価する。
【履修要件等】
「マーケティング論」「経営分析論」を履修していること。
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