
データ・ＡＩ活用領域の広
がりを理解し、データ・
ＡＩを活用する価値を説明
できなかった。

1－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
今後のデジタル社会において、数理・データサイエンス・ＡＩを日常生活や実社会の場で活用できる基礎的素養を身につける。
ドキュメンテーション及びプレゼンテーションの基礎知識を身につけ、自分が意図した通りにデータを加工し、適切なかたちで表現する技能を習得する。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ「１（１）」、「１（２）」、「２（１）」に対応する。

到達目標
データ・ＡＩ活用領域の広がりを理解し、それらを活用する価値を説明できる。
また、その際に求められるモラルや倫理、データ駆動型社会における脅威（リスク）について理解し習得する。
コンピュータを使って、データを適切に加工・分析・考察することができ、その結果をプレゼンテーションツール等を用いて、表現することができる。

授業全体の内容と概要
数理・データサイエンス・ＡＩの利活用について、講義・演習課題・各種教材を通して、知識だけではなく、実際にデータを加工し、表現できる技術を体系的に学
修できる授業内容とする。習熟度を測定するために確認テストを複数回実施する。演習課題は個人形式行う他に、知識・技術の応用・定着化を図るため、グループ
ワーク（グループディスカッション）形式の演習を取り入れる。なお、グループ編成は、基礎知識や使用ソフトの操作技術の習熟度を考慮した上で、担当教員より
指定する。

授業の方法
各回の授業は、担当教員による講義と、Ｅｘｃｅｌ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを使った演習を組み合わせて行う。演習は、個人形式またはグループワーク形式で実施
し、成果物の提出を求める。本科目開講期間中は、講義で使用した教材をオンライン上に保存・提供するので、復習等に活用してほしい。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

〇 反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
課題データは、自分で考えまとめたものを提出することとし、第三者が作成した著作物等を転用しないこと。
自分で所有するノートＰＣを持ち込んで受講しても構わないが、必要な設定は予め済ませておくこと。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

数理・データサイエンス・
ＡＩの理解

データ・ＡＩ利活用におけ
るモラル・倫理・リスクの
理解

コンピュータを使ったデー
タ加工・分析・表現

コンピュータを使ったスラ
イド作成・表現

プレゼンテーションの基礎
知識

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを具体的に理解し、デ
ータ・ＡＩを活用する価値
を事例を用いて自分の考え
と併せて説明できた。

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを具体的に理解し、デ
ータ・ＡＩを活用する価値
を事例を用いて説明できた
。

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを理解し、データ・
ＡＩを活用する価値を事例
を用いて説明できた。

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを理解し、データ・
ＡＩを活用する価値を説明
できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解でき、自分ごととし
て考えた上で、事例を基に
詳しく説明できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解でき、事例を基に詳
しく説明できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解でき、事例を見つけ
ることができた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解できなかった。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切且つより詳細に加
工・分析・考察を行うこと
ができ、結果を正しく表現
し、自らの考えを交えて説
明できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切且つより詳細に加
工・分析・考察を行うこと
ができ、結果を正しく表現
できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切に加工・分析・考
察を行うことができ、結果
を正しく表現できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切に加工す・分析・
考察を行うことができ、結
果を表現できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切に加工・分析・考
察を行うことができず、結
果を正しく表現できなかっ
た。

図や画像を使い、レイアウ
トやテキストなどの細かい
設定に気を配り、より聞き
手にとってわかりやすいス
ライドを作成することがで
きた。

図や画像を使い、聞き手に
とってわかりやすいスライ
ドを作成することができた
。

図や画像を使い、スライド
を作成することができた。

スライドを作成することが
できた。

スライドを作成することが
できなかった。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得できなかった。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得し、実践した結
果、聞き手に対し効果的か
つ自分なりに工夫を凝らし
たプレゼンすることができ
た。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得し、実践した結
果、聞き手に対し効果的に
プレゼンすることができた
。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得し、実践できた
。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得できた。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 内田誠一／川崎能典／孝忠大輔
／佐久間淳／椎名洋／中川裕志

講談社サイエンテ
ィフィク

978-4-06-523809-7

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『教養としてのデータサイエンス』 ２０２１

2 濵田悦生 講談社サイエンテ
ィフィク

978-4-06-517000-7『データサイエンスの基礎』 ２０１９

3

4

5

科目名称 情報基礎演習Ⅱ（M-

共通教育科目科目分類区分

由水　伸（経営学科・教授）・近澤　潤
（経営学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SOF041019/SOF062044（科目ナンバリング： ）

後期

経営学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在
１号館２階（由水）・１号館２

階（近澤）

単位数 1 (単位認定責任者： ）由水　伸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

企業での情報システム開発の経験を持つ教員が、その実務経験を活かして実社会で必要な知
識を交えて講義を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１３回以上とする。
３０分以上の遅刻は欠席と見なす。
Ｓ評価（秀）は、原則として全回出席者に限る。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ０％ ５０％ ０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

2－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
［オリエンテーション・プレゼンの基礎］シラバス
説明、プレゼンの基礎、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ基本
操作

シラバスの確認（４５分）

2
［データ・ＡＩ利活用（導入）①］データ・ＡＩを
学ぶ意義、社会で起きている変化、社会で活用され
ているデータ

データサイエンスを調べる（４５分） 確認テストの復習（４５分）

データ活用事例を調べる（４５分）3 ［データ・ＡＩ利活用（導入）②］データ活用事例
について調べ、スライドを作成する。 他のデータ活用事例を調べてまとめる（４５分）

確認テストを復習する（４５分）ＡＩを調べる（４５分）［データ・ＡＩ利活用（導入）③］身近にあるＡＩ
、データ分析とＡＩの活用領域4

確認テストを復習する（４５分）ＡＩの技術を調べる（４５分）［データ・ＡＩ利活用（導入）④］データ・ＡＩ利
活用のための技術、データの活用とは5

確認テストを復習する（４５分）ＡＩの動向を調べる（４５分）［データ・ＡＩ利活用（導入）⑤］データ・ＡＩ利
活用の現場・最新動向6

データ・ＡＩの事例を調べる（４５分）ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの基本操作を復習する（４５
分）

