
① 学校名

② 大学等の設置者 ③ 設置形態

④ 所在地

⑤ 申請するプログラム名称

⑥ プログラムの開設年度 年度 ⑦応用基礎レベルの申請の有無 無

⑧ 教員数 人 人

⑨ プログラムの授業を教えている教員数 人

⑩ 全学部・学科の入学定員 人

⑪ 全学部・学科の学生数（学年別） 総数 人

１年次 人 人

３年次 人 人

５年次 人 人

⑫ プログラムの運営責任者

⑬ プログラムを改善・進化させるための体制（委員会・組織等）

⑭ プログラムの自己点検・評価を行う体制（委員会・組織等）

⑮ 申請する認定プログラム

連絡先

所属部署名 担当者名

E-mail 電話番号

27

1,328

２年次

（責任者名） 小越　澄雄 （役職名）

323325

300

教授

数理・データサイエンス・AI教育プログラム推進委員会

数理・データサイエンス・AI教育プログラム推進委員会

６年次

様式１

（常勤）

長野県茅野市豊平5000‐1

57

公立諏訪東京理科大学

数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度（リテラシーレベル）　申請様式

60 （非常勤）

データサイエンス・AI人材リテラシー教育プログラム

公立大学公立大学法人公立諏訪東京理科大学

令和2

kyougaku@admin.sus.ac.jp 0266-73-1201（代）

４年次

荻原　由昌

375

教務・学生支援課

（責任者名） 教授平田　幸広 （役職名）

（責任者名） 平田　幸広

305

（役職名）

認定教育プログラム

学長
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①具体的な修了要件 ②教育プログラムの修了要件

単位数 必修 1-1 1-6 単位数 必修 1-1 1-6

2 ○ ○ ○

単位数 必修 1-2 1-3 単位数 必修 1-2 1-3

2 ○ ○

2 ○ ○

授業科目

　　　様式２

授業科目

AI時代の情報倫理

授業科目

④「社会で活用されているデータ」や「データの活用領域」は非常に広範囲であって、日常生活や社会の課題を解決する有用なツールになり得る
もの」の内容を含む授業科目

プログラムを構成する授業科目について

本学が定める所定の科目（「AI時代の情報倫理」「統計学B」の2科目4単位）を全て修得していること。
なお，数理・データサイエンス・AIに深い興味を持ち，さらに理解を深めるために下記「⑧選択「４．オプション」の内容を含む授業科目」のとお
り、選択科目として用意し，カリキュラムチェーンとともに提供する。選択科目の修得は本プログラム修了要件に含まない。

③現在進行中の社会変化（第４次産業革命、Society 5.0、データ駆動型社会等）に深く寄与しているものであり、それが自らの生活と密接に結び
ついている」の内容を含む授業科目

開講状況

全学開講

開講状況

学部・学科によって、修了要件は相違しない

開講状況開講状況

全学開講

全学開講

授業科目

AI時代の情報倫理

統計学B
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単位数 必修 1-4 1-5 単位数 必修 1-4 1-5

2 ○ ○

2 ○ ○

単位数 必修 3-1 3-2 単位数 必修 3-1 3-2

2 ○ ○ ○

単位数 必修 開講状況 2-1 2-2 2-3 単位数 必修 開講状況 2-1 2-2 2-3

2 ○ ○ ○ ○

授業科目

授業科目 授業科目

授業科目

全学開講統計学B

授業科目

AI時代の情報倫理

開講状況

全学開講

全学開講

開講状況授業科目

AI時代の情報倫理

統計学B

⑥「活用に当たっての様々な留意事項（ELSI、個人情報、データ倫理、ＡＩ社会原則等）を考慮し、情報セキュリティや情報漏洩等、データを守る上
での留意事項への理解をする」の内容を含む授業科目

開講状況

⑦「実データ・実課題（学術データ等を含む）を用いた演習など、社会での実例を題材として、「データを読む、説明する、扱う」といった数理・デー
タサイエンス・ＡＩの基本的な活用法に関するもの」の内容を含む授業科目

⑤「様々なデータ利活用の現場におけるデータ利活用事例が示され、様々な適用領域（流通、製造、金融、サービス、インフラ、公共、ヘルスケア
等）の知見と組み合わせることで価値を創出するもの」の内容を含む授業科目

開講状況

全学開講
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⑧選択「４．オプション」の内容を含む授業科目

⑨プログラムを構成する授業の内容

授業に含まれている内容・要素

1-1

1-6

1-2

1-3

授業科目 選択項目 授業科目

プログラミング１，Cプログラミング基礎及び演習，Javaプログラミング基礎及び演習 4‐2アルゴリズム基礎 インターネット論及び演習，Webプログラミング及び演習 その他

自然言語処理論 4‐5テキスト解析

Cプログラミング応用及び演習，Javaプログラミング応用及び演習

・AI技術を活用した最新事例の状況理解　「AI時代の情報倫理」（3回目）

・技術革新が社会実装された際の社会変化・市民の行動変容について　「AI時代の情報倫理」（2回目）

・データ構造や特徴の理解　「統計学B」（１～４回目）

メディアリテラシー，メディアシステムデザイン論及び演習 4‐6画像解析

データベース論及び演習 4‐7データハンドリング

機械学習，人工知能 4‐8データ活用実践（教師あり学習）

選択項目
微分積分１，微分積分１演習，微分積分２，微分積分２演習，線形代数，線形代数演習，統計学A 4-1統計および数理基礎

ビッグデータによる品質管理論

4‐3データ構造とプログラミング基礎

4‐4時系列データ解析

（２）「社会で活用されているデー
タ」や「データの活用領域」は非
常に広範囲であって、日常生活
や社会の課題を解決する有用な
ツールになり得るもの

（１）現在進行中の社会変化（第
４次産業革命、Society 5.0、デー
タ駆動型社会等）に深く寄与して
いるものであり、それが自らの生
活と密接に結びついている

講義内容

・AI技術に関する政府動向や産業界の期待について学ぶ　「AI時代の情報倫理」（1回目）
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1-4

1-5

3-1

3-2

2-1

2-2

2-3

⑩プログラムの学修成果（学生等が身に付けられる能力等）

AI技術が実装されている最新事例を学ぶことにより，AI技術が身近に使われ，今後必要な知識とスキルであることを理解する。また，AI技術が
もたらす社会変容やビジネスの変化を考え，国内だけでなくグローバルな視点で倫理的問題及び人間中心に問題を解決する方法に係わる知
識やスキルが，今後ますます重要となることを理解する。また，統計学の知識を修得することにより，実社会におけるデータを統計的手法で分
析する知識とスキルを修得する。さらに，ＡＩ技術を応用し，より複雑な問題を分析・予測をするために必要な知識として，選択科目を自ら学習
する意欲につなげる。

・AI技術を活用した最新事例　「AI時代の情報倫理」（3回目）

・データからモデル作成，評価，分析　「統計学B」（5～11回目）

・データからモデルを作成し評価する　「統計学B」（8～11回目）

（３）様々なデータ利活用の現場
におけるデータ利活用事例が示
され、様々な適用領域（流通、製
造、金融、サービス、インフラ、
公共、ヘルスケア等）の知見と
組み合わせることで価値を創出
するもの

（５）実データ・実課題（学術デー
タ等を含む）を用いた演習など、
社会での実例を題材として、
「データを読む、説明する、扱う」
といった数理・データサイエン
ス・ＡＩの基本的な活用法に関す
るもの

・データの構造理解等　「統計学B」（1～2回目）

・統計解析ソフト「Ｒ」を用いた実際のデータ判別分析作業　「統計学B」（12～14回目）

（４）活用に当たっての様々な留
意事項（ELSI、個人情報、データ
倫理、ＡＩ社会原則等）を考慮し、
情報セキュリティや情報漏洩
等、データを守る上での留意事
項への理解をする

・AI技術が社会実装された際に引き起こされる倫理的問題の抽出とその解決方法について　「AI時代の情報倫理」（4回目）

・AI技術が多数活用された未来都市（スマートシティ）で起こる倫理的課題とそれに対する考え方の整理　「AI時代の情報倫理」（5回目）
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⑪プログラムの授業内容等を公表しているアドレス
https://www.sus.ac.jp/academics/ds-ai-program/
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①プログラム開設年度 年度

②履修者・修了者の実績

履修者数 修了者数 履修者数 修了者数 履修者数 修了者数 履修者数 修了者数 履修者数 修了者数 履修者数 修了者数

工学部・情報応用工学科 150 600 91 91 2 2 93 16%

工学部・機械電気工学科 150 600 19 19 0 0 19 3%

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

合　計 300 1200 110 110 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 112 9%

様式３

プログラムの履修者数等の実績について

令和2

学部・学科名称
入学
定員

収容
定員

令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 履修者数
合計 履修率
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① プログラムを改善・進化させるための体制を定める規則名称

② 体制の目的

③ 具体的な構成員

④ 履修者数・履修率の向上に向けた計画

令和３年度実績 9% 令和４年度予定 40% 令和５年度予定 60%

令和６年度予定 80% 令和７年度予定 80% 収容定員（名） 1,200

各年度の履修者数の目標を以下のとおりとする。（（　）内は履修率。）
　令和3年度　240名　（20％）
　令和4年度　240名　（40％）
　令和5年度　240名　（60％）
　令和6年度　240名　（80％）
　令和7年度　240名　（80％）
当該プログラムの標準履修年次は2年次とし，令和2年度よりプログラムを開始した。しか
し，令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により学生周知が十分とは言いがたい
状況となり，履修者数は少なかった。令和3年度は，情報応用工学科については選択科目
ではあるが”卒業までに履修すべきプログラム”という扱いとすることで，2年次学生では履
修率100％（150人）を目指したところ，77名の修了者があり，所定の2科目のうち1科目を履
修した者が40名いたため，それらの者は来年度以降の修了に結び付付くことから合計する
と目標に近い履修率を達成できた。一方の機械電気工学科に関しても，新しい時代に求め
られる人材として必要なリテラシーであることを学生に伝え，少なくとも2年次学生の20％程
度が履修すると目論んだところ，2年次学生では19名の修了者があり，所定の2科目のうち1
科目を履修した者が66名いたため，こちらも来年度以降の修了に結び付けることができる
見込みである。標準履修年次以降の学生についてもこれを広く周知することで，10％程度
（60名）が履修すると考え，令和3年度の履修者数は240名程度まで増加すると考えており，
概ね達成できた。令和4年度以降も同様の対応を行うことに加え，年度初めの修学指導期
間中に学生全員に配布する履修の手引へ当該プログラムについて明記したことより同程度

教育の質・履修者数を向上させるための体制・計画について

数理・データサイエンス・AI教育プログラム推進委員会規程

本学は全学的な取り組みとして，課題発見，問題定義，データの収集整理，データ分析，ソ
リューションを提案できる人材の育成を掲げる。これに必要となる数理・データサイエンス・
AI教育プログラムの全学的な普及および関連科目の整備，及び教職員および社会への周
知を行うことを目的として，数理・データサイエンス・AI教育プログラム推進委員会を設置し
た。同委員会が中心となりプログラム内授業のシラバス，授業満足度アンケート等により，
半期ごとにフィードバックを行い，授業の質向上を図るとともに，修了者数の増加を目指しプ
ログラムに関わる授業の必修化などについて検討する。

数理・データサイエンス・AI教育プログラム推進委員会
（委員長）
　工学部　情報応用工学科　教授　平田　幸広
（委員）
　工学部　情報応用工学科　教授　広瀬　啓雄
　工学部　機械電気工学科　准教授　来須　孝光
　共通・マネジメント教育センター　准教授　櫻井　哲朗
　事務部　次長　加藤　聡一

具体的な計画
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員 履 該 度
の履修者数を見込む。令和2年度にプログラム開始をしているため，収容定員に対する履
修率は当初は低く見えるが，年度経過とともに履修率は向上し，8割程度の卒業生が当該
プログラムを履修する想定である。そもそも，工学部の単科大学という特性上，これらリテラ
シーが必要であることが自明な分野であることから，履修率は高くなると考えられる。
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⑤ 学部・学科に関係なく希望する学生全員が受講可能となるような必要な体制・取組等

⑥ できる限り多くの学生が履修できるような具体的な周知方法・取組

プログラムの対象授業2科目を，学科に関係なく全学生が受講可能となるように，時間割を
設定している。対象授業2科目のうち，『AI時代の情報倫理』に関しては，異なる学科の学生
でも履修しやすいように，集中講義授業として設定している。集中講義の日程は，土曜日な
ど大学のほかの行事と重複しないように工夫している。2021年度について，コロナ禍を受け
て，2020年度同様にZoomによる遠隔授業を行い，録画された授業での復習，ブレイクアウ
トルームを使った学生同士のディスカッションを実施し，対面授業と同等の教育効果を発揮
できたものと考える。今後新型コロナ感染症の拡大状況により授業実施方法の変更があり
得るが，対面授業・遠隔授業のいずれにおいても，通常の授業と重複することなく多くの学
生が履修可能となる。
『統計学B』に関しても，2年前期であればすべての学生が履修できる時間割としている。演
習を含む内容であることからも，教育効果を上げるため少人数クラスが適していると考え，2
講座開講している。

標準履修年次を2年次前期としているため，入学時の修学ガイダンスだけでなく，各学年の
各種ガイダンスにて，本プログラムの履修について強く促す。特に，情報応用工学科では，
将来の職業としてデータサイエンティスト・AIエンジニアを志望する学生も多く，”卒業までに
履修すべきプログラム”であることをしっかりと伝え，100％の履修率を目指す。また，2年以
降に数理・データサイエンス・AIに関する多くの専門科目があるため，これらの科目を履修
するための基礎知識として重要であることを，履修の手引き，シラバスやカリキュラムチェー
ンに明示するなどの方法で，学生に周知する。
機械電気工学科に関しても，専門知識を活かしてソリューションを導くための重要な知識と
スキルとして”新しい時代に求められる人材に必要なリテラシー”を学ぶ場であることをしっ
かりと伝える。情報応用工学科同様に，履修の手引き，シラバスやカリキュラムチェーンに
明示するなどの方法で，学生に周知する。
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⑦ できる限り多くの学生が履修・修得できるようなサポート体制