［データ・ＡＩ利活用（導入）⑥］データ・ＡＩの
事例について調べ、スライドを作成する。※グルー
プワーク

7

発表内容を復習する（４５分）発表の準備をする（４５分）
［データ・ＡＩ利活用（導入）⑦］データ・ＡＩの
事例について調べ、スライドを作成・発表する。※
グループワーク

8

Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分）Ｅｘｃｅｌの基本操作を調べる（４５分）［Ｅｘｃｅｌの基礎］Ｅｘｃｅｌの基本操作とデー
タ加工について9

10
［データリテラシー（基礎）①］平均値、ばらつき
、相関と因果、母集団と抽出※Ｅｘｃｅｌを使用し
た演習

Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分） 学習したＥｘｃｅｌ関数を復習する（４５分）

グラフ作成方法を復習する（４５分）Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分）［データリテラシー（基礎）②］グラフ、データの
可視化演習※Ｅｘｃｅｌを使用した演習11

分析方法を復習する（４５分）Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分）［データリテラシー（基礎）③］分析演習（手法を
予め定めた分析）※Ｅｘｃｅｌを使用した演習12

分析方法を復習する（４５分）分析方法を復習する（４５分）［データリテラシー（基礎）④］分析演習（自由分
析）※Ｅｘｃｅｌを使用した演習、グループワーク13

確認テストを復習する（４５分）データ・ＡＩが引き起こすリスクを調べる（４５分
）

［データ・ＡＩ利活用の留意事項（心得）①］デー
タ・ＡＩ利活用の利点・欠点を知る。14

発表内容を復習する（４５分）データ・ＡＩが引き起こすリスクを調べる（４５分
）

［データ・ＡＩ利活用の留意事項（心得）②］デー
タ・ＡＩが引き起こす課題について調べ、発表する
。※グループワーク

15

解説内容をまとめる（４５分）これまでの確認テストを復習する（４５分）定期試験（６０分）・解説（３０分）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

プレゼンの基礎、基本操作の復習（４５分）

科目名称 情報基礎演習Ⅱ（M-

共通教育科目科目分類区分

由水　伸（経営学科・教授）・近澤　潤
（経営学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SOF041019/SOF062044（科目ナンバリング： ）

後期

経営学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在
１号館２階（由水）・１号館２

階（近澤）

単位数 1 (単位認定責任者： ）由水　伸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

企業での情報システム開発の経験を持つ教員が、その実務経験を活かして実社会で必要な知
識を交えて講義を行う。

基本情報

開講時期
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て理解できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解できなかった。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切且つより詳細に加
工・分析・考察を行うこと
ができ、結果を正しく表現
し、自らの考えを交えて説
明できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切且つより詳細に加
工・分析・考察を行うこと
ができ、結果を正しく表現
できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切に加工・分析・考
察を行うことができ、結果
を正しく表現できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切に加工す・分析・
考察を行うことができ、結
果を表現できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切に加工・分析・考
察を行うことができず、結
果を正しく表現できなかっ
た。

図や画像を使い、レイアウ
トやテキストなどの細かい
設定に気を配り、より聞き
手にとってわかりやすいス
ライドを作成することがで
きた。

図や画像を使い、聞き手に
とってわかりやすいスライ
ドを作成することができた
。

図や画像を使い、スライド
を作成することができた。

スライドを作成することが
できた。

スライドを作成することが
できなかった。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得できなかった。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得し、実践した結
果、聞き手に対し効果的か
つ自分なりに工夫を凝らし
たプレゼンすることができ
た。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得し、実践した結
果、聞き手に対し効果的に
プレゼンすることができた
。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得し、実践できた
。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得できた。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 内田誠一／川崎能典／孝忠大輔
／佐久間淳／椎名洋／中川裕志

講談社サイエンテ
ィフィク

978-4-06-523809-7

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『教養としてのデータサイエンス』 ２０２１

2 濵田悦生 講談社サイエンテ
ィフィク

978-4-06-517000-7『データサイエンスの基礎』 ２０１９

3

4

5

科目名称 情報基礎演習Ⅱ（M-

共通教育科目科目分類区分

由水　伸（経営学科・教授）・近澤　潤
（経営学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SOF041019/SOF061043（科目ナンバリング： ）

後期

経営学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在
１号館２階（由水）・１号館２

階（近澤）

単位数 1 (単位認定責任者： ）由水　伸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

企業での情報システム開発の経験を持つ教員が、その実務経験を活かして実社会で必要な知
識を交えて講義を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１３回以上とする。
３０分以上の遅刻は欠席と見なす。
Ｓ評価（秀）は、原則として全回出席者に限る。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ０％ ５０％ ０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

2－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
［オリエンテーション・プレゼンの基礎］シラバス
説明、プレゼンの基礎、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ基本
操作

シラバスの確認（４５分）

2
［データ・ＡＩ利活用（導入）①］データ・ＡＩを
学ぶ意義、社会で起きている変化、社会で活用され
ているデータ

データサイエンスを調べる（４５分） 確認テストの復習（４５分）

データ活用事例を調べる（４５分）3 ［データ・ＡＩ利活用（導入）②］データ活用事例
について調べ、スライドを作成する。 他のデータ活用事例を調べてまとめる（４５分）

確認テストを復習する（４５分）ＡＩを調べる（４５分）［データ・ＡＩ利活用（導入）③］身近にあるＡＩ
、データ分析とＡＩの活用領域4

確認テストを復習する（４５分）ＡＩの技術を調べる（４５分）［データ・ＡＩ利活用（導入）④］データ・ＡＩ利
活用のための技術、データの活用とは5

確認テストを復習する（４５分）ＡＩの動向を調べる（４５分）［データ・ＡＩ利活用（導入）⑤］データ・ＡＩ利
活用の現場・最新動向6

データ・ＡＩの事例を調べる（４５分）ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの基本操作を復習する（４５
分）

［データ・ＡＩ利活用（導入）⑥］データ・ＡＩの
事例について調べ、スライドを作成する。※グルー
プワーク

7

発表内容を復習する（４５分）発表の準備をする（４５分）
［データ・ＡＩ利活用（導入）⑦］データ・ＡＩの
事例について調べ、スライドを作成・発表する。※
グループワーク

8

Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分）Ｅｘｃｅｌの基本操作を調べる（４５分）［Ｅｘｃｅｌの基礎］Ｅｘｃｅｌの基本操作とデー
タ加工について9

10
［データリテラシー（基礎）①］平均値、ばらつき
、相関と因果、母集団と抽出※Ｅｘｃｅｌを使用し
た演習

Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分） 学習したＥｘｃｅｌ関数を復習する（４５分）

グラフ作成方法を復習する（４５分）Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分）［データリテラシー（基礎）②］グラフ、データの
可視化演習※Ｅｘｃｅｌを使用した演習11

分析方法を復習する（４５分）Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分）［データリテラシー（基礎）③］分析演習（手法を
予め定めた分析）※Ｅｘｃｅｌを使用した演習12

分析方法を復習する（４５分）分析方法を復習する（４５分）［データリテラシー（基礎）④］分析演習（自由分
析）※Ｅｘｃｅｌを使用した演習、グループワーク13

確認テストを復習する（４５分）データ・ＡＩが引き起こすリスクを調べる（４５分
）

［データ・ＡＩ利活用の留意事項（心得）①］デー
タ・ＡＩ利活用の利点・欠点を知る。14

発表内容を復習する（４５分）データ・ＡＩが引き起こすリスクを調べる（４５分
）

［データ・ＡＩ利活用の留意事項（心得）②］デー
タ・ＡＩが引き起こす課題について調べ、発表する
。※グループワーク

15

解説内容をまとめる（４５分）これまでの確認テストを復習する（４５分）定期試験（６０分）・解説（３０分）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

プレゼンの基礎、基本操作の復習（４５分）

科目名称 情報基礎演習Ⅱ（M-

共通教育科目科目分類区分

由水　伸（経営学科・教授）・近澤　潤
（経営学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SOF041019/SOF061043（科目ナンバリング： ）

後期

経営学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在
１号館２階（由水）・１号館２

階（近澤）

単位数 1 (単位認定責任者： ）由水　伸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

企業での情報システム開発の経験を持つ教員が、その実務経験を活かして実社会で必要な知
識を交えて講義を行う。

基本情報

開講時期



データ・ＡＩ活用領域の広
がりを理解し、データ・
ＡＩを活用する価値を説明
できなかった。

1－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
今後のデジタル社会において、数理・データサイエンス・ＡＩを日常生活や実社会の場で活用できる基礎的素養を身につける。
ドキュメンテーション及びプレゼンテーションの基礎知識を身につけ、自分が意図した通りにデータを加工し、適切なかたちで表現する技能を習得する。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ「１（１）」、「１（２）」、「２（１）」に対応する。

到達目標
データ・ＡＩ活用領域の広がりを理解し、それらを活用する価値を説明できる。
また、その際に求められるモラルや倫理、データ駆動型社会における脅威（リスク）について理解し習得する。
コンピュータを使って、データを適切に加工・分析・考察することができ、その結果をプレゼンテーションツール等を用いて、表現することができる。

授業全体の内容と概要
数理・データサイエンス・ＡＩの利活用について、講義・演習課題・各種教材を通して、知識だけではなく、実際にデータを加工し、表現できる技術を体系的に学
修できる授業内容とする。習熟度を測定するために確認テストを複数回実施する。演習課題は個人形式行う他に、知識・技術の応用・定着化を図るため、グループ
ワーク（グループディスカッション）形式の演習を取り入れる。なお、グループ編成は、基礎知識や使用ソフトの操作技術の習熟度を考慮した上で、担当教員より
指定する。

授業の方法
各回の授業は、担当教員による講義と、Ｅｘｃｅｌ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを使った演習を組み合わせて行う。演習は、個人形式またはグループワーク形式で実施
し、成果物の提出を求める。本科目開講期間中は、講義で使用した教材をオンライン上に保存・提供するので、復習等に活用してほしい。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

〇 反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
課題データは、自分で考えまとめたものを提出することとし、第三者が作成した著作物等を転用しないこと。
自分で所有するノートＰＣを持ち込んで受講しても構わないが、必要な設定は予め済ませておくこと。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

数理・データサイエンス・
ＡＩの理解

データ・ＡＩ利活用におけ
るモラル・倫理・リスクの
理解

コンピュータを使ったデー
タ加工・分析・表現

コンピュータを使ったスラ
イド作成・表現

プレゼンテーションの基礎
知識

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを具体的に理解し、デ
ータ・ＡＩを活用する価値
を事例を用いて自分の考え
と併せて説明できた。

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを具体的に理解し、デ
ータ・ＡＩを活用する価値
を事例を用いて説明できた
。

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを理解し、データ・
ＡＩを活用する価値を事例
を用いて説明できた。

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを理解し、データ・
ＡＩを活用する価値を説明
できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解でき、自分ごととし
て考えた上で、事例を基に
詳しく説明できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解でき、事例を基に詳
しく説明できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解でき、事例を見つけ
ることができた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解できなかった。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切且つより詳細に加
工・分析・考察を行うこと
ができ、結果を正しく表現
し、自らの考えを交えて説
明できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切且つより詳細に加
工・分析・考察を行うこと
ができ、結果を正しく表現
できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切に加工・分析・考
察を行うことができ、結果
を正しく表現できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切に加工す・分析・
考察を行うことができ、結
果を表現できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切に加工・分析・考
察を行うことができず、結
果を正しく表現できなかっ
た。

図や画像を使い、レイアウ
トやテキストなどの細かい
設定に気を配り、より聞き
手にとってわかりやすいス
ライドを作成することがで
きた。

図や画像を使い、聞き手に
とってわかりやすいスライ
ドを作成することができた
。

図や画像を使い、スライド
を作成することができた。

スライドを作成することが
できた。

スライドを作成することが
できなかった。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得できなかった。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得し、実践した結
果、聞き手に対し効果的か
つ自分なりに工夫を凝らし
たプレゼンすることができ
た。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得し、実践した結
果、聞き手に対し効果的に
プレゼンすることができた
。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得し、実践できた
。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得できた。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 内田誠一／川崎能典／孝忠大輔
／佐久間淳／椎名洋／中川裕志