⑧

本教育プログラムの授業に限らず，すべての授業において，LMSのチャット機能・掲示板機
能・メール機能を用いて，学生から24時間オンラインで質問を受け付けられる体制をとって
いる。
2020年度から，Zoomによるすべての遠隔授業は，授業の内容を録画しLMSにアップする規
則のもとで運用している。前述のとおり，2021年度後期から全ての授業を自動的に撮影・
LMSにアップし，学生がいつでも授業映像を見て主体的に学習できるシステムを構築した
（一部授業を除く）。また，学習支援室を設置し，3名の教育助教が授業の質問やレポートに
個別対応する体制をとっている。

本教育プログラムの授業に限らず，令和3年度後期より基本的に全ての授業の撮影を実施
し，LMSにアーカイブを蓄積することとし，これに向け学内設備の準備を開始している。これ
により，学生がいつでも講義内容の閲覧が可能となり，学修効果を高めることができると考
えている。
また，授業で利用する教材・資料はLMSにアップし，学生がいつでも主体的に学習できるよ
うサポートする。
具体的には，『AI時代の情報倫理』に関しては，講義の内容を可能な範囲で録画し，LMSに
アップロードする。また，授業関係資料も授業実施にあわせてLMSに掲載する。これにより，
履修者はいつでも授業の復習ができることから授業の理解が深まり，修得者増加につなが
る。
『統計学B』に関しては，授業録画公開の他，学習支援室の教育助教スタッフが学習内容の
質問など対応する。授業で分からなかったこと，レポートでできないことなどがあった場合
は，学習支援室の教育助教スタッフが個別対応するため，理解できない学生をフォローする
ことができる。これにより，修得者増加につながる。

授業時間内外で学習指導、質問を受け付ける具体的な仕組み

11 / 15 ページ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 様式５

① 自己点検・評価体制における意見等

学内からの視点

学修成果

教学マネジメント推進委員会にて，セメスターごとに，10問程度で構成される授業満足度アンケートをすべての
科目で実施し，アンケート集計結果およびアンケート結果に対する教員のフィードバックは，Webにて公開され
る。このアンケートには，「授業時間以外の学習時間」「授業の難易度」「分野への興味」「授業内容の有用性」
「授業への満足度」等の項目があり，これらを分析することによって，授業内容の学生の理解度や興味の高さ，
有用性，満足度を把握することができる。
また，期末試験または最終レポートの結果などを授業担当者と数理・データサイエンス・AI教育プログラム推進
委員会で共有し，学修成果の確認をおこなう。問題がある場合は，同推進委員会と本プログラムに係る授業担
当教員で連携し，改善策の検討をする体制を整える。

自己点検・評価について

自己点検・評価の視点 自己点検・評価体制における意見・結果・改善に向けた取組等

プログラムの履修・修得状
況

数理・データサイエンス・AI教育プログラム推進委員会において，プログラムの履修・取得状況の分析を実施す
る。履修管理システム，出席管理システム，LMSが導入されていて，すべての授業において出席管理の利用，
授業資料のアップロードをすることになっている。このため，履修状況，出席状況は逐次，授業担当者以外でも
把握できる。また，LMSのレポート提出機能を使うことにより，受講者毎の講義演習進捗状況や課題への対応
状況を把握することができる。
履修状況，出席状況，レポート提出などの状況は，同推進委員会で逐次チェックし，改善が必要な場合にはそ
の検討を行う体制とする。また，プログラムを担当する講師と，同委員会で密に連絡を取り，各種改善策の検
討を行う体制とする。

12 / 15 ページ
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学生アンケート等を通じた
学生の内容の理解度

教学マネジメント推進委員会では，セメスターごとに卒業研究を除くすべての授業を対象に，主に授業満足度
を調査するＷｅｂによるアンケートを実施し，学生から概ね80％前後の回答を得ている。アンケート集計結果に
ついて，教員から良かった点，悪かった点，改善すべき点についてのフィードバックを収集し，Ｗｅｂにて公開し
ている。
授業満足度アンケートは，10問程度から構成され，「授業難易度」「教員の説明がわかりやすかったか」「分野
への興味・関心度」「新しい知識の習得度」「授業以外の学習時間」などから構成される。本プログラム対象科
目の授業アンケートについて，数理・データーサイエンス・AI教育プログラム推進委員会において分析し，学生
が数理・データサイエンス・AIについて興味・関心を持ち，意欲的に学習し，理解度が上がっているかを分析す
る。問題がある場合は，同委員会と担当教員で連携し改善策の検討をする体制を整える。

学生アンケート等を通じた
後輩等他の学生への推奨
度

本プログラムの授業アンケート結果を，修学ガイダンスなどで紹介する。また，授業アンケートとは別に本プロ
グラム受講者に対して，後輩学生や他の学生へ本プログラムの推奨度を推し量るアンケートを実施し，修学ガ
イダンスなどで紹介する。
また，本プログラム修了者と修了していない学生の就職内定率などを，数理・データサイエンス・AI教育プログ
ラム推進委員会でウオッチし，良い結果であれば，同様に修学ガイダンスなどで周知する。

全学的な履修者数、履修
率向上に向けた計画の達
成・進捗状況

工学系単科大学の本学では，1年次よりプログラミング・統計学の基礎，2年次前期に本プログラム，さらに2年
次以降には，様式２に提示した通り，数理・データサイエンス・AI専門家になるべく多くの選択科目を開講してい
る。カリキュラムチェーンにも明示し，専門科目を取るために必要な知識とスキルと位置付けて，多くの学生が
履修・修得することを，履修の手引き，セメスターの始まり行うに修学ガイダンスで周知する。
令和3年度以降の履修者数，履修率を，数理・データサイエンス・AI教育プログラム推進委員会で確認し，目標
値を達成したか否かに関わらず，次年度に向け履修者数を向上させる施策を継続的に検討し，令和5年度に
は全体の60％以上が本プログラム修了者となるように働きかける。

13 / 15 ページ
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学外からの視点

教育プログラム修了者の
進路、活躍状況、企業等
の評価

教務・学生支援課キャリア支援係と共同し，本教育プログラムを修了した学生の進路先や就職内定状況を把
握する。また民間企業等からの評価に関しては，本学が毎年2月に実施し，200社以上に参加いただいている
合同企業研究会の参加企業に対して，本教育プログラムを修了した卒業生の採用状況や企業での活躍状況，
および企業からの意見などを収集し，本プログラムに係る講義内容・方法などのフィードバックを，数理・データ
サイエンス・ＡＩ教育プログラム推進委員会が中心となって検討し，本プログラムの改善活動を継続的に実施す
る。

産業界からの視点を含め
た教育プログラム内容・手
法等への意見

共同研究等関連企業及び本学が毎年実施している地域連携研究開発機構研究成果報告会に参加する企業
に対してアンケートを実施し，教育プログラムの講義内容及び実データを活用した演習等の手法について意見
を収集するとともに，数理・データサイエンス・AI教育プログラム推進委員会においてプログラムの改善に活用
する。
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②自己点検・評価体制における意見等を公表しているアドレス

内容・水準を維持・向上しつ
つ、より「分かりやすい」授業
とすること

すべての科目においてシラバスをピアレビューし，問題がある場合は修正するシステムを導入している。本プロ
グラムに係る科目については，シラバスをピアレビューだけでなく，数理・データサイエンス・AI教育プログラム
推進委員会にてレビューし，内容について精査する。
また，履修者数，合格者数，不合格者数，同委員会でウオッチし，履修者数が目標値よりも少ない場合や，不
合格者数の割合が極端に多い場合など，問題がある場合は，当委員会および担当教員と協力し，問題解決策
を検討する。同様に期末テストまたは最終レポートについても，授業担当者と同委員会で共有し，授業の水準
について確認する。
さらに，授業アンケート及び各種関連企業等からの意見を参考に，学生の「分かりやすさ」の観点から講義の
内容・実施方法の見直しを，同委員会および担当教員で協力し検討する。

https://www.sus.ac.jp/academics/ds-ai-program/

数理・データサイエンス・ＡＩを
「学ぶ楽しさ」「学ぶことの意
義」を理解させること

AI時代の倫理・行動規範の基礎内容を学び，AIの技術発展が引き起こす人の行動規範や社会変化を予測し
理解することで，AI時代を生きる者としてなすべき行動を自分の言葉で語れるようになる。同時に，学生同士の
グループディスカッションやグループワークを通じて，正解のない論点について議論するスキルも身につける。
様式２のモデルカリキュラム「選択」で示したとおり，リテラシーレベルに続き，AI技術を習得・応用するための
多くの専門科目を開講している。本プログラム履修後，AI技術についてさらに学習する意欲が向上しているか
を，選択科目の履修率の推移によりウオッチし，履修率が向上しない場合は，プログラム内容や授業内容につ
いて数理・データサイエンス・AI教育プログラム推進委員会で改善策を検討する。
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科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

授業計画

最終更新日：2021年06月03日（木） 授業コード：99T187A　出力データ区分：公開中データ

AI時代の情報倫理

Information Ethics in the AI Era

AI時代の情報倫理

松岡　靖晃

2021年度 前期

集中講義

工学部　情報応用工学科　機械電気工学科　

2 2　 専門教育領域科目専門科目　

「〇」　

「〇」グループ・ディスカッション,グループワーク　

【概要】

マクロ動向や主要な産業動向を踏まえ、なぜAI技術に期待と不安が発生しているかを理解する。

過去技術革新が社会実装された際に発生した課題やルール形成、社会変化について事例を中心に議論し、技術革

新が引き起こす社会変化について体感する。

AI技術を活用した最新事例（自動運転、チャットボット等）の状況を理解し、今後発生が予測される倫理的問題につ

いて理解する・議論する。

結果として、AI時代の倫理・行動規範の基礎内容を学ぶことができる。

シンクタンク・コンサルティングファームにおいて新事業創造、インキュベーション活動をマネジメントしている者が、

その実務経験に基づき、実社会での最新動向を踏まえて講義する。

【目的】

AIの技術発展が引き起こす人の行動規範や社会変化を予測し理解することで、AI時代を生きるものとしてなすべき

行動を自分の言葉で語れるようになる。

同時に、学生同士のグループディスカッションやグループワークを通じて、正解のない論点について議論するスキ

ルを身につける。

【到達目標】

1. 現在議論されているAI技術活用における課題について理解できている。

2. 技術革新が引き起こした人の行動変化や社会変化について説明できる。

3. AI社会到来時における倫理上の課題を提示でき、AI時代における倫理・行動規範について議論できるようにな

る。　

 

各回ごとに準備学習・復習については指示する　

本科目はテストを実施せず，講義内でのディスカッション/グループワークにおける主体性及びレポートでのみ採点

する．

参加姿勢(ディスカッション/グループワークにおける主体性）30%、小レポート10%×4回、レポート30%×1回　

S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A:到達目標を十分に達成している

B:到達目標を達成している

C:到達目標を最低限達している

D:到達目標を達成していない　

各回レジュメを配布する。　

「AI倫理　人工知能は「責任」をとれるのか」西垣通　河島茂生著　中公新書クラレ　2019年

「AI時代の労働の哲学」稲葉振一郎著　講談社選書メチエ　2019年　

【第1回：4/17 ①10:50-12:30 ②13:40-15:20】

オリエンテーション&AI技術実装に関する動向整理

本講義の進め方の確認並びにAI技術に関する政府動向や産業界の期待について学ぶ。

【第2回：5/15　③10:50-12:30 ④13:40-15:20 ⑤15:30-17:10】遠隔授業

技術革新が社会実装された際の社会変化・市民の行動変容について

過去の技術革新によって人間の生活がどう変化したかを講義により習得する。

講義で扱った事例についての倫理的問題について個人ワークやグループワークで調査・発表し具体的な解決方法

について討論する。

16



備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

【第3回：5/29 ⑥10:50-12:30 ⑦13:40-15:20 ⑧15:30-17:10】遠隔授業

AI技術を活用した最新事例（自動運転、チャットボット等）の状況理解と社会変化・行動変容について

自動運転技術、音声対話技術を活用した最新のビジネス事例を講義により学ぶ。

そのビジネスが普及した際の社会やユーザーの行動変容について調査・ディスカッションし現在のそれとの違いを

整理する。

【第4回：6/19 ⑨13:40-15:20 ⑩15:30-17:10 ⑪17:20-19:00】遠隔授業

AI技術が社会実装された際に引き起こされる倫理的問題の抽出とその解決方法について

AI技術が社会実装された際に問題となる一般的な倫理問題を講義により習得する。

第３回で整理した社会変化・行動変容の整理を起点に、具体的に発生する倫理的問題を抽出する。

【第5回：7/10 ⑫10:50-12:30 ⑬13:40-15:20 ⑭15:30-17:10】遠隔授業

AI技術が多数活用された未来都市（スマートシティ）で起こる倫理的課題とそれに対する考え方の整理

様々なAI技術が実装される新都市開発計画を議論の題材として採り上げる。第1回～第4回までの講義を踏まえて

引き起こされるであろう倫理的課題の整理を行う。

最後に個人ワークとしてレポートとしてまとめる。

　

 