講談社サイエンテ
ィフィク

978-4-06-523809-7

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『教養としてのデータサイエンス』 ２０２１

2 濵田悦生 講談社サイエンテ
ィフィク

978-4-06-517000-7『データサイエンスの基礎』 ２０１９

3

4

5

科目名称 情報基礎演習Ⅱ（M-

共通教育科目科目分類区分

由水　伸（経営学科・教授）・近澤　潤
（経営学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SOF041019/SOF062043（科目ナンバリング： ）

後期

経営学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在
１号館２階（由水）・１号館２

階（近澤）

単位数 1 (単位認定責任者： ）由水　伸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

企業での情報システム開発の経験を持つ教員が、その実務経験を活かして実社会で必要な知
識を交えて講義を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１３回以上とする。
３０分以上の遅刻は欠席と見なす。
Ｓ評価（秀）は、原則として全回出席者に限る。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ０％ ５０％ ０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

2－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
［オリエンテーション・プレゼンの基礎］シラバス
説明、プレゼンの基礎、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ基本
操作

シラバスの確認（４５分）

2
［データ・ＡＩ利活用（導入）①］データ・ＡＩを
学ぶ意義、社会で起きている変化、社会で活用され
ているデータ

データサイエンスを調べる（４５分） 確認テストの復習（４５分）

データ活用事例を調べる（４５分）3 ［データ・ＡＩ利活用（導入）②］データ活用事例
について調べ、スライドを作成する。 他のデータ活用事例を調べてまとめる（４５分）

確認テストを復習する（４５分）ＡＩを調べる（４５分）［データ・ＡＩ利活用（導入）③］身近にあるＡＩ
、データ分析とＡＩの活用領域4

確認テストを復習する（４５分）ＡＩの技術を調べる（４５分）［データ・ＡＩ利活用（導入）④］データ・ＡＩ利
活用のための技術、データの活用とは5

確認テストを復習する（４５分）ＡＩの動向を調べる（４５分）［データ・ＡＩ利活用（導入）⑤］データ・ＡＩ利
活用の現場・最新動向6

データ・ＡＩの事例を調べる（４５分）ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの基本操作を復習する（４５
分）

［データ・ＡＩ利活用（導入）⑥］データ・ＡＩの
事例について調べ、スライドを作成する。※グルー
プワーク

7

発表内容を復習する（４５分）発表の準備をする（４５分）
［データ・ＡＩ利活用（導入）⑦］データ・ＡＩの
事例について調べ、スライドを作成・発表する。※
グループワーク

8

Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分）Ｅｘｃｅｌの基本操作を調べる（４５分）［Ｅｘｃｅｌの基礎］Ｅｘｃｅｌの基本操作とデー
タ加工について9

10
［データリテラシー（基礎）①］平均値、ばらつき
、相関と因果、母集団と抽出※Ｅｘｃｅｌを使用し
た演習

Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分） 学習したＥｘｃｅｌ関数を復習する（４５分）

グラフ作成方法を復習する（４５分）Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分）［データリテラシー（基礎）②］グラフ、データの
可視化演習※Ｅｘｃｅｌを使用した演習11

分析方法を復習する（４５分）Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分）［データリテラシー（基礎）③］分析演習（手法を
予め定めた分析）※Ｅｘｃｅｌを使用した演習12

分析方法を復習する（４５分）分析方法を復習する（４５分）［データリテラシー（基礎）④］分析演習（自由分
析）※Ｅｘｃｅｌを使用した演習、グループワーク13

確認テストを復習する（４５分）データ・ＡＩが引き起こすリスクを調べる（４５分
）

［データ・ＡＩ利活用の留意事項（心得）①］デー
タ・ＡＩ利活用の利点・欠点を知る。14

発表内容を復習する（４５分）データ・ＡＩが引き起こすリスクを調べる（４５分
）

［データ・ＡＩ利活用の留意事項（心得）②］デー
タ・ＡＩが引き起こす課題について調べ、発表する
。※グループワーク

15

解説内容をまとめる（４５分）これまでの確認テストを復習する（４５分）定期試験（６０分）・解説（３０分）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

プレゼンの基礎、基本操作の復習（４５分）

科目名称 情報基礎演習Ⅱ（M-

共通教育科目科目分類区分

由水　伸（経営学科・教授）・近澤　潤
（経営学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SOF041019/SOF062043（科目ナンバリング： ）

後期

経営学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在
１号館２階（由水）・１号館２

階（近澤）

単位数 1 (単位認定責任者： ）由水　伸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

企業での情報システム開発の経験を持つ教員が、その実務経験を活かして実社会で必要な知
識を交えて講義を行う。

基本情報

開講時期



データ・ＡＩ活用領域の広
がりを理解し、データ・
ＡＩを活用する価値を説明
できなかった。

1－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
今後のデジタル社会において、数理・データサイエンス・ＡＩを日常生活や実社会の場で活用できる基礎的素養を身につける。
ドキュメンテーション及びプレゼンテーションの基礎知識を身につけ、自分が意図した通りにデータを加工し、適切なかたちで表現する技能を習得する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ「１（３）」、「２（１）」に対応する。

到達目標
データ・ＡＩ活用領域の広がりを理解し、それらを活用する価値を説明できる。
また、その際に求められるモラルや倫理、データ駆動型社会における脅威（リスク）について理解し習得する。
コンピュータを使って、データを適切に加工・分析・考察することができ、その結果をプレゼンテーションツール等を用いて、表現することができる。

授業全体の内容と概要
数理・データサイエンス・ＡＩの利活用について、講義・演習課題・各種教材を通して、知識だけではなく、実際にデータを加工し、表現できる技術を体系的に学
修できる授業内容とする。習熟度を測定するために確認テストを複数回実施する。演習課題は個人形式行う他に、知識・技術の応用・定着化を図るため、グループ
ワーク（グループディスカッション）形式の演習を取り入れる。なお、グループ編成は、基礎知識や使用ソフトの操作技術の習熟度を考慮した上で、担当教員より
指定する。

授業の方法
各回の授業は、担当教員による講義と、Ｅｘｃｅｌ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを使った演習を組み合わせて行う。演習は、個人形式またはグループワーク形式で実施
し、成果物の提出を求める。本科目開講期間中は、講義で使用した教材をオンライン上に保存・提供するので、復習等に活用してほしい。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

〇 反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
課題データは、自分で考えまとめたものを提出することとし、第三者が作成した著作物等を転用しないこと。
自分で所有するノートＰＣを持ち込んで受講しても構わないが、必要な設定は予め済ませておくこと。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

数理・データサイエンス・
ＡＩの理解

データ・ＡＩ利活用におけ
るモラル・倫理・リスクの
理解

コンピュータを使ったデー
タ加工・分析・表現

コンピュータを使ったスラ
イド作成・表現

プレゼンテーションの基礎
知識

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを具体的に理解し、デ
ータ・ＡＩを活用する価値
を事例を用いて自分の考え
と併せて説明できた。

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを具体的に理解し、デ
ータ・ＡＩを活用する価値
を事例を用いて説明できた
。

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを理解し、データ・
ＡＩを活用する価値を事例
を用いて説明できた。

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを理解し、データ・
ＡＩを活用する価値を説明
できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解でき、自分ごととし
て考えた上で、事例を基に
詳しく説明できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解でき、事例を基に詳
しく説明できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解でき、事例を見つけ
ることができた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解できなかった。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切且つより詳細に加
工・分析・考察を行うこと
ができ、結果を正しく表現
し、自らの考えを交えて説
明できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切且つより詳細に加
工・分析・考察を行うこと
ができ、結果を正しく表現
できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切に加工・分析・考
察を行うことができ、結果
を正しく表現できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切に加工す・分析・
考察を行うことができ、結
果を表現できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切に加工・分析・考
察を行うことができず、結
果を正しく表現できなかっ
た。

図や画像を使い、レイアウ
トやテキストなどの細かい
設定に気を配り、より聞き
手にとってわかりやすいス
ライドを作成することがで
きた。

図や画像を使い、聞き手に
とってわかりやすいスライ
ドを作成することができた
。

図や画像を使い、スライド
を作成することができた。

スライドを作成することが
できた。

スライドを作成することが
できなかった。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得できなかった。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得し、実践した結
果、聞き手に対し効果的か
つ自分なりに工夫を凝らし
たプレゼンすることができ
た。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得し、実践した結
果、聞き手に対し効果的に
プレゼンすることができた
。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得し、実践できた
。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得できた。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 内田誠一／川崎能典／孝忠大輔
／佐久間淳／椎名洋／中川裕志

講談社サイエンテ
ィフィク

978-4-06-523809-7

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『教養としてのデータサイエンス』 ２０２１

2 濵田悦生 講談社サイエンテ
ィフィク

978-4-06-517000-7『データサイエンスの基礎』 ２０１９

3

4

5

科目名称 情報基礎演習Ⅱ（S-

共通教育科目科目分類区分

由水　伸（経営学科・教授）・近澤　潤
（経営学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SOF041019/SOF061043（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在
１号館２階（由水）・１号館２

階（近澤）

単位数 1 (単位認定責任者： ）近澤　潤 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

民間企業での実務経験を活かし、実社会で必要なＰＣ操作技術について、実際の事例を交え
て解説・教授する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１３回以上とする。
３０分以上の遅刻は欠席と見なす。
Ｓ評価（秀）は、原則として全回出席者に限る。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ０％ ５０％ ０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

2－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
［オリエンテーション・プレゼンの基礎］シラバス
説明、プレゼンの基礎、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ基本
操作

シラバスの確認（４５分）

2
［データ・ＡＩ利活用（導入）①］データ・ＡＩを
学ぶ意義、社会で起きている変化、社会で活用され
ているデータ

データサイエンスを調べる（４５分） 確認テストの復習（４５分）

データ活用事例を調べる（４５分）3 ［データ・ＡＩ利活用（導入）②］データ活用事例
について調べ、スライドを作成する。 他のデータ活用事例を調べてまとめる（４５分）

確認テストを復習する（４５分）ＡＩを調べる（４５分）［データ・ＡＩ利活用（導入）③］身近にあるＡＩ
、データ分析とＡＩの活用領域4

確認テストを復習する（４５分）ＡＩの技術を調べる（４５分）［データ・ＡＩ利活用（導入）④］データ・ＡＩ利
活用のための技術、データの活用とは5

確認テストを復習する（４５分）ＡＩの動向を調べる（４５分）［データ・ＡＩ利活用（導入）⑤］データ・ＡＩ利
活用の現場・最新動向6

データ・ＡＩの事例を調べる（４５分）ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの基本操作を復習する（４５
分）

［データ・ＡＩ利活用（導入）⑥］データ・ＡＩの
事例について調べ、スライドを作成する。※グルー
プワーク

7

発表内容を復習する（４５分）発表の準備をする（４５分）
［データ・ＡＩ利活用（導入）⑦］データ・ＡＩの
事例について調べ、スライドを作成・発表する。※
グループワーク

8

Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分）Ｅｘｃｅｌの基本操作を調べる（４５分）［Ｅｘｃｅｌの基礎］Ｅｘｃｅｌの基本操作とデー
タ加工について9

10
［データリテラシー（基礎）①］平均値、ばらつき
、相関と因果、母集団と抽出※Ｅｘｃｅｌを使用し
た演習

Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分） 学習したＥｘｃｅｌ関数を復習する（４５分）

グラフ作成方法を復習する（４５分）Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分）［データリテラシー（基礎）②］グラフ、データの
可視化演習※Ｅｘｃｅｌを使用した演習11

分析方法を復習する（４５分）Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分）［データリテラシー（基礎）③］分析演習（手法を
予め定めた分析）※Ｅｘｃｅｌを使用した演習12

分析方法を復習する（４５分）分析方法を復習する（４５分）［データリテラシー（基礎）④］分析演習（自由分
析）※Ｅｘｃｅｌを使用した演習、グループワーク13

確認テストを復習する（４５分）データ・ＡＩが引き起こすリスクを調べる（４５分
）

［データ・ＡＩ利活用の留意事項（心得）①］デー
タ・ＡＩ利活用の利点・欠点を知る。14

発表内容を復習する（４５分）データ・ＡＩが引き起こすリスクを調べる（４５分
）

［データ・ＡＩ利活用の留意事項（心得）②］デー
タ・ＡＩが引き起こす課題について調べ、発表する
。※グループワーク

15

解説内容をまとめる（４５分）これまでの確認テストを復習する（４５分）定期試験（６０分）・解説（３０分）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