99T187A

最終更新日：2021年05月11日（火） 授業コード：99T112A　出力データ区分：公開中データ

統計学B

Statistics Ｂ

統計学B

櫻井　哲朗

2021年度 前期

水曜3限

工学部　情報応用工学科、機械電気工学科、機械工学科、電気電子工学科、コンピュータメディア工学科、経営情

報学部　経営情報学科　

2 2　
共通・マネジメント教育領域科目工学基礎

科目　

「×」　

「×」　

【概要】

IoTなどから産み出される質的に多様で量的に大きなデータから意思決定に役立つ有用な情報を得るには、統計的

考え方を使ったデータを読み解く力が必要である。

この講義では、このような多様で多量なデータの解析に有効な手法群である多変量解析について講義する。

多変量解析の手法は解析目的とデータの性質の組み合わせによって数多くあるが、

本講義では複雑さを単純化する狙いとして多くの特性を多少の情報の損失を許容して

少ない特性に縮約する手法としての主成分分析と工学で必要なセンスである予測と制御に役立つ重回帰分析、判

別分析などを扱う。

データの解析には統計解析ソフト「Ｒ」を用いる。

【目的】

本講座では、様々なデータを統計学の考えと手法を用いて解析できるようになるために、

その基礎知識の習得、および実際のデータ解析のスキルを身につけることを目的とする。

【到達目標】

・Ｒで統計量を計算できるようになる

・Ｒでグラフを作成することができるようになる

・Ｒで回帰分析などの統計分析ができるようになる

・回帰分析などの多変量解析の理論について理解する　

統計学Ａおよび演習で学んだことについては簡単に済ますので、必要に応じて随時復習すること。

講義では統計解析ソフト「Ｒ」を使う場合がありますので、Ｒをインストールしたパソコンを持参すること。

必ずしも教科書の順序どおりには講義をすすめないので、注意すること。　　

各回の授業内容について、準備学習（予習）を１時間、復習（宿題等）を２時間行うこと。

各回の授業内容の詳細は「授業計画」を参照すること。　　
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成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

授業計画

備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

定期試験または授業中内の確認テスト等（６０％）、レポート・小テスト・演習・小問等（３０％）、質問等の状況（１

０％）　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない

　

RとPythonで学ぶ[実践的]データサイエンス&機械学習・有賀 友紀、大橋 俊介・技術評論社・ISBN-10: 42971050

8X　

講義中に指示する。　

　

遠隔形式での授業を実施予定です

第１回　統計学Ａの確認とＲの概要

Ｒの概要、Ｒの文法、データ構造と制御構造

第２回　Ｒ入門

Ｒの概要、Ｒの文法、データ構造と制御構造

第３・４回　Ｒを使ってみる

データの特徴を捉える、要約統計量を算出する、関連性を把握する

第５・６回　データからモデルを作る、その１

目的変数を説明変数、簡単な線形回帰モデル、ダミー変数を使ったモデル

第７回　データからモデルを作る、その２

複雑な線形回帰モデル、線形回帰の仕組みと最小二乗法

第８・９回　モデルを評価する、その１

モデルを評価するための観点

第１０・１１回　モデルを評価する、その２

モデルの複雑さ

第１２回　判別分析

Ｒで判別分析を行う

第１３回　因子分析

Ｒで因子分析を行う

第１４回　主成分分析

Ｒで主成分分析を行う　

 

99T112A

最終更新日：2022年02月08日（火） 授業コード：99T106A　出力データ区分：公開中データ

微分積分1

Calculus 1

微分積分1

飯田　洋市

2021年度 前期

月曜3限

工学部　情報応用工学科、コンピュータメディア工学科、経営情報学部　経営情報学科　

2 1　
共通・マネジメント教育領域科目工学基礎

科目　

「×」　

グループ・ディスカッション　
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授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

授業計画

【概要】

本講義は、1変数関数の微分積分およびその応用について説明する。また、逆三角関数といった新しい関数につい

ても取り扱う。本講義の内容は、教科書の第１章から第３章に該当する。

【目的】

物理学・工学等の領域において必要な数学的手法の基礎を身につける。また講義を通して、論理的思考力や数量

的スキルを養う。

【到達目標】

関数の極限が求められるようになる。

様々な関数の微分が求められるようになる。

微分を使って極値や最大値・最小値が求められるようになる。

関数の不定積分および定積分が求められるようになる。

　

※　毎回SOLAの該当ページを確認してください。4/16up追記　

各授業では「復習」プリントを配布する。

授業内で終わらない場合は、必ず次回の授業で提出すること。　

日常的な課題（１５％）、定期試験（８５％）で評価を行う。（「微分積分学１演習」の基礎点になる）　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない

　

飯田洋市・大野博道・岡本葵・河邊淳・鈴木章斗・高野嘉寿彦共著（2018）『微分積分の基礎』培風館 ISBN-13 : 9

78-4563012199　

岡本和夫編（2013）『新版微分積分学演習』実教出版　

※　本授業は対面授業です（詳細はSOLAを参照のこと）。4/16追記

第１回　数列の極限，級数（pp.1-10）

　数列の極限／数列の発散／実数の連続性／無限級数

第２回　関数の極限，連続関数（pp.11-18）

　関数の極限／関数の発散／連続関数／単調関数／有界関数／最大値・最小値の定理

第３回　三角関数，逆三角関数（pp.18-26）

　指数関数／対数関数／三角関数／逆三角関数／双曲線関数

第４回　初等関数の微分（pp.29-32）

　第１章の復習／導関数／微分係数／微分公式

第５回　合成関数の微分（pp.33-36）

　合成関数の微分公式／逆関数の微分公式／媒介変数表示された関数の微分公式

第６回　接線・法線，高次導関数（pp.36-40）

　接線と法線の方程式／高次導関数／Cn級関数／C∞級関数／ライプニッツの定理

第７回　テイラーの定理（pp.40-45）

　ロルの定理／平均値の定理／テイラーの定理／マクローリンの定理／マクローリン展開

第８回　不定形の極限値と関数の極値（pp.45-51）

　コーシーの平均値の定理／ロピタルの定理／関数の極値／変曲点／増減表／グラフの概形

第９回　不定積分１（pp.55-61）

　第２章の復習／原始関数／不定積分の基本公式／置換積分法／部分積分法

第１０回　不定積分２（pp.61-65）

　有理関数の積分／無理関数や三角関数を含む積分

第１１回　定積分の定義，計算（pp.66-73）

　定積分／区分求積公式／微分積分学の基本定理／置換積分法／部分積分法
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備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

授業計画

第１２回　広義積分（pp.74-77）

　特異積分／無限積分／ガンマ関数・ベータ関数

第１３回　定積分の応用１（pp.77-81）

　面積の公式／媒介変数表示／極方程式／極方程式の面積の公式

第１４回　定積分の応用２（pp.81-85）

　曲線の長さの公式／断面積が与えられた立体の体積／回転体の体積／まとめ

　

【質問への対応】授業時間内に解決できない場合は学習支援室を利用すること。また、担当教員のオフィスアワー

を参照のこと。　

99T106A

最終更新日：2021年05月07日（金） 授業コード：99T107A　出力データ区分：公開中データ

微分積分1演習

Exercises in Calculus 1

微分積分1演習

飯田　洋市

2021年度 前期

月曜4限

工学部　情報応用工学科、コンピュータメディア工学科、経営情報学部　経営情報学科　

1 1　
共通・マネジメント教育領域科目工学基礎

科目　

「×」　

グループ・ディスカッション　

【概要】

本演習は「微分積分１」の内容に対応する演習問題を解くものである。よって、本演習では、1変数関数の微分積分

およびその応用に関する問題演習をする。質問の時間でもある。本演習の内容は、教科書の第１章から第３章に

該当する。授業では、はじめに演習プリントを配布する。これが完成したら、教科書にある問題を演習する。

【目的】

「微分積分１」で学習した内容の計算スキルを身に付ける。

【到達目標】

関数の極限が求められるようになる。

様々な関数の微分が求められるようになる。

微分を使って極値や最大値・最小値が求められるようになる。

関数の不定積分および定積分が求められるようになる。

　

※　毎回SOLAの該当ページを確認してください。4/16up追記　

「微分積分１」で学習した内容を復習することで準備すること。分からないものは質問をすること。詳細は「授業計

画」を参照すること。　

中間課題（１５％）、期末課題（５％）、「微分積分学１」の成績（８０％）。（「微分積分１」の合格が前提条件でそれ

に加点される）　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない

　

飯田洋市・大野博道・岡本葵・河邊淳・鈴木章斗・高野嘉寿彦共著（2018）『微分積分の基礎』培風館 ISBN-13 : 9

78-4563012199　

岡本和夫編（2013）『新版微分積分学演習』実教出版　

※　本授業は対面授業です（詳細はSOLAを参照のこと）。4/16追記
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備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

第１回　数列の極限，級数（pp.1-10）

　数列の極限／数列の発散／実数の連続性／無限級数

第２回　関数の極限，連続関数（pp.11-18）

　関数の極限／関数の発散／連続関数／単調関数／有界関数／最大値・最小値の定理

第３回　三角関数，逆三角関数（pp.18-26）

　指数関数／対数関数／三角関数／逆三角関数／双曲線関数

第４回　初等関数の微分（pp.29-32）

　導関数／微分係数／微分公式

第５回　合成関数の微分（pp.33-36）

　合成関数の微分公式／逆関数の微分公式／媒介変数表示された関数の微分公式

第６回　接線・法線，高次導関数（pp.36-40）

　接線と法線の方程式／高次導関数／Cn級関数／C∞級関数／ライプニッツの定理

第７回　テイラーの定理（pp.40-45）

　ロルの定理／平均値の定理／テイラーの定理／マクローリンの定理／マクローリン展開

第８回　不定形の極限値と関数の極値（pp.45-51）

　コーシーの平均値の定理／ロピタルの定理／関数の極値／変曲点／増減表／グラフの概形

第９回　不定積分１（pp.55-61）

　原始関数／不定積分の基本公式／置換積分法／部分積分法

第１０回　不定積分２（pp.61-65）

　有理関数の積分／無理関数や三角関数を含む積分

第１１回　定積分の定義，計算（pp.66-73）

　定積分／区分求積公式／微分積分学の基本定理／置換積分法／部分積分法

第１２回　広義積分（pp.74-77）

　特異積分／無限積分／ガンマ関数・ベータ関数

第１３回　定積分の応用１（pp.77-81）

　面積の公式／媒介変数表示／極方程式／極方程式の面積の公式

第１４回　定積分の応用２（pp.81-85）

　曲線の長さの公式／断面積が与えられた立体の体積／回転体の体積

　

【質問への対応】授業時間内に解決できない場合は学習支援室を利用すること。また、担当教員のオフィスアワー

を参照のこと。　

99T107A

最終更新日：2021年04月09日（金） 授業コード：99T108C　出力データ区分：公開中データ

微分積分2

Calculus 2

微分積分2

三石　和之

2021年度 前期

火曜3限

工学部　情報応用工学科、コンピュータメディア工学科　

2 1　
共通・マネジメント教育領域科目工学基礎

科目　

「×」　

グループ・ディスカッション　
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授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

授業計画

【概要】

本講義では、多変数関数の微分積分およびその応用について説明する。特に、偏微分とその応用、重積分とその

応用について学ぶ。本講義の内容は、教科書の第４章と第５章に該当する。

【目的】

物理学・工学等の領域において必要な数学的手法の基礎を身につける。また講義を通して、論理的思考力や数量

的スキルを養う。

【到達目標】

偏微分が求められるようになる。

２変数関数の極値、最大値・最小値が求められるようになる。

２重積分・３重積分が求められるようになる。

２変数関数の広義積分が求められるようになる。

　

大学の数学は、授業を聞いているだけでは理解できるものではない。自分で実際に問題を解くことで、はじめて理解

できるようになる。このことを心に留め、授業外時間を使い、できるだけたくさんの問題を解くこと。解いた問題の数だ

け、理解が深まる。　

各回で準備学習・復習について指示する。

詳細は「授業計画」を参照すること。

　

授業中内の確認テスト等（１００％）で評価を行う。　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない

　

飯田洋市・大野博道・岡本葵・河邊淳・鈴木章斗・高野嘉寿彦共著（2018）『微分積分の基礎』培風館　

岡本和夫編（2013）『新版微分積分学演習』実教出版　

第１回　2変数関数と極限（pp.89-94）

　１変数関数の微分の総復習／等高線／2変数関数の極限／累次極限

第２回　連続関数，偏微分係数（pp.94-97）

　連続関数／偏微分係数／偏導関数

第３回　全微分（pp.97-100）

　偏微分の復習／全微分／連続微分可能

第４回　合成関数の偏微分，接平面と法線の方程式（pp.100-103）

　合成関数の偏微分／平面の方程式／接平面／直線の方程式／法線

第５回　高次偏導関数（pp.103-108）

　高次偏導関数／Cn級／シュワルツの定理／波動方程式／ラプラシアン／調和関数

第６回　テイラーの定理・陰関数定理（pp.109-111）

テイラーの定理／平均値の定理／マクローリンの定理／陰関数の微分法

第７回　極値問題（pp.111-114）

　極大値・極小値／停留点／鞍点／Hessian（ヘシアン）／判別式

第８回　条件付き極値問題（pp.114-117）

　陰関数定理／ラグランジュの未定乗数法／最大値と最小値

第９回　２重積分（pp.119-121）

　第４章の復習／２重積分／累次積分

第１０回　集合上の２重積分（pp.122-126）

　縦線集合／横線集合／２重積分可能

第１１回　変数変換（pp.127-131）

ヤコビ行列／変数変換公式
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備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

授業計画

第１２回　広義2重積分（pp.131-137）

広義２重積分／広義２重積分の収束と発散

第１３回　3重積分（pp.138-143）

３重積分／変数変換公式／極座標変換／広義３重積分

第１４回　重積分の応用（pp.143-149）

曲面積／まとめ

　

【質問への対応】授業時間内に解決できない場合は学習支援室を利用すること。また、担当教員のオフィスアワー

を参照のこと。　

99T108C

最終更新日：2021年04月09日（金） 授業コード：99T109C　出力データ区分：公開中データ

微分積分2演習

Exercises in Calculus 2

微分積分2演習

三石　和之

2021年度 前期

火曜4限

工学部　情報応用工学科、コンピュータメディア工学科　

1 1　
共通・マネジメント教育領域科目工学基礎

科目　

「×」　

グループ・ディスカッション　

【概要】

本演習は「微分積分２」の内容に対応する演習問題を解くものである。よって、本演習では、多変数関数の微分積

分およびその応用に関する問題演習をする。質問の時間でもある。本演習の内容は、教科書の第４章と第５章に

該当する。

【目的】

「微分積分２」で学習した内容の計算スキルを身に付ける。

【到達目標】

偏微分が求められるようになる。

２変数関数の極値、最大値・最小値が求められるようになる。

２重積分・３重積分が求められるようになる。

２変数関数の広義積分が求められるようになる。

　

大学の数学は、授業を聞いているだけでは理解できるものではない。自分で実際に問題を解くことで、はじめて理解

できるようになる。このことを心に留め、できるだけたくさんの問題を解くこと。解いた問題の数だけ、理解が深まる。　

「微分積分２」で学習した内容を復習することで準備すること。分からないものは質問をすること。詳細は「授業計

画」を参照すること。　

授業中内の確認テスト等（７４％）、小レポート（６％）、中間レポート（１０％）、期末レポート（１０％）で評価を行う。

（ただし、「微分積分学２」合格が前提条件である）　　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない

　

飯田洋市・大野博道・岡本葵・河邊淳・鈴木章斗・高野嘉寿彦共著（2018）『微分積分の基礎』培風館　

岡本和夫編（2013）『新版微分積分学演習』実教出版　

第１回　2変数関数と極限（pp.89-94）

　等高線／2変数関数の極限／累次極限
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備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

第２回　連続関数，偏微分係数（pp.94-97）

　連続関数／偏微分係数／偏導関数

第３回　全微分（pp.97-100）

　偏微分の復習／全微分／連続微分可能

第４回　合成関数の偏微分，接平面と法線の方程式（pp.100-103）

　合成関数の偏微分／平面の方程式／接平面／直線の方程式／法線

第５回　高次偏導関数（pp.103-108）

　高次偏導関数／Cn級／シュワルツの定理／波動方程式／ラプラシアン／調和関数

第６回　テイラーの定理・陰関数定理（pp.109-111）

テイラーの定理／平均値の定理／マクローリンの定理／陰関数の微分法

第７回　極値問題（pp.111-114）

　極大値・極小値／停留点／鞍点／Hessian（ヘシアン）／判別式

第８回　条件付き極値問題（pp.114-117）

　陰関数定理／ラグランジュの未定乗数法／最大値と最小値

第９回　２重積分（pp.119-121）

　２重積分／累次積分

第１０回　集合上の２重積分（pp.122-126）

　縦線集合／横線集合／２重積分可能

第１１回　変数変換（pp.127-131）

ヤコビ行列／変数変換公式

第１２回　広義2重積分（pp.131-137）

広義２重積分／広義２重積分の収束と発散

第１３回　3重積分（pp.138-143）

３重積分／変数変換公式／極座標変換／広義３重積分

第１４回　重積分の応用（pp.143-149）

曲面積／まとめ

　

【質問への対応】授業時間内に解決できない場合は学習支援室を利用すること。また、担当教員のオフィスアワー

を参照のこと。　

99T109C

最終更新日：2021年04月09日（金） 授業コード：99T113D　出力データ区分：公開中データ

線形代数

Linear Algebra

線形代数

松岡　隆志

2021年度 前期

金曜1限

工学部　情報応用工学科、コンピュータメディア工学科、経営情報学部　経営情報学科　

2 1　
共通・マネジメント教育領域科目工学基礎

科目　

「×」　

「×」　

【概要】
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授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

授業計画

備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

本講義では、連立方程式の掃き出し法による解法を基礎として、行列のランク、行列式、逆行列の計算、ベクトルの

１次独立・１次従属、固有値・固有ベクトル、線形写像について学ぶ。また、グラム・シュミットの直交化法や行列の

対角化とその応用、加えて線形空間についても取り扱う。

【目的】

線形代数を学ぶことにより、物理学・工学等の領域において必要な数学的手法の基礎を身につける。また講義を通

して、論理的思考力や数量的スキルを養う。

【到達目標】

次の内容を理解し、その例題および演習問題が解けることを目標とする：

行列のランク、掃き出し法による逆行列の計算、行列式、余因子による逆行列の計算、

ベクトルの一次独立性、固有値と固有ベクトル、実対称行列、線形写像。　

高等学校で学んだ数学について随時復習すること。

数学基礎を履修してあること。 　

各回の授業内容について、準備学習（予習）を１時間、復習（宿題等）を２時間行うこと。各回の授業内容の詳細は

「授業計画」を参照すること。　

授業の提出課題（６０％）、定期試験（４０％）　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない

　

線形代数、永井敏隆・永井　敦 共著、裳華房、ISBN 978-4-7853-1551-1　

講義中に、適宜紹介する。　

第１回　数学基礎の復習、連立方程式の解の存在、同次連立方程式、非同次連立方程式

第2回　行列のランク、掃き出し法による逆行列計算

第３回　３次までの行列式

第４回　行列式の性質

第５回　余因子展開

第６回　余因子行列と逆行列

第７回　ベクトルの１次独立・１次従属

第８回　基底、正規直交系とグラム・シュミットの直交化法

第９回　固有値と固有ベクトル

第１０回　行列の対角化

第１１回　直交行列、実対称行列の固有値

第１２回　線形空間、部分空間

第１３回　線形写像と表現行列

第１４回　基底の変換　

 

99T113D

最終更新日：2021年04月09日（金） 授業コード：99T114D　出力データ区分：公開中データ

線形代数演習

Exercises in Linear Algebra

線形代数演習

松岡　隆志

2021年度 前期
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曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

授業計画

備考

金曜2限

工学部　情報応用工学科　

1 1　
共通・マネジメント教育領域科目工学基礎

科目　

「×」　

「×」　

【概要】

本講義では、連立方程式の掃き出し法による解法を基礎として、行列のランク、行列式、逆行列の計算、ベクトルの

１次独立・１次従属、固有値・固有ベクトル、線形写像について学ぶ。また、グラム・シュミットの直交化法や行列の

対角化とその応用、加えて線形空間についても取り扱う。

【目的】

線形代数を学ぶことにより、工学・理工学の領域において必要な数学的手法の基礎を身につける。また講義を通し

て、論理的思考力や数量的スキルを養う。

【到達目標】

次の内容を理解し、その例題および演習問題が解けることを目標とする：

行列のランク、掃き出し法による逆行列の計算、行列式、余因子による逆行列の計算、

ベクトルの一次独立性、固有値と固有ベクトル、実対称行列、線形写像。　

高等学校で学んだ数学について随時復習すること。

数学基礎を履修してあること。 　

各回の授業内容について、準備学習（予習）を１時間、復習（宿題等）を２時間行うこと。各回の授業内容の詳細は

「授業計画」を参照すること。　

授業の提出課題（６０％）、定期試験（４０％）　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない

　

線形代数、永井敏隆・永井　敦 共著、裳華房、ISBN 978-4-7853-1551-1　

講義中に、適宜紹介する。　

第１回　数学基礎の復習、連立方程式の解の存在、同次連立方程式、非同次連立方程式

第2回　行列のランク、掃き出し法による逆行列計算

第３回　３次までの行列式

第４回　行列式の性質

第５回　余因子展開

第６回　余因子行列と逆行列

第７回　ベクトルの１次独立・１次従属

第８回　基底、正規直交系とグラム・シュミットの直交化法

第９回　固有値と固有ベクトル

第１０回　行列の対角化

第１１回　直交行列、実対称行列の固有値

第１２回　線形空間、部分空間

第１３回　線形写像と表現行列

第１４回　基底の変換　

 

26



科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

授業計画

99T114D

最終更新日：2021年05月07日（金） 授業コード：99T110C　出力データ区分：公開中データ

統計学A

Statistics A

統計学A

櫻井　哲朗

2021年度 前期

月曜4限

工学部　情報応用工学科、機械工学科、電気電子工学科、コンピュータメディア工学科　

2 1　
共通・マネジメント教育領域科目工学基礎

科目　

「×」　

「×」　

【概要】問題解決に役立つ統計的考え方についてデータ分析を通して学ぶ。問題解決に役立つデータ分析は、Probl

em→Plan→Data→Analysis→Conclusionのサイクルで進められる．統計学Aの講義では，記述統計学と推測統計

学の両方を扱う．特に予測のための統計学として、確率と確率分布、母集団とサンプル、サンプリングと推測統計学

の基礎も学ぶ。

【目的】本講座では、工学で実際に扱う様々なデータを統計学の考えと手法を用いて解析できるようになるために、

その基礎知識の習得、および実際のデータ解析の初歩的なスキルであるExcelを用いたデータ処理の仕方を身に

つけることを目的に授業を行う。

【到達目標】

データに基づく問題解決に統計学がどのように役立つかの理解と使える統計的手法の習得を目標とする。

　

計算用具としてExcelを使用するので，ノートパソコンを持参すること　

　

各回の授業内容について、準備学習（予習）を１時間、復習（宿題等）を２時間行うこと。

各回に準備学習・復習について指示する。

詳細は「授業計画」を参照すること。　

　

定期試験または授業中内の確認テスト等（６０％）、レポート・小テスト・演習・小問等（３０％）、質問等の状況（１

０％）

　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない

　

統計学入門・稲垣宣生、山根芳知、吉田光雄・ISBN-10: 4785310758　

統計学入門、東京大学教養学部統計学教室、東京大学出版会　

　

遠隔形式での授業を実施予定です

第１回　統計学と確率

統計学とは何か　PPDACサイクルについて　確率とは何か　確率の定義　事象と確率　加法定理

第２回　確率

独立とは　乗法定理　条件付き確率　ベイズの定理

第３回　データ処理と分布の特性値

データの整理　度数分布表　ヒストグラム　ドットプロット

代表値　平均値　メディアン　モード　代表値間の関係　幾何平均・調和平均

第４回　分布の特性値とモーメント

散布度　範囲　分散　標準偏差　四分位偏差　

モーメント　歪度　尖度　標準得点
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備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

第５回　　相関と回帰分析

散布図　相関係数　回帰式　最小二乗法　　

第６回　確率変数と確率分布

確率変数と分布　確率密度関数　期待値と分散　連続型確率分布　正規分布

第７回　母集団と標本

標本抽出　標本分布　標本平均の分布　χ2分布　t分布　F分布

第８回　推定

点推定　推定量とその性質　区間推定　母平均の区間推定　信頼係数　母分散の推定

第９回　検定

検定とは　検定の手順　母平均の検定　

第１０回　検定

母分散の検定　母分散の比の検定

第１１回　離散型確率分布と検定

二項分布　ポアソン分布　母比率の検定　母比率の差の検定

第１２回　適合度の検定

確率分布のあてはめ　分割表の独立性の検定

第１３回　回帰分析

重回帰分析とは　回帰式　寄与率　予測

第１４回　一元配置

実験計画法とは　一元配置の計画とデータ解析　

　

 

99T110C

最終更新日：2022年01月19日（水） 授業コード：99T224B　出力データ区分：公開中データ

プログラミング1

Computer Programming 1

プログラミング1

國行　浩史

2021年度 後期

火曜3限 火曜4限

工学部　機械電気工学科、機械工学科　

2 1　 専門教育領域科目基礎専門科目　

「〇」　

問題解決学習　

【講義の概要】

　機械・電気工学分野では、コンピュータを使って様々な計算を行い、現象を解析（シミュレーション）し、方程式を解

き、装置の制御実験などをする。そのため、コンピュータとその使い方について学ぶこと、また、（既製品のソフトウェ

アを使うだけでなく）必要に応じて自らソフトウェアを開発することは重要である。

　この講義では、シンプルなプログラミング言語のひとつであるC言語について、言語仕様、プログラムの構成法、

開発環境（開発するためのソフトウェア）などを説明し、その実習を行う。これらを通じてソフトウェア開発の基礎を学

ぶ。

　２年次以降のプログラミングや数値解析の基礎となる科目である。

【目的】

　C言語と、Ｃ言語プログラムの開発環境を学び、実際に簡単なプログラムを自分で構成でき、そのプログラムを実

行できることを目的とする。
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履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

授業計画

　本学科のディプロマポリシーに定める汎用的能力と基礎学力を身に付けるための科目である。

【到達目標】

１．プログラムの開発環境とその使い方を習得する。

２．宣言、文、変数、関数の定義と呼び出し、制御構造などの、Ｃ言語の文法を習得する。

３．予め提供されている資源（ライブラリ）の使い方を習得する。

４．以上を総合し、自分でC言語のプログラムを書き，コンパイルし、実行できること。　

コンピュータを使った実習を行うため、正確な（できれば早い）キーボード入力が求められる。ブラインド入力（両手

の指を使ったホームポジションからの入力）ができるか、それを少しずつ習得することが望ましい。ここでそれを身に

つければ、今後の大学生活や仕事でも役に立つ。　

次の授業内容（プリント）に目を通しておくと、理解の助けになる。毎回の内容を理解し、毎回の実習（課題）によって

その理解を自分で確認すること。次の週の内容はそれまでの内容を習得していることを前提とするので、溜めずに

その都度理解すること。　

実習課題（１００％）　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない　

事前配布するテキストを教科書とする。必要な学生は参考書を購入して併用するとよい。　

高橋麻奈、やさしいＣ（第５版）、ソフトバンククリエイティブ、2017

ISBN978-4-7973-9258-6 C0055　

第１回　プログラミング入門

プログラムとは何か／C言語とはどんな言語か／プログラミングの成果／コンピュータの構成と動作／コンピュータ

の操作法

（準備）プリント「プログラミング１」の第１章に目を通しておくこと。ブラインド入力の準備をしておくこと。

（復習）課題を終わらせること。今後も継続してブラインド入力を練習すること。

第２回　開発の一連の作業

プログラミングと開発環境／エディタ：emacs／コンパイラ：gcc／マニュアル：man／デバッガ：gdb／ファイルの整理

（準備）プリントの第２章に目を通しておくこと。エディタ Emacs の使い方についてイメージトレーニングをしておくこ

と。

（復習）課題を終わらせること。紹介した開発環境（ツール）の使い方を身に付けること。特に Emacs の使い方を身

につけること。

第３回　Ｃ言語プログラミングに慣れよう

コードの作成から実行まで／構文エラーとデバッグ／実行時のバグとデバッグ／シェルの活用：bash

（準備）プリントの第３章に目を通しておくこと。

（復習）課題を終わらせること。

第４回　関数の作成と利用

プログラムの構成／関数の定義／関数の呼び出し／プログラム本体：main ／プログラムの実行

（準備）プリントの第４章に目を通しておくこと。

（復習）課題を終わらせること。関数の定義と呼び出しは最も重要であり、プリント（必要なら参考書）の本文や例題

をよく読み、課題をいつでもゼロからできるようになるまで習熟すること。

第５回　情報の表し方

非負の数／負を含む数／基本型の変数と定数／演算子（１）／型の変換

（準備）プリントの第５章に目を通しておくこと。

（復習）課題を終わらせること。プリントや参考書を使って、内容を理解して身に付けること。

第６回　制御文

プログラムの構造／条件分岐：if 文／演算子（２）／既定回数の反復：for 文／不定回数の反復while 文

（準備）プリントの第６章に目を通しておくこと。

（復習）課題を終わらせること。プリントや参考書を参照し、内容を理解して身に付けること。

第７回　標準ライブラリ関数（１）

分割コンパイル／数学関数／マニュアルページの読み方／入出力関数／個人用の開発環境の構築

（準備）プリントの第７章に目を通しておくこと。

（復習）課題を終わらせること。プリントや参考書を参照し、内容を理解して身に付けること。マニュアルページから

の情報の取得、及びページャの使い方を習得すること。
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備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