プレゼンの基礎、基本操作の復習（４５分）

科目名称 情報基礎演習Ⅱ（S-

共通教育科目科目分類区分

由水　伸（経営学科・教授）・近澤　潤
（経営学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SOF041019/SOF061043（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在
１号館２階（由水）・１号館２

階（近澤）

単位数 1 (単位認定責任者： ）近澤　潤 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

民間企業での実務経験を活かし、実社会で必要なＰＣ操作技術について、実際の事例を交え
て解説・教授する。

基本情報

開講時期



データ・ＡＩ活用領域の広
がりを理解し、データ・
ＡＩを活用する価値を説明
できなかった。

1－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
今後のデジタル社会において、数理・データサイエンス・ＡＩを日常生活や実社会の場で活用できる基礎的素養を身につける。
ドキュメンテーション及びプレゼンテーションの基礎知識を身につけ、自分が意図した通りにデータを加工し、適切なかたちで表現する技能を習得する。

授業の位置づけ
デザイン学科のＤＰ「１（１）」、「２（１）」に対応する。

到達目標
データ・ＡＩ活用領域の広がりを理解し、それらを活用する価値を説明できる。
また、その際に求められるモラルや倫理、データ駆動型社会における脅威（リスク）について理解し習得する。
コンピュータを使って、データを適切に加工・分析・考察することができ、その結果をプレゼンテーションツール等を用いて、表現することができる。

授業全体の内容と概要
数理・データサイエンス・ＡＩの利活用について、講義・演習課題・各種教材を通して、知識だけではなく、実際にデータを加工し、表現できる技術を体系的に学
修できる授業内容とする。習熟度を測定するために確認テストを複数回実施する。演習課題は個人形式行う他に、知識・技術の応用・定着化を図るため、グループ
ワーク（グループディスカッション）形式の演習を取り入れる。なお、グループ編成は、基礎知識や使用ソフトの操作技術の習熟度を考慮した上で、担当教員より
指定する。

授業の方法
各回の授業は、担当教員による講義と、Ｅｘｃｅｌ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを使った演習を組み合わせて行う。演習は、個人形式またはグループワーク形式で実施
し、成果物の提出を求める。本科目開講期間中は、講義で使用した教材をオンライン上に保存・提供するので、復習等に活用してほしい。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

〇 反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
課題データは、自分で考えまとめたものを提出することとし、第三者が作成した著作物等を転用しないこと。
自分で所有するノートＰＣを持ち込んで受講しても構わないが、必要な設定は予め済ませておくこと。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

数理・データサイエンス・
ＡＩの理解

データ・ＡＩ利活用におけ
るモラル・倫理・リスクの
理解

コンピュータを使ったデー
タ加工・分析・表現

コンピュータを使ったスラ
イド作成・表現

プレゼンテーションの基礎
知識

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを具体的に理解し、デ
ータ・ＡＩを活用する価値
を事例を用いて自分の考え
と併せて説明できた。

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを具体的に理解し、デ
ータ・ＡＩを活用する価値
を事例を用いて説明できた
。

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを理解し、データ・
ＡＩを活用する価値を事例
を用いて説明できた。

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを理解し、データ・
ＡＩを活用する価値を説明
できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解でき、自分ごととし
て考えた上で、事例を基に
詳しく説明できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解でき、事例を基に詳
しく説明できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解でき、事例を見つけ
ることができた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解できなかった。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切且つより詳細に加
工・分析・考察を行うこと
ができ、結果を正しく表現
し、自らの考えを交えて説
明できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切且つより詳細に加
工・分析・考察を行うこと
ができ、結果を正しく表現
できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切に加工・分析・考
察を行うことができ、結果
を正しく表現できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切に加工す・分析・
考察を行うことができ、結
果を表現できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切に加工・分析・考
察を行うことができず、結
果を正しく表現できなかっ
た。

図や画像を使い、レイアウ
トやテキストなどの細かい
設定に気を配り、より聞き
手にとってわかりやすいス
ライドを作成することがで
きた。

図や画像を使い、聞き手に
とってわかりやすいスライ
ドを作成することができた
。

図や画像を使い、スライド
を作成することができた。

スライドを作成することが
できた。

スライドを作成することが
できなかった。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得できなかった。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得し、実践した結
果、聞き手に対し効果的か
つ自分なりに工夫を凝らし
たプレゼンすることができ
た。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得し、実践した結
果、聞き手に対し効果的に
プレゼンすることができた
。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得し、実践できた
。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得できた。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 内田誠一／川崎能典／孝忠大輔
／佐久間淳／椎名洋／中川裕志

講談社サイエンテ
ィフィク

978-4-06-523809-7

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『教養としてのデータサイエンス』 ２０２１

2 濵田悦生 講談社サイエンテ
ィフィク

978-4-06-517000-7『データサイエンスの基礎』 ２０１９

3

4

5

科目名称 情報基礎演習Ⅱ（D-

共通教育科目科目分類区分

由水　伸（経営学科・教授）・近澤　潤
（経営学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SOF041019/SOF061043（科目ナンバリング： ）

後期

デザイン学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在
１号館２階（由水）・１号館２

階（近澤）

単位数 1 (単位認定責任者： ）近澤　潤 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

民間企業での実務経験を活かし、実社会で必要なＰＣ操作技術について、実際の事例を交え
て解説・教授する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１３回以上とする。
３０分以上の遅刻は欠席と見なす。
Ｓ評価（秀）は、原則として全回出席者に限る。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ０％ ５０％ ０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

2－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
［オリエンテーション・プレゼンの基礎］シラバス
説明、プレゼンの基礎、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ基本
操作

シラバスの確認（４５分）

2
［データ・ＡＩ利活用（導入）①］データ・ＡＩを
学ぶ意義、社会で起きている変化、社会で活用され
ているデータ

データサイエンスを調べる（４５分） 確認テストの復習（４５分）

データ活用事例を調べる（４５分）3 ［データ・ＡＩ利活用（導入）②］データ活用事例
について調べ、スライドを作成する。 他のデータ活用事例を調べてまとめる（４５分）