第８回　配列変数、記憶クラス

配列変数／文字列／変数の有効範囲／標準ライブラリ中の大域変数／変数の寿命

（準備）プリントの第８章に目を通しておくこと。

（復習）課題を終わらせること。プリントでも参考書でも参照し、内容を理解して身に付けること。

第９回　構造体型変数

構造体／構造体の例／構造体と関数呼び出し／標準ライブラリ中の構造体

（準備）プリントの第９章に目を通しておくこと。

（復習）課題を終わらせること。プリントでも参考書でも参照し、内容を理解して身に付けること。

第１０回　変数のアドレスとポインタ型変数

変数のアドレス／値渡しと参照渡し／配列変数のポインタ／構造体のポインタ／関数ポインタ

（準備）プリントの第１０章に目を通しておくこと。

（復習）課題を終わらせること。プリントや参考書を参照し、内容を理解して身に付けること。

第１１回　標準ライブラリ関数（２）

様々な関数の利用／ファイル入出力／バイナリファイルの読み書き／ファイル情報の取得／文字列の操作

（準備）プリントの第１１章に目を通しておくこと。

（復習）課題を終わらせること。プリントや参考書を参照し、内容を理解して身に付けること。

第１２回　3D CG API：OpenGLとGLUT

３次元グラフィクス／OpenGL／隠面消去／照光処理／GLUT／アニメーション

（準備）プリントの第１２章に目を通しておくこと。

（復習）課題を終わらせること。プリントを参照し、内容を理解して身に付けること。

第１３回　Python 入門

コンパイラとインタープリタ／Python の構文／クラス：抽象化の基本／ライブラリ

（準備）プリントの第１３章に目を通しておくこと。

（復習）課題を終わらせること。機械電気工学実験に必要な内容なので、時間をかけてよいので概要を理解するこ

と。

第１４回　まとめと質疑

これまでのまとめと質疑対応をする。

（準備）これまでの実習、課題などの復習をしておくこと。　

オフィスアワー: 木曜日17：20－19：00（ただしこれ以外の時間でも、出張や講義で不在の場合を除き、随時対応す

る）

質問については、授業時間中またはオフィスアワーに教員室（7号館3階733室）にて受け付ける。

【単位の認定制度】

下記の資格を取得した者は履修を免除し，単位認定する場合があるので、希望者は申し出ること。

情報技術検定一級，情報技術検定二級，基本情報技術者試験，応用情報技術者試験　

99T224B

最終更新日：2021年04月09日（金） 授業コード：99T141A　出力データ区分：公開中データ

Ｃプログラミング基礎及び演習

C Programming Basics with Exercise

Ｃプログラミング基礎及び演習

田邉　造、山口　武彦、井上　拓晃

2021年度 前期

月曜1限 月曜2限

工学部　情報応用工学科、電気電子工学科、コンピュータメディア工学科　

3 1　 専門教育領域科目専門科目　

「×」　

課題演習と問題解決演習　

プログラミング言語の基礎であるＣ言語を用い，プログラミングの作法，プログラミングの考え方，プログラミング手

順(文法)等を学ぶ．また演習を通じでプログラム能力を向上させ，自分の考えやアイデアをプログラミンとして実現

する方法などを定着させる．キャリア教育・職業教育において，プログラミング能力はツールという考え方だけでな
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履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

く，論理的な思考・組立という面においても，技術開発・研究開発に必要不可欠な能力である．

【目的】

人と機械，または機械を介して人と人がコミュニケーションをとる時代において，電気電子情報系の機器は，人間の

言葉を理解できるわけではなく，人間の言葉をプログラミング言語というカタチに変えて機械を動作させている．それ

ゆえ本授業は，講義でプログラミング言語の作法の基礎を学び，演習で講義の応用的な “ソートなどのアルゴリズ

ム”，“画像映像・音声音響・通信などのデータの数値計算”，“一般的な数学・物理・単利や複利の金利の経済”の

問題，さらには発展的な人間対機械や機械対機械のジャンケン対決や自動販売機やATMなどを例に挙げ，マイノ

ートパソコンでプログラミングしながら基礎から応用さらには発展と，私たちの日常生活にある人間と機械のやり取

りの実践的な問題にも取り組む．

【到達目標】

次の順序で目標を達成していく．

０．目的を十分に理解して，プログラムの構成(フローチャート)を考える．

１．Ｃ言語を用いてプログラムを作成し，目的通りに動作と結果を出力する．

２．他人が見てもプログラミングが分かるように綺麗なプログラムを書く．

３．“数学・物理”や“電気電子情報系”および“工学と経営の融合系”の問題を

　　プログラミングを用いてコンピュータで解決でき，

　　最終的には頭の中でプログラムが書けるようになる．

４．基本情報技術者試験のＣ言語に関する問題が十分に解けるようになる．

５．課題の提出などを通じて提出物の正しき書き方を学ぶ．

　

必修科目であるから全員受講しなければならない授業である．特に将来，電気電子・制御・通信，映像や音響系の

情報・知能，さらにはサーバシステムなどのコンピュータ系を志す者は，しっかり理解しておくことが望ましい．また，

授業時間中にやり残した演習問題は自主学習時に済ませるように心がけるようにして頂きたい．　

１．[学習準備]　１時間程度　

本授業は，講義前に前回の復習をして講義に入り，演習の後に，次回の授業内容を説明する．受講生は指定され

た教科書を用い自宅で前回の授業範囲の確認と次回の授業範囲の確認など必ず１時間程度の復習と準備の学習

をおこなうこと．

　それゆえ，指定された教科書を用い自宅で前回の授業範囲の確認と次回の授業範囲の確認など必ず１時間程度

の復習と準備の学習が必要となる．

２．[復　　 習]　３時間程度(課題を含む)　

各回の講義の後の演習の時間に講義で学んだことを復習のため，練習問題・応用発展問題を含む課題を提出とす

る．練習問題は必修課題として演習の時間内に終わらない問題は宿題とします．また応用発展問題は選択問題と

して学習意欲のある学生は進んで取り組んでもらいたい．

　授業内以外に練習問題・応用発展問題の宿題を含め２時間程度の復習が必要となる．なお，宿題は担当者の指

示に従い，レターボックスやネットの支援システムでの期限内に提出すること．後日解答は掲示する予定である．

　分からないことがあればオフィスアワーに積極的に質問にくること．なお復習のための課題提出であるが，成績評

価方法にあるように成績評価項目であることにも注意すること．

３．[ポイント]

プログラミングは，文章の読解力や理論的な解釈の出来・不出来に左右される部分はありますが，多くの例題を自

分の力で解く努力をすれば必ず出来るようになる科目です．空いている時間帯にノートパソコンを使って自習した

り，無料でプリントできるパソコン室など活用したりしてプラスアルファの勉強をしてください，自宅にパソコンがある

人は自宅のパソコンにソフトをインストールする仕方等を補助プリントで説明します．

　

レポート　　　　　　　　　10％

講義内容習熟度確認テスト　30％

定期試験　　　　　　　　　60％

　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない

　

高橋 麻奈(著)

やさしいＣ 第５版

ソフトバンククリエイティブ

ISBN-10: 4797392584

ISBN-13: 978-4797392586　

Herbert Schildt (著)，トップスタジオ(翻訳)，柏原正三(監修)
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授業計画

独習C 第4版，翔泳社

ISBN-10: 4798115770

ISBN-13: 978-4798115771

arton (著) 

独習C 新版，翔泳社

ISBN-10: 479815024X

ISBN-13: 978-4798150246　

【授業実施方法】すべての授業を対面形式で実施する．

１．[学習準備]　１時間程度　

本授業は，講義前に前回の復習をして講義に入り，演習の後に，次回の授業内容を説明する．受講生は指定され

た教科書を用い自宅で前回の授業範囲の確認と次回の授業範囲の確認など必ず１時間程度の復習と準備の学習

をおこなうこと．

　それゆえ，指定された教科書を用い自宅で前回の授業範囲の確認と次回の授業範囲の確認など必ず１時間程度

の復習と準備の学習が必要となる．

２．[復　　 習]　３時間程度(課題を含む)　 

第　１回　ガイダンスとインストールの確認およびプログラミング作法(1)

        (準備学習) 充電をしたノートパソコンを忘れないこと．

　　　　　　　余裕のある学生はコンピュータリテラシについて

　　　　　　　本を読んでおくこと調べておくこと．

　　１限目： ガイダンスとインストール確認作業

　　２限目： プログラミング作法(1)

　　　　　　〜どうやってプログラミングは実行されているのか〜

           　　ハードウェアとソフトウェアのお話

　　(復習)授業終了後に配布される課題を解くことで理解を深める[２時間]

第　２回　プログラミング作法(2)

        (準備学習)プログラミング作法について調べておくこと．

　　綺麗なプログラミングの書き方，コンパイラの扱い方，

　　綺麗な画面への出力方法，およびキーボード入力などに加え，

　　デバグの解決方法などを簡単な例題をもとに学ぶ．

　　(復習)授業終了後に配布される課題を解くことで理解を深める[２時間]

第　３回　データ型・変数演算子および数値計算

        (準備学習)整数型・少数型などデータのカタを調べておくこと．

　　数値の扱いを学び，小中高で学んだ算数・数学・物理などの

　　常識問題(ＳＰＩ問題)，さらにはアルゴリズムの問題を解く．

　　(復習)授業終了後に配布される課題を解くことで理解を深める[２時間]

第　４回　クラス分けのための習熟度確認

　　 (準備学習)1回〜3階までの習熟度確認

　　１限目： 習熟度確認テスト

　　２限目： テストの解答と第１回総復習

　　(復習)解けなかった問題を復習すること[２時間]

第　５回  分岐（１）

        (準備学習)私たちの生活の中で，どのようなときに

　   　　　　　 条件文が必要になるか考えておくこと．

　　条件による分岐の構文とは何か，フローチャートを考えながら

　　ｉｆやｓｗｉｔｃｈを中心に学び練習問題を解く．

　　(復習)授業終了後に配布される課題を解くことで理解を深める[２時間]

第　６回　分岐（２）

        (準備学習)ｉｆやｓｗｉｔｃｈを中心に他の条件制御を学ぶ

　　分岐(1)で学んだｉｆやｓｗｉｔｃｈとの違いをフローチャートで

　　理解しながら，券売機のプログラムなど総合的な練習問題を解く．

　　(復習)授業終了後に配布される課題を解くことで理解を深める[２時間]

第　７回　繰り返し

        (準備学習)私たちの生活の中で，どのようなときに

　　　　　　　繰り返し文があると便利か調べておくこと．

　　数列の和と積，２つの関数で囲まれる面積，

　　平均・分散・標準偏差などをプログラミングで解いてみる．

　　繰り返しを使うと綺麗なプログラミングが書けることを確認する．

　　(復習)授業終了後に配布される課題を解くことで理解を深める[２時間]
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備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

第　８回　分岐と繰り返しを用いた総合問題

        (準備学習)分岐と繰り返しを再度復習してくること．

　　分岐と繰り返しを使う練習問題を中心に学ぶ．

　　(復習)授業終了後に配布される課題を解くことで理解を深める[２時間]

第　９回　１回から８回までの復習および講義内習熟度確認テスト

        (準備学習)１回から８回の授業と演習を復習すること．

　　教科書を中心にして授業中の問題や課題が解けること．

　　さらには自主的に図書館などの参考書の問題が解けるとさらに良い．

　　１限目： 講義内習熟度確認テスト

　　２限目： 講義内習熟度確認テストの解説と第１-８回までの復習

　　＜＜講義内習熟度確認テスト結果をもとにクラスを再編成＞＞

　　(復習)解けなかった問題を復習すること[２時間]

第１０回　配列（１）

        (準備学習)１次元配列，２次元配列，３次元配列について調べておくこと．

　　分岐や繰り返しを用いて配列が使えるようになることが望ましい．

　　特に，スカラー・ベクトル・行列の計算などができること．

　　(復習)授業終了後に配布される課題を解くことで理解を深める[２時間]

第１１回　配列（２）

        (準備学習) 今までの問題が配列を使って解けること．

　　　　　　　また便利でかつ綺麗なプログラミングができることを確認．

　　ソートなどの各種アルゴリズム問題，身長などの分布作成など，

　　私たちの身の回りの問題がプログラムで解決できることを確認する．

　　(復習)授業終了後に配布される課題を解くことで理解を深める[２時間]

第１２回　配列（３）と関数（１）

      　(準備学習)配列の総まとめをするため

　　配列（１）と配列（２）を十分理解していること

　　関数とは何かを調べておくこと．

　　配列の総まとめとして時間制限付きで多くの問題を解いてもらう．

　　乱数などの関数を用いて関数になれる．

　　(復習)授業終了後に配布される課題を解くことで理解を深める[２時間]

第１3回　関数（２）

        (準備学習)関数の作法を調べておくこと．

　　関数とは何か(引数・返値を用いた関数の作成を中心に)

　　配列の受け渡しを行う関数などを用いて小さなプログラムをかけるようなる．

　　関数を使った人間対機械や機械対機械でジャンケン対決などのプログラムを学ぶ．

　　(復習)授業終了後に配布される課題を解くことで理解を深める[２時間] 

第１４回　１回から１３回までの復習および到達度を確認

        (準備学習)１回から１３回の授業と演習を復習すること．

　　授業中の問題や課題，さらには教科書や図書館の本を使って

　　プログラミング能力を身につけておくこと．

　　１限目： 第１-１３回までの復習

　　２限目： 到達度を確認

　　(復習)解けなかった問題を復習すること[２時間]　

質問などの受付は

　毎週月曜日 １３時００分〜１６時１０分

とします．

なおどうしても都合がつかない学生は

担当の先生にアポイントメントを取って質問をしにいくこと．

　

99T141A

最終更新日：2021年04月09日（金） 授業コード：99T143A　出力データ区分：公開中データ

Javaプログラミング基礎及び演習

Java Programming Basics with Exercise

Javaプログラミング基礎及び演習

山口　一弘

2021年度 後期

月曜1限 月曜2限

工学部　情報応用工学科　
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単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

授業計画

3 1　 専門教育領域科目専門科目　

「×」　

問題解決学習　

【概要】

コンピュータを活用した開発者として必要不可欠なスキルの１つであるプログラミングについて，プログラミング言語

の基礎であるJava言語を用いて，プログラミングの考え方，プログラミングの手順（文法）を学ぶ．また，演習を通じ

てプログラミング能力の向上を図り，自分の考えやアイディアをプログラミングで実現できる方法を学ぶ．同時に，中

学・高校・大学の数学・理科で習った基礎的な課題に対して，自分の力で正しい結果の得られるプログラムを作成

できるレベルを目標とする．

【目的】

Java言語を用いたプログラミングにおける考え方，手順，基本的なアルゴリズムについて理解する．

【到達目標】

・自らの力でコードを作成し，目的の動作をするJavaプログラムを作成できること．

・他者の作成したコードを理解し，その動作を説明できること．

・数学・理科の基礎的な課題に対して，正しい結果の得られるプログラムを作成できること．　

・毎回ノートPCを使用する． 

・パソコン操作に関する基本的なスキルを習得している前提で講義を行う．

・毎回の講義終了時にレポートを出題する．指定された期日までに必ず提出すること．

・プログラミングに関する資格を取得している者は単位認定などの配慮があるため，担当教員に申し出ること．　　

準備学習：次回の講義内容に関して教科書を事前に読む（２時間程度）

復習：各回の講義内容の復習に関する課題の取り組み（４時間程度）　

定期試験（50%），小テスト（20%），レポート・演習問題（20%），講義への参加姿勢（10%）　　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない　

柴田 望洋 (著), “新・明解Java入門 第２版,” SBクリエイティブ (2020), ISBN: 978-4-8156-0601-5　

・高橋 麻奈 (著), “やさしいJava 第６版,” SBクリエイティブ (2016)

・ジョゼフ・オニール (著), 武藤 健志 (監修), トップスタジオ (翻訳), “独習Java 第４版,” 翔泳社 (2008)　

全ての授業を原則対面形式で実施します．

第１回　ガイダンス・Java開発環境構築

各自のノートPCにJava開発環境を構築し，Javaプログラミングの流れを学習する．

第２回　変数

数値や文字列を計算機内に記憶する変数について学習する．

第３回　プログラムの流れ制御（１）

第４回　プログラムの流れ制御（２）

プログラムの流れの分岐処理（if文，switch文），流れの繰り返し処理（for文，while文）について学習する．

第5回　型と演算

第6回　配列

第７回 小テスト

Javaプログラミングで扱うことのできる変数の型や演算，配列などの文法を学習する．ここまでの学習範囲の理解

度確認のため，小テストを実施する．

第８回　メソッド

第９回　クラス（１）

第１０回　クラス（２）

第１１回　クラス（３）

オブジェクト指向プログラミングを支えるクラスについて，クラスの基本（クラスの作成，クラス変数，クラスメソッド）

を学習する．

第１２回　アルゴリズム（１）

第１３回　アルゴリズム（２）
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備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

ソート，探索，再帰，リスト，木構造などの基本的なアルゴリズムについて学習する．

第１４回 まとめ

ここまでの学習範囲の理解度確認のため，小テストを実施する．

※上記計画は予定であり，進捗状況に応じて随時変更がありうる．　

【質問への対応】

オフィスアワーに限らず，研究室在室時には基本的に対応可能．　　

99T143A

最終更新日：2021年04月09日（金） 授業コード：99T144A　出力データ区分：公開中データ

Ｃプログラミング応用及び演習

Advanced C Programming with Exercise

Ｃプログラミング応用及び演習

平田　幸広、杉田　誠、小松　稔

2021年度 前期

水曜1限 水曜2限

工学部　情報応用工学科、コンピュータメディア工学科　

3 2　 専門教育領域科目専門科目　

「×」　

後半の授業で，Ｃ言語とアルゴリズムの知識をもとに，問題解決のためのプログラムを作成させる。

適宜グループワークも取り入れる。

　

［概要］

コンピュータは大量のデータを高速に処理することができるが，そのための手順（アルゴリズム）を適切に記述し

（プログラム）指示を与えることが必要である。この授業で扱うＣ言語は，ＯＳの開発から組み込みシステムの開発

まで幅広い範囲で用いられており，あらゆる分野のソフトウェア開発に適応できる。この授業では，1年次の「Ｃプロ

グラミング基礎及び演習」で学んだ内容をもとに，Ｃ言語の文法についてさらに深く学ぶ。さらに，問題解決のための

アルゴリズムとそれを用いて具体的な問題を解決するプログラムの作成について学ぶ。

［目的］

1年前期の「Ｃプログラミング基礎及び演習」に続き，関数・ポインタ・構造体・ファイル入出力などＣ言語の文法につ

いて学んだあと，いろいろなアルゴリズムを紹介し，具体的な問題を解決するプログラムの作成について学ぶ。

［到達目標］

関数およびそれを用いたプログラムの記述ができるようになる。

ポインタ・構造体等を用いたデータの記述について理解できるようになる。

ファイル入出力ができるようになる。

いろいろなアルゴリズムについて理解し，具体的な問題を解決するプログラムを記述できるようになる。

　

1年次の「Ｃプログラミング基礎及び演習」の内容をよく復習しておくこと。また，プログラミング環境が使えることを確

認しておくこと。

必修科目ではないが，「知能・情報・通信コース」での選択必修科目の１つとなっているので，このコースを希望す

る学生には受講を強く勧める。

　

前回の授業の内容を理解したうえで授業に臨むこと（1時間程度の復習）

毎回課題を課すのでしっかり取り組み，レポートを提出すること（3時間程度）。

授業時間内の演習問題が時間内にできなかった場合には次の授業までにやっておくこと。

　

平常点２０％　レポート８０％　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない

　

SOLAで資料を配布する。
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参考書

授業計画

備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

　

「やさしいＣ　第5版」　高橋麻奈　著，ＳＢクリエイティブ

「新・明解Ｃ言語で学ぶアルゴリズムとデータ構造」　柴田　望洋　著，ＳＢクリエイティブ

「Ｃによる数値計算とシミュレーション」　小高　知宏　著，オーム社

以下杉田クラスのみ

「初級C言語―やさしいC 」　筧 捷彦他　著　実教出版

「スッキリわかるC言語入門」　中山 清喬 　著　インプレス

　

対面形式で実施します。

第1回　ガイダンス・復習

第2回　文字と文字列

　文字コード，文字変数，文字列と配列

第3回　関数（１）

　関数の定義，関数の呼び出し（使用法），引数（仮引数と実引数）

第4回　関数（２）

　戻り値，変数とスコープ（有効範囲）

第5回　ポインタ（１）

　変数のアドレス，ポインタの宣言，間接参照，ポインタと引数

第6回　ポインタ（２）

　配列とポインタ，ポインタの演算，配列と引数

第7回　ファイル入出力

　標準入出力，テキストファイルの入出力，バイナリファイルの入出力

第8回　ソート（並べ替え）

　バブルソート，選択ソート，挿入ソート

第9回　構造体

　構造体の宣言，構造体と引数

第10回　再帰呼び出し

　漸化式，ハノイの塔，クイックソート

第11回　数値計算（１）

　反復法，収束条件，方程式の解法（ニュートン法など）

第12回　数値計算（２）

　離散化，積分（台形公式など），微分方程式の解法（オイラー法など）

第13回　いろいろなアルゴリズム（１）

　画像変換（ビットマップファイル入出力，色調変換など）

第14回　いろいろなアルゴリズム（２）

　８クイーン問題

　

 

99T144A

最終更新日：2021年04月09日（金） 授業コード：99T145A　出力データ区分：公開中データ

Javaプログラミング応用及び演習

Advanced Java Programming with Exercise

Javaプログラミング応用及び演習

布　房夫

2021年度 前期

火曜1限 火曜2限

工学部　情報応用工学科　

3 2　 専門教育領域科目専門科目　

「〇」　

演習　

【概要】

コンピュータを活用した開発者として必要不可欠なスキルの１つであるプログラミングについて，Java言語を用いて，

プログラミングの考え方，プログラミングの手順（文法）を学ぶ．また，演習を通じてプログラミング能力の向上を図

り，自分の考えやアイディアをプログラミングで実現できる方法を学ぶ．
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履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

授業計画

【目的】

Java言語を用いたプログラミングにおける発展的な考え方，手順，応用的なアルゴリズムについて理解する．

【到達目標】

・クラス、パッケージ、派生、継承等のJava言語の概念を正しく理解すること

・上記概念を活用して目的のプログラムを作成できること

　

・Javaプログラミング基礎及び演習の単位を取得し、内容を理解していること、もしくは、その者と同等以上のJavaプ

ログラミングの知識・技術を有していること

・毎回ノートPCを持参すること．

・講義はパソコン操作に関する基本的なスキルを習得している前提で実施する．

・毎回の講義終了時にレポートを出題する．指定された期日までに必ず提出すること．　

【準備学習】

◆次回の講義内容に関して教科書を事前に読む（1時間程度）

◆初回ではJavaプログラミング基礎の内容の理解度を小テスト等により確認するので必要に応じて準備しておくこと

【復習】

◆各回の講義内容の復習に関する課題の取り組み（2時間程度）　　

全14回での到達度(50%)、レポート・課題・小テスト（40%），講義への参加姿勢（10%）　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない

　

柴田 望洋 (著), “新・明解Java入門,” SBクリエイティブ (2016)　ISBN-13: 978-4797387605　

ジョゼフ・オニール (著), 武藤 健志 (監修), トップスタジオ (翻訳), “独習Java 第４版,” 翔泳社 (2008)　

【第１回】　ガイダンス

　本講義の概要および授業の進め方について説明するともに、受講において必須となる知識を確認する。また、Jav

aプログラミング基礎の内容について履修者の理解度を小テスト等により確認する。

【第２回】　クラスの基本

　オブジェクト指向プログラミングの根幹となるクラスの考え方を学習する。

【第３回】　クラスの作成 (1)

【第４回】　クラスの作成 (2)

　包含関係にある複数のクラスの作成を通じ、クラスに対する理解を深める。

【第５回】　クラス変数とクラスメソッド (1)

【第６回】　クラス変数とクラスメソッド (2)

　同一クラスのインスタンスから共有されるクラス変数とクラスメソッドについて学習する。

【第７回】　パッケージ

　クラスの集合をカプセル化するパッケージについて理解を深めるとともに作成方法および使用方法を学習する。

【第８回】　クラスの派生　(1)

【第９回】　クラスの派生　(2)

　既存クラスの資産を継承し利用するためのクラスの派生とそれを応用した多相性について学習する。

【第１０回】　抽象クラス

　より高度なレベルで多相性を活用できる抽象クラスと抽象メソッドについて学習する。

【第１１回】　インタフェース

　クラスとの差異を中心に、参照型の一つであるインタフェースについて学習する。

【第１２回】　文字と文字列

　char型で表現される文字とString型で表現される文字列について学習する。

【第１３回】　例外処理

　想定が困難な例外的な事象が発生した際に致命的状況に陥ることなく回復するための処理について学習する。

【第１４回 】　まとめ
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備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

授業計画

備考

※上記計画はあくまでも予定であり，進捗状況に応じて随時変更がありうる．　　

【質問への対応】

オフィスアワーで記載している時間帯に受け付けます。　

99T145A

最終更新日：2021年04月09日（金） 授業コード：99T159A　出力データ区分：公開中データ

ビッグデータによる品質管理論

Quality Control By Big Data

ビッグデータによる品質管理論

奥原　正夫

2021年度 後期

木曜1限

工学部　情報応用工学科、経営情報学部　経営情報学科　

2 3　 専門教育領域科目専門科目　

「×」　

「×」　

【概要】組織での品質保証システム構築に役立つ考え方と手法について，品質保証の４フェーズに従って教授す

る．データ解析には専用ソフトであるStatWorks機械学習編を用いる．

【目的】品物やサービスの競争有意性には品質での競争軸が有用であり，日本はこの面について先進的な取組を

行ってきた．品質保証での４フェーズにおいて，これからはビッグデータの応用が必要不可欠になる．この講義で

は，品質保証活動において従来から使われているSQC手法とともにビッグデータ解析手法の応用を目的として講義

する．

【目標】品質保証の４フェーズのついて，何を目的としてどのような考え方と手法とを用いればよいかの修得を目標

とする．　

統計学A及び演習A，統計学B，社会応用統計学を修得済みが望ましい　

シラバスの講義予定内容について資料をもとに予習する．講義内容についての課題を課すので提出すること．次回

について告知するので予習に1時間，復習には2時間が望ましい．　

出席(参加態度)(20％)，レポート(40%)と講義内試験(40％)で評価する　　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない　