確認テストを復習する（４５分）ＡＩを調べる（４５分）［データ・ＡＩ利活用（導入）③］身近にあるＡＩ
、データ分析とＡＩの活用領域4

確認テストを復習する（４５分）ＡＩの技術を調べる（４５分）［データ・ＡＩ利活用（導入）④］データ・ＡＩ利
活用のための技術、データの活用とは5

確認テストを復習する（４５分）ＡＩの動向を調べる（４５分）［データ・ＡＩ利活用（導入）⑤］データ・ＡＩ利
活用の現場・最新動向6

データ・ＡＩの事例を調べる（４５分）ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの基本操作を復習する（４５
分）

［データ・ＡＩ利活用（導入）⑥］データ・ＡＩの
事例について調べ、スライドを作成する。※グルー
プワーク

7

発表内容を復習する（４５分）発表の準備をする（４５分）
［データ・ＡＩ利活用（導入）⑦］データ・ＡＩの
事例について調べ、スライドを作成・発表する。※
グループワーク

8

Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分）Ｅｘｃｅｌの基本操作を調べる（４５分）［Ｅｘｃｅｌの基礎］Ｅｘｃｅｌの基本操作とデー
タ加工について9

10
［データリテラシー（基礎）①］平均値、ばらつき
、相関と因果、母集団と抽出※Ｅｘｃｅｌを使用し
た演習

Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分） 学習したＥｘｃｅｌ関数を復習する（４５分）

グラフ作成方法を復習する（４５分）Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分）［データリテラシー（基礎）②］グラフ、データの
可視化演習※Ｅｘｃｅｌを使用した演習11

分析方法を復習する（４５分）Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分）［データリテラシー（基礎）③］分析演習（手法を
予め定めた分析）※Ｅｘｃｅｌを使用した演習12

分析方法を復習する（４５分）分析方法を復習する（４５分）［データリテラシー（基礎）④］分析演習（自由分
析）※Ｅｘｃｅｌを使用した演習、グループワーク13

確認テストを復習する（４５分）データ・ＡＩが引き起こすリスクを調べる（４５分
）

［データ・ＡＩ利活用の留意事項（心得）①］デー
タ・ＡＩ利活用の利点・欠点を知る。14

発表内容を復習する（４５分）データ・ＡＩが引き起こすリスクを調べる（４５分
）

［データ・ＡＩ利活用の留意事項（心得）②］デー
タ・ＡＩが引き起こす課題について調べ、発表する
。※グループワーク

15

解説内容をまとめる（４５分）これまでの確認テストを復習する（４５分）定期試験（６０分）・解説（３０分）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

プレゼンの基礎、基本操作の復習（４５分）

科目名称 情報基礎演習Ⅱ（D-

共通教育科目科目分類区分

由水　伸（経営学科・教授）・近澤　潤
（経営学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SOF041019/SOF061043（科目ナンバリング： ）

後期

デザイン学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在
１号館２階（由水）・１号館２

階（近澤）

単位数 1 (単位認定責任者： ）近澤　潤 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

民間企業での実務経験を活かし、実社会で必要なＰＣ操作技術について、実際の事例を交え
て解説・教授する。

基本情報

開講時期



データ・ＡＩ活用領域の広
がりを理解し、データ・
ＡＩを活用する価値を説明
できなかった。

1－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
今後のデジタル社会において、数理・データサイエンス・ＡＩを日常生活や実社会の場で活用できる基礎的素養を身につける。
ドキュメンテーション及びプレゼンテーションの基礎知識を身につけ、自分が意図した通りにデータを加工し、適切なかたちで表現する技能を習得する。

授業の位置づけ
建築学科のＤＰ「１（２）」、「２（５）」に対応する。

到達目標
データ・ＡＩ活用領域の広がりを理解し、それらを活用する価値を説明できる。
また、その際に求められるモラルや倫理、データ駆動型社会における脅威（リスク）について理解し習得する。
コンピュータを使って、データを適切に加工・分析・考察することができ、その結果をプレゼンテーションツール等を用いて、表現することができる。

授業全体の内容と概要
数理・データサイエンス・ＡＩの利活用について、講義・演習課題・各種教材を通して、知識だけではなく、実際にデータを加工し、表現できる技術を体系的に学
修できる授業内容とする。習熟度を測定するために確認テストを複数回実施する。演習課題は個人形式行う他に、知識・技術の応用・定着化を図るため、グループ
ワーク（グループディスカッション）形式の演習を取り入れる。なお、グループ編成は、基礎知識や使用ソフトの操作技術の習熟度を考慮した上で、担当教員より
指定する。

授業の方法
各回の授業は、担当教員による講義と、Ｅｘｃｅｌ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔを使った演習を組み合わせて行う。演習は、個人形式またはグループワーク形式で実施
し、成果物の提出を求める。本科目開講期間中は、講義で使用した教材をオンライン上に保存・提供するので、復習等に活用してほしい。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

〇 反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
課題データは、自分で考えまとめたものを提出することとし、第三者が作成した著作物等を転用しないこと。
自分で所有するノートＰＣを持ち込んで受講しても構わないが、必要な設定は予め済ませておくこと。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

数理・データサイエンス・
ＡＩの理解

データ・ＡＩ利活用におけ
るモラル・倫理・リスクの
理解

コンピュータを使ったデー
タ加工・分析・表現

コンピュータを使ったスラ
イド作成・表現

プレゼンテーションの基礎
知識

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを具体的に理解し、デ
ータ・ＡＩを活用する価値
を事例を用いて自分の考え
と併せて説明できた。

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを具体的に理解し、デ
ータ・ＡＩを活用する価値
を事例を用いて説明できた
。

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを理解し、データ・
ＡＩを活用する価値を事例
を用いて説明できた。

データ・ＡＩ活用領域の広
がりを理解し、データ・
ＡＩを活用する価値を説明
できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解でき、自分ごととし
て考えた上で、事例を基に
詳しく説明できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解でき、事例を基に詳
しく説明できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解でき、事例を見つけ
ることができた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解できた。