講義内で指示する　

パターン認識と機械学習(上・下)　ビショップ　丸善　

第1回　品質保証の4サイクル　品質　管理

第2回　QC的考え方(1)　QC七つ道具(1)

第3回　QC的考え方(2)　QC七つ道具(2)

第4回　補償フェーズ　フィールドデータの解析　ワイブル分析

第5回　検査フェーズ(1)　検査とは　全数検査と抜取検査　GMMの応用

第6回　検査フェーズ(2)　異常値検出　多変量管理図の応用

第7回　製造フェーズ(3)　良品製造工程の構築(1)　重回帰分析　

第8回　製造フェーズ(4)　良品製造工程の構築(2)　lasso回帰　リッジ回帰

第9回　製造フェーズ(5)　良品製造工程の構築(3)　判別分析

第10回　製造フェーズ(6)　良品製造工程の構築(4)　SVM(1)　

第11回　製造フェーズ(7)　良品製造工程の構築(5)　SVM(2)

第12回　設計フェーズ(1)　信頼性技法

第13回　設計フェーズ(2)　実験計画法(1)　要因配置実験

第14回　設計フェーズ(4)　実験計画法(2)　直交配列表

　

 

99T159A

最終更新日：2021年05月07日（金） 授業コード：99T161A　出力データ区分：公開中データ
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科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

授業計画

備考

自然言語処理論

Natural Language Processing

自然言語処理論

石井　一夫

2021年度 後期

木曜5限

工学部　情報応用工学科、機械電気工学科　

2 2　 専門教育領域科目専門科目　

「×」　

「×」　

【概要】

人間が使う言語をコンピュータに理解・処理させるための自然言語処理技術は，様々な情報システムにおいて活用

されている．本講義では，基礎的な自然言語処理技術およびそれらの技術が応用された情報システムについてプ

ログラミングによる実装をまじえて説明する． 

【目的】

自然言語処理の基礎的な技術について理解し，プログラミングによる実装を体験しながら最新の技術や問題点，応

用事例について学習する． 

【到達目標】

言語に対するコンピュータの処理方法を理解することができる．また，身の回りのシステムやサービスにおいて，自

然言語処理技術がどのように応用されているのかを説明できる． 

　

プログラミングによる実装を体験しながら理解を深めます（主にPythonを用います）。そのため、ノートPC必須で

す。　

毎回の授業で授業課題を課します。　

授業課題：30％，中間課題レポート：30%，総合課題レポート：40%　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない

　

中山光樹著，機械学習・深層学習による自然言語処理入門（マイナビ）ISBN978：4839966607，

加えて，講義資料をSOLA上に掲載する．

　

小町守監修，奥野陽，グラム・ニュービッグ，萩原正人著「自然言語処理の基本と技術」（翔泳社）ISBN：97847981

28528　

全ての授業を対面形式で実施する予定です。オンライン授業を実施する場合は別途SOLAの「連絡事項」にて連絡

します。

第1回：ガイダンス，自然言語処理の概要

第2回：自然言語処理の基礎知識（1）：辞書、形態素解析、統語解析の概要

第3回：自然言語処理の基礎知識（2）：自然言語プログラミング(1)

第4回：自然言語処理の基礎知識（3）：自然言語プログラミング(2)

第5回：構文解析（1）

第6回：構文解析（2）

第7回：中間課題

第8回：意味解析・文脈解析（1）

第9回：意味解析・文脈解析（2）

第10回：情報検索（１）

第11回：情報検索（２）

第12回：機械学習による自然言語処理（１）

第13回：機械学習による自然言語処理（２）

第14回：総合課題

※上記計画はあくまでも予定であり，進捗状況に応じて随時変更があり得ます．　
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科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

授業計画

99T161A

最終更新日：2021年04月09日（金） 授業コード：99T183A　出力データ区分：公開中データ

メディアリテラシー

Exercise in Media Literacy

メディアリテラシー

三代沢　正

2021年度 前期

木曜1限

工学部　情報応用工学科、経営情報学部　経営情報学科　

2 3　 専門教育領域科目専門科目　

「〇」　

課題解決型授業　

【授業の概要】

マルチメディアコンテンツの中で特に画像と動画ファイルの扱い方、制作の仕方について演習を通して学ぶ。画像フ

ァイルの加工用ソフトはフリーソフトのGIMP（ギンプ）を利用する。また3DCG制作のためフリーソフトも利用し、制作

した3DCGを制作する。制作した3DCGモデルを使ってアニメーションを制作するが、制作ツールにはUnityを利用す

る。本学科のディプロマポリシーの中で特に「メディア表現技術」分野の基礎と応用力を身につけるに該当する科目

である。

【授業の目的】

マルチメディアコンテンツの制作技術を学び、自ら利活用できるようになるのが目的である。具体的には画像と動

画コンテンツの効果的な制作、加工方法について技術を習得し、利活用できるようになることが目的である。

【授業の目標】研究やビジネスの現場において必要とされる、画像、動画などのコンテンツを社内において自作する

ことができるようになり、自分が表現したい内容がITを使って効果的に表現できる能力を身に着けることを目標とす

る。具体的には、フォトレタッチソフト、３DCGソフト、Unityを活用して自分のコンテンツを試作し、発表できることが目

標となる。

　

メディアデザイン論を履修していることが望ましい。

ノートパソコンとマウスを持参すること。　

各回の講義内容を十分に復習（1時間以上）し、授業前には1時間程度の予習を行うこと。

必ず期限内に、課題・レポートは提出すること。

最終回には、今までの成果をまとめた課題作品の発表を行う。２－３日程度の製作期間をかけ準備すること。　　

成績は課題・レポート（60%）と授業参加姿勢（40%）で総合評価する．

授業への参加は前提で、授業内における、積極的質問や参加態度も評価の対象とする。　　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない

※平成25年度以前の学部入学者及び平成26年度以前の大学院入学者は、優（A）評価を最上位とします。　　

特に指定しないが、資料を配布　

無料でできるフォトレタッチGIMP、村上俊一、技術評論社、2008

Unityの教科書、北村愛美、SBクリエイティブ、2019　

すべての授業をオンライン形式で行います。

企業における実務経験のある教員がその経験を活かし、企業活動や社会活動における必要とされるテーマを演習

のテーマに取り入れ、以下のような演習制作活動を行う。

第1回　ガイダンス、GIMPの設定、基礎知識

第2回　フォトレタッチ（1）：画像の回転、トリミング、拡大・縮小、コントラスト、ホワイトバランス、鮮鋭化

第3回　フォトレタッチ（2）：トーンカーブ、焼き込み、レイヤー、合成、ぼかし、モノクロ化、フィルター

第4回　フォトレタッチ（3）：画像の配置、文字、ロゴ制作

第5回　フォトレタッチ（3）：ガラスの質感制作

第6回　3DCG制作(1)：メタセコイアのインストール、導入

第7回　3DCG制作(2)：TeaCup制作

第8回　3DCG制作(3)：動物モデル制作１

第9回　3DCG制作(4)：動物モデル制作２
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備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

第10回 Unityアニメーション制作(1)：Unityのインストール、導入

第11回 Unityアニメーション制作(2)：Unityで地形を作る

第12回 Unityアニメーション制作(3)：3人称カメラの導入、自作動物モデルの導入

第13回 Unityアニメーション制作(4)：人型モデルの導入

第14回 課題発表、評価　

演習科目なので，遅刻しないように注意すること．ノートパソコンとマウスを毎回必ず持参すること．

【質問への対応】授業時間内あるいはオフィスアワーに記載されている時間帯に受け付ける。　　

99T183A

最終更新日：2021年04月09日（金） 授業コード：99T182A　出力データ区分：公開中データ

メディアシステムデザイン論及び演習

Exercise in Media System

メディアシステムデザイン論及び演習

三代沢　正

2021年度 後期

月曜1限 月曜2限

工学部　情報応用工学科、経営情報学部　経営情報学科　

3 3　 専門教育領域科目専門科目　

「〇」　

問題解決学習　

【授業の概要】

マルチメディアは幅広い機器、伝送系、ソフトウエア、コンテンツ,デザインなどが関連している。それらをシステムと

してデザインして、アプリケーションを開発するためにシステムのデザイン手法、プログラミング手法について学ぶ。

そのために、必要となるプログラミング言語（C++）、画像処理の概念、画像処理プログラミング、センサーシステム

プログラミングなどを理論と演習を通して身につける。

これを、企業での商品企画、設計・開発の実務経験者がその実務経験に基づき、実社会での応用事例も含め講義

を行う。

【授業の目的】

マルチメディア技術を効果的に使って、社会やビジネスにおいて必要とされるソリューションを開発し提供できるよう

なスキルを身につける。その為のマルチメディア系の基本技術である、プログラミング技術、画像処理技術、センサ

ー情報処理技術を使い、いくつかの課題制作を通して、実践的なスキルを身につける。本学科のディプロマポリシー

の技術分野の中の「メディア表現技術」分野の基礎と応用力を身につけるに該当する科目である。

【授業の目標】社会やビジネスの現場で必要とされるマルチメディアシステムの開発や効果的利活用ができるよう

になること。CGエンジニア検定、画像処理検定（初級）合格レベルが目標となる。具体的には、センサーを利用した

メディアシステムを完成させ、さらに独自の工夫を加えたアプリケーションの制作を完成させ発表できることを目標と

する。　

メディアデザイン論、メディアリテラシー演習を受講している事が望ましい。

プログラミング、コンテンツ制作に親和性があること。

ノートパソコンとマウスを毎回持参すること。後半ではUSBカメラが必要となる。

　

各回の講義内容を十分に復習（1時間以上）し、授業前には1時間程度の予習を行うこと。

必ず期限内に、課題・レポートは提出すること。また各回の講義内容を充分復習し、次回講義に臨むこと。適宜、理

解度（授業内）テストを行うので、自らの進捗確認を行うこと。　　

成績は課題・レポート・製作課題（60%）と授業参加姿勢（40%）で総合評価する．

授業への参加は前提で、授業内における、積極的質問や参加態度も評価の対象とする。　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない　

特に指定しない、授業内で資料配布　

新版明解　C++ 入門編　柴田望洋　ＳＢクリエイティブ

画像情報処理　三木光範他　共立出版

ビジュアル情報処理、CG-ARTS

ARToolKit拡張現実感プログラミング入門　橋本直　ASCII　
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授業計画

備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

基本的には対面授業で行う。

企業における実務経験のある教員がその経験を活かし、企業活動や社会活動における必要とされるテーマを演習

のテーマに取り入れ、以下のような演習制作活動を行う。

第1回　イントロダクション、開発環境設定

第2回　C++プログラミング復習演習（１）：データ型、配列など

第3回　C++プログラミング復習演習（２）：関数、ポインターなど

第4回　ＣＧと画像処理演習（１）：ファイルの入出力処理

第5回　ＣＧと画像処理演習（２）：反転処理、白黒濃淡画像化、2値化

第6回　ＣＧと画像処理演習（３）：ヒストグラム、閾値の自動決定、エッジ検出

第7回　ＣＧと画像処理演習（４）：ノイズ消去

第8回　ＣＧと画像処理演習（５）：コントラスト強調

第9回　ＣＧと画像処理演習（６）：特徴抽出

第10回 ARプログラミング（１）：ARToolKitインストール、導入

第11回 ARプログラミング（２）：ARToolKit＋OpenGL

第12回 ARプログラミング（３）：AR上での３DCGの表示

第13回 ARプログラミング（４）：AR作品制作

第14回 最終まとめ：作品発表　

演習科目なので，遅刻しないように注意すること．ノートパソコンとマウスを毎回必ず持参すること．後半ではUSBカ

メラ持参が望ましい。

【質問への対応】授業時間内あるいはオフィスアワーに記載されている時間帯に受け付ける。

　

99T182A

最終更新日：2022年03月02日（水） 授業コード：99T162A　出力データ区分：公開中データ

データベース論及び演習

Theory of Database

データベース論及び演習

広瀬　啓雄

2021年度 前期

木曜3限 木曜4限

工学部　情報応用工学科、経営情報学部　経営情報学科　

3 3　 専門教育領域科目専門科目　

「×」　

グループ学習

グループワーク

課題解決型学習　

<概要>

情報インフラが整い様々なデータを容易に収集できる時代となった。この授業では，IoTなどから収集されるビッグ

データを，データベースに格納し，AIや機械学習および統計的手法で分析するために，必要なデータを検索する。

さらに，分析可能な状態の前処理の基礎を学習する。

<目的>

インターネットを経由してサーバに集められる多様なデータを，データベースに格納するために，データベースの設

計，データベースの構築，データベースの運用についての知識とスキルを習得する。さらに，分析するために必要

なデータを検索する知識とスキルの習得を目的とする。

<到達目標>

収集するデータに応じてリレーショナルデータベースのテーブル設計，及びSQLによりテーブル作成，データベース

を運用する知識とスキルの習得。データの検索，欠損データ処理・データの正規化・ダミー変数化など基本的な前

処理を，PHPやPython言語をつかって実践できるスキル獲得を到達目標とする。　

2コマ割り当てられているが，30分程度の講義と演習を交互に進める。毎回学習した内容をもとに，レポートが課さ

れる。極力欠席しないこと。　

授業はグループワークを含めて行う。あらかじめ，4名程度のグループを作っておくとスムーズである。　

予習も重要だが，復習を中心に学習を進めてほしい。毎回の授業出されるレポートは，自分の力で作成できるよう

にして，次回の授業に臨むこと。　　

授業内の到達度を確認する試験５０％，レポート５０％　　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している
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教科書