データ・ＡＩを利活用する
際に求められるモラルや倫
理、データ駆動型社会にお
ける脅威（リスク）につい
て理解できなかった。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切且つより詳細に加
工・分析・考察を行うこと
ができ、結果を正しく表現
し、自らの考えを交えて説
明できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切且つより詳細に加
工・分析・考察を行うこと
ができ、結果を正しく表現
できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切に加工・分析・考
察を行うことができ、結果
を正しく表現できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切に加工す・分析・
考察を行うことができ、結
果を表現できた。

Ｅｘｃｅｌを使って、デー
タを適切に加工・分析・考
察を行うことができず、結
果を正しく表現できなかっ
た。

図や画像を使い、レイアウ
トやテキストなどの細かい
設定に気を配り、より聞き
手にとってわかりやすいス
ライドを作成することがで
きた。

図や画像を使い、聞き手に
とってわかりやすいスライ
ドを作成することができた
。

図や画像を使い、スライド
を作成することができた。

スライドを作成することが
できた。

スライドを作成することが
できなかった。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得できなかった。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得し、実践した結
果、聞き手に対し効果的か
つ自分なりに工夫を凝らし
たプレゼンすることができ
た。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得し、実践した結
果、聞き手に対し効果的に
プレゼンすることができた
。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得し、実践できた
。

プレゼンテーションの基礎
知識を習得できた。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 内田誠一／川崎能典／孝忠大輔
／佐久間淳／椎名洋／中川裕志

講談社サイエンテ
ィフィク

978-4-06-523809-7

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『教養としてのデータサイエンス』 ２０２１

2 濵田悦生 講談社サイエンテ
ィフィク

978-4-06-517000-7『データサイエンスの基礎』 ２０１９

3

4

5

科目名称 情報基礎演習Ⅱ（A-

共通教育科目科目分類区分

由水　伸（経営学科・教授）・近澤　潤
（経営学科・専任講師）・向井　正伸

授業担当者（所
属・職名）

SOF041019/SOF061043（科目ナンバリング： ）

後期

建築学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在
１号館２階（由水）・１号館２
階（近澤）・２号館７階（向

単位数 1 (単位認定責任者： ）近澤　潤 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

民間企業での実務経験を活かし、実社会で必要なＰＣ操作技術について、実際の事例を交え
て解説・教授する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１３回以上とする。
３０分以上の遅刻は欠席と見なす。
Ｓ評価（秀）は、原則として全回出席者に限る。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ０％ ５０％ ０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

2－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
［オリエンテーション・プレゼンの基礎］シラバス
説明、プレゼンの基礎、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ基本
操作

シラバスの確認（４５分）

2
［データ・ＡＩ利活用（導入）①］データ・ＡＩを
学ぶ意義、社会で起きている変化、社会で活用され
ているデータ

データサイエンスを調べる（４５分） 確認テストの復習（４５分）

データ活用事例を調べる（４５分）3 ［データ・ＡＩ利活用（導入）②］データ活用事例
について調べ、スライドを作成する。 他のデータ活用事例を調べてまとめる（４５分）

確認テストを復習する（４５分）ＡＩを調べる（４５分）［データ・ＡＩ利活用（導入）③］身近にあるＡＩ
、データ分析とＡＩの活用領域4

確認テストを復習する（４５分）ＡＩの技術を調べる（４５分）［データ・ＡＩ利活用（導入）④］データ・ＡＩ利
活用のための技術、データの活用とは5

確認テストを復習する（４５分）ＡＩの動向を調べる（４５分）［データ・ＡＩ利活用（導入）⑤］データ・ＡＩ利
活用の現場・最新動向6

データ・ＡＩの事例を調べる（４５分）ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの基本操作を復習する（４５
分）

［データ・ＡＩ利活用（導入）⑥］データ・ＡＩの
事例について調べ、スライドを作成する。※グルー
プワーク

7

発表内容を復習する（４５分）発表の準備をする（４５分）
［データ・ＡＩ利活用（導入）⑦］データ・ＡＩの
事例について調べ、スライドを作成・発表する。※
グループワーク

8

Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分）Ｅｘｃｅｌの基本操作を調べる（４５分）［Ｅｘｃｅｌの基礎］Ｅｘｃｅｌの基本操作とデー
タ加工について9

10
［データリテラシー（基礎）①］平均値、ばらつき
、相関と因果、母集団と抽出※Ｅｘｃｅｌを使用し
た演習

Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分） 学習したＥｘｃｅｌ関数を復習する（４５分）

グラフ作成方法を復習する（４５分）Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分）［データリテラシー（基礎）②］グラフ、データの
可視化演習※Ｅｘｃｅｌを使用した演習11

分析方法を復習する（４５分）Ｅｘｃｅｌの基本操作を復習する（４５分）［データリテラシー（基礎）③］分析演習（手法を
予め定めた分析）※Ｅｘｃｅｌを使用した演習12

分析方法を復習する（４５分）分析方法を復習する（４５分）［データリテラシー（基礎）④］分析演習（自由分
析）※Ｅｘｃｅｌを使用した演習、グループワーク13

確認テストを復習する（４５分）データ・ＡＩが引き起こすリスクを調べる（４５分
）

［データ・ＡＩ利活用の留意事項（心得）①］デー
タ・ＡＩ利活用の利点・欠点を知る。14

発表内容を復習する（４５分）データ・ＡＩが引き起こすリスクを調べる（４５分
）

［データ・ＡＩ利活用の留意事項（心得）②］デー
タ・ＡＩが引き起こす課題について調べ、発表する
。※グループワーク

15

解説内容をまとめる（４５分）これまでの確認テストを復習する（４５分）定期試験（６０分）・解説（３０分）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

プレゼンの基礎、基本操作の復習（４５分）

科目名称 情報基礎演習Ⅱ（A-

共通教育科目科目分類区分

由水　伸（経営学科・教授）・近澤　潤
（経営学科・専任講師）・向井　正伸

授業担当者（所
属・職名）

SOF041019/SOF061043（科目ナンバリング： ）

後期

建築学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在
１号館２階（由水）・１号館２
階（近澤）・２号館７階（向

単位数 1 (単位認定責任者： ）近澤　潤 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

民間企業での実務経験を活かし、実社会で必要なＰＣ操作技術について、実際の事例を交え
て解説・教授する。

基本情報

開講時期