参考書

授業計画

備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない　

毎回，SOLAにPDFファイルおよび例題を提示する。　　

授業中に指示する　

すべての授業は，同期型の遠隔授業で行います。

1回目　授業の説明，システム開発環境の構築

2回目　リレーショナルデータベースとは，テーブル設計（１）

3回目　テーブル設計（２），テーブル作成コマンド

4回目　テーブル設計（３），テーブル作成コマンドおよびテーブル入力

5回目　データベース運用

6回目　Webベースシステム（１）PHPによるデータ収集

7回目　Webベースシステム（２）PHPによる様々なデータ収集

8回目　Webベースシステム（３）PHPによるセッション管理を使ったデータ収集

9回目　Webベースシステム（４）PHPとJavaScriptによる非同期のデータ入出力

10回目　PythonからDB操作（１）

11回目　PythonからDB操作（２）

12回目　Pythonによる前処理の基礎（１）

13回目　Pythonによる前処理の基礎（２）

14回目　まとめと授業内試験　

 

99T162A

最終更新日：2022年02月04日（金） 授業コード：99T151A　出力データ区分：公開中データ

機械学習

Machine Learning

機械学習

水野　秀之

2021年度 前期

月曜3限

情報応用工学科　

2 3　 専門科目　

〇　

×　

【概要】

テキストや動画など様々な情報をコンピュータに人間のような学習能力を与え、情報を適切に識別・分類・抽出す

るための様々な機械学習について学ぶ。機械学習の基本的な考え方について学習した後、教師あり学習、教師なし

学習、半教師あり学習の代表的な手法を用いて基本的な問題を解くことができるスキルを修得する。

　これを、企業での機械学習に基づくシステムの設計・開発の実務経験者がその実務経験に基づき、実社会での

開発経験を通じて説明する。

【目的】

本講義では機械学習の基本的な考え方を理解し様々な問題に応用できるようになることを目的とする。

【到達目標】

・取り扱うデータと目的に応じた基本的な機械学習方法を説明できるようになる。

・各機械学習方式の仕組みについて説明できるようになる。

・代表的な機械学習の事例をWekaを利用して実行し結果を求めることができるようになる。

・代表的な機械学習の事例をPythonを利用して実行し結果を求めることができるようになる。　

・「統計学A・統計学A演習」を履修し内容を習得していること。

・「統計学B」を履修し内容を習得していれば望ましい。

・指定したソフトウェアをインストール可能なノートPCを用意すること。【必須】

・各回の授業内容は、学習状況に応じて多少変更する。　　

・「統計学A・統計学A演習」の内容を復習しておくこと。

・教科書、参考書などをもとに予め予習し準備して講義に望むこと。授業中に理解出来なかった点や未完成な課題

については授業後に復習・実施し、不明点があれば質問にくること。

・課題レポートの実施を含め予習・復習に平均約４時間を要す。　
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成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

授業計画

備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

平常点：40%、課題・レポートの到達度：60%

※平常点は授業態度、課題の提出状況に基づく　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない

　

「フリーソフトではじめる機械学習入門」　荒木雅弘著　森北出版　ISBN:978-4-627-85212-9　

「入門パターン認識と機械学習」　後藤正幸　コロナ社　　

各回の授業において、企業での調査・研究・開発実務経験をベースに、教科書には記述がない様々な機械学習技

術の応用面で考慮すべき事項を配布資料を用いてわかりやすく説明する。

全ての授業を遠隔で実施する。

第１回　ガイダンス

本講義の進め方、履修上の注意、機械学習の基本

第２回　機械学習の概要（第１章）

IOT／ビッグデータの時代、機械学習とは、パターン認識システム

第３回　確率の基礎１（配布資料）

確率分布、確率モデル、演習

第４回　確率の基礎２（配布資料）

ベイズの定理、情報量基準、演習

第５回　機械学習の基本的な手順1（教科書第２章２．１）

データ収集、前処理、kNN法、演習　（Wekaを中心）

第６回　機械学習の基本的な手順２（教科書第２章２．２）

ライブラリ、前処理、学習と評価、演習（Pythonを中心）

第７回　識別　−概念学習−（教科書第３章）

概念学習の基礎、決定木、演習

第８回　識別　−統計的手法−（教科書第４章）

ベイズ識別、ベイジアンネットワーク、演習

第９回　回帰（教科書第６章）

線形回帰、回帰木、演習

第１０回　識別　−サポートベクターマシン−１（教科書第７章）

識別関数、SVMの基礎、演習

第１１回　識別　−サポートベクターマシン−２（教科書第７章）

カーネル関数、前処理、演習

第１２回　モデル推定（教科書第１１章）

クラスタリング、確率密度推定、演習

第１３回　アンサンブル学習（教科書第１０章）

バギング、ランダムフォレスト、演習

第１４回　深層学習（教科書第９章）

DNNの基礎、RBM、演習　

【質問への対応】

オフィスアワーに記載しています。　　

　

99T151A

最終更新日：2021年04月09日（金） 授業コード：99T152A　出力データ区分：公開中データ

人工知能

Artificial Intelligence

人工知能

市川　純章

2021年度 後期

月曜3限

工学部　情報応用工学科、コンピュータメディア工学科　

2 3　 専門教育領域科目専門科目　

「×」　

グループディスカッション
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授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

授業計画

解決策探求　

【概要】

ロボットの知能化に用いられる代表的な機械学習手法として、「強化学習」「遺伝的アルゴリズム」「ニューラルネッ

トワーク」の３つを取り扱う。３つの手法の根底にある確率統計学、進化生物学、神経生理学の学問領域の基礎を

学ぶとともに、これらを応用したロボットの知能化・学習アルゴリズムを学ぶ。

【目的】

ロボットの高度知能化の手法である機械学習の代表的アルゴリズムの基礎を学び、

・研究の道具として活用できるようにする。

・またそれら最新研究成果を学ぶ際の基礎知識とする。

【到達目標】

・基本的なアルゴリズムのプログラムをコーディングすることができるようになる。

・代表的な学習事例を自ら作成したプログラムで実施できるようになる。

・学習条件を変更した際の学習特性が異なることを理解する。

　

アルゴリズム中心に修得していくが、その理解をするために実際にプログラムを組むことを求める。

C言語をベースとしたプログラミング手法を学ぶので、C言語に関して基本的な理解があることが必要。

授業中には、C言語の文法の部分は特に説明しないので注意。

各回の授業では、到達目標を設定する。次回授業までに各自で達成すること。達成できない場合は、できなかった

ポイントに関するレポートを提出すること。次回授業では、達成状況を確認しながら進めていく。

授業は３～４人程度のグループワークで進める。講義で説明したアルゴリズムを実際にコード化する方法をグルー

プワークで進めていく。　

予習

各回の授業の資料を読み予習する（１時間程度）

実際にプログラム作成に取り組み、不明なところを質問事項としてまとめて授業に望む（１時間程度）

復習（２時間程度）

各回の授業で理解した部分について、各自プログラムを完成させる.

その進捗状況の報告書を作成する。次回授業までに提出。

　

授業中のディスカッション、提出物、課題プレゼンテーションから学習の到達度を総合的に判断する。　

強化学習に関する関するシミュレーションプログラミングの作成およびパラメータケーススタディに関するレポートお

よび、それに関するディスカッションより評価　（３３％）

遺伝的アルゴリズムに関するプログラミングの作成およびパラメータケーススタディに関するレポートおよび、それ

に関するディスカッションより評価　（３３％）

ニューラルネットワークに関する基礎方程式への理解、プログラミングの作成およびパラメータケーススタディに関

するレポートおよび、それに関するディスカッションより評価　（３４％）

上記評価には、授業中の各回目標の到達状況を勘案する

　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない　

教科書 資料を配付　　

特に指定はないが必要に応じて下記）

強化学習に関する書籍

確率統計学に関する書籍

遺伝的アルゴリズムに関する書籍

ニューラルネットワークに関する書籍　深層学習

微分方程式の解法に関する書籍

　

「Ⅰ　強化学習法」

第１回　ロボットが判断して行動するとは
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備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

　　　　　状態遷移

　　　　　行動選択戦略の確率的表現

　　　　　コンピュータ上のアルゴリズム表現

第２回　迷路抜けシミュレーションの問題設定

　　　　　シミュレーションプログラミング手法

第３回　学習過程の可視化手法

第４回　学習パラメータに対する学習特性（１）

第６回　学習パラメータに対する学習特性（２）

「Ⅱ　遺伝的アルゴリズム」

第６回　生物の進化

　　　　　遺伝子のモデル化

　　　　　学習と進化の類似点

第７回　遺伝的アルゴリズムによる計算手法

　　　　　関数最適化問題

第８回　解探索の概念　山登りイメージとローカルミニマム

　　　　　学習パラメータに対する学習特性

第９回　巡回セールスマン問題・ナップサック問題

「Ⅲ　ニューラルネットワーク」

第１０回　神経生理学と脳の学習

　　　　　　神経生理学の数理モデル

　　　　　　単純パーセプトロン

第１１回　階層型ネットワークモデル

　　　　　　重み学習法（バックプロパゲーション）

第１２回　微分方程式からの学習法理解

第１３回　バックプロパゲーションのコーディング

第１４回　パターン学習

　　　　　　ノイズのある画像認識

　　　　　　学習パラメータに対する学習特性

　

講義内容について、C言語プログラミングによるレポート課題を提出する

毎週木曜日　１３：００〜１６：００　市川研究室

これ以外にも、研究室在室の場合はできる限り、ディスカッションに応じる。　

　

99T152A

最終更新日：2021年05月07日（金） 授業コード：99T165A　出力データ区分：公開中データ

インターネット論及び演習

Theory and Exercisesin Internet Technology

インターネット論及び演習

土屋　健

2021年度 後期

金曜1限 金曜2限

工学部　情報応用工学科、機械電気工学科、電気電子工学科、コンピュータメディア工学科、経営情報学部　経営

情報学科　

3 2　 専門教育領域科目専門科目　

「×」　

演習として，講義内容を実戦形式で学習するプログラミング演習を行います．座学だけではなく，理論を実用する技

術を学習します．

問題解決型学習

課題発見型学習　

反転講義　

【講義概要】

インターネットを中心とした情報通信技術は，我々の日々の生活には切り離すことができないほど生活に浸透し，重
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履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

要な情報基盤として利用されている．社会インフラとして，今後ますます適用される分野，領域の拡大が見込まれ

る．特に，ビジネスのグローバル化，ハイスピード化が要求される現在の社会では, インターネットを中心とした情報

通信技術は基幹を構成する重要なファクターといえ，ビジネスの革新，創造には情報通信技術の利用者(ユーザ)と

しての知識だけでは不充分であると言える． 技術者として必要となる知識を講義で学び，演習を通して実践的なス

キルを学ぶ．知識とスキルを組み合わせて学習することで，エンジニアとしての素養を養成する．

【目的】

本講義では，現在の情報インフラであるインターネットを中心とした分散型の情報システム及び，これを構成する各

種ネットワーク技術に関して，これまでツールとしてブラックボックス化していたネットワーク，情報通信技術を機能単

位で，その仕組み・特徴・役割・歴史的経緯を過去から現在まで学習する．同時に，理論だけでなくネットワークの

設計，構築の工程を演習として並行して行う事で理論と実践を両立することで，卒業後に即戦力の情報技術者とし

ての知識とスキルの基礎力を養成する．

【到達目標】

本講義の到達目的は，

* ネットワークに接続されるコンピュータ，スマートホンなどデバイスがどのようにしてインターネットへ接続し，情報

が送受信されているか論理的に説明ができるようになること．

* 障害が発生したネットワークにおいて，現在の事象から，要因の分析，対応を明らかにできるようになる

* インターネット上ではどのように情報が管理されているか説明する事ができ，コンピュータシステムのエンジニア

として基礎となる知識・経験を得る

* 小規模大規模問わず，要求条件に応じたネットワークの設計，構築する事ができる能力

です．

*情報システムの専門家として，基礎力となる知識と経験を習得する

*情報システムを学習した者として，インターネットを中心としたネットワーク技術に関する知見を有する

資格試験との関連性として，ITパスポート，基本情報技術者試験，各種IT系資格試験にテクノロジー分野に関連し

ます．

　

ICT（情報通信技術）による社会変化に興味を持つこと. Webサイト, 雑誌/新聞情報など各種メディアから最新技術

動向/市場動向をウォッチすること. 

講義および演習の主たる内容に関しては説明はありますが，分野の性質上他の講義エリア，初登場の内容も登場

する可能性があります．積極的な自主学習，質問等アクティブに講義に取り組むことを希望します．

本講義は，ハイフレックス型の講義で行います．

受講者は，遠隔，教室での受講を選択することができます．　

【準備学習・復習】

講義に関しては，事前に準備すべき内容は特にありません．1年後期で学んだ専門分野で学習した内容とリンクし

ている内容が多いため，学期開始までに復習しておくことが好ましいです．また，普段利用するインターネット，web

系サービスに対し，漠然と利用するだけでなく，"どうして", "なぜ"と考えてみるくせを日常生活で持ち続け，本講義

で学ぶ内容とリンクさせて，考えるようにしてください．

　毎回の講義で利用・作成するテキスト／レジュメの内容は，それ以降の講義に強く関連するため，復習を行ない，

次回講義までに前回分までの内容理解を行なって下さい．

修得並びに自主学習を行なう目安として，特に，重要な知識，演習に関しては講義内で15分程度の小テストとして

扱うことから，同じ問題を15分から30分程度かけて講義内容と併せた復習を行なう．

演習では，講義内では触れなかった初見となるプログラム手法などが登場する場合がある．自ら調査，質問等積

極的に活動してください．

後半の演習では，ネットワークプログラミングを学び．本演習では，講義前に講義部分を動画で学び，講義時間は

演習を中心に行う反転講義を導入する．そのため，事前に動画で受講（20min~40min）し，講義時間内では，演習と

その課題を中心に講義を行う．必ず事前に講義部分を学習してください．

　

【評価方法】

基本的には講義内で行なう小テスト，講義内で出題したレポートの評価30%

最終試験の総合点70%で成績を評価する．

講義内における積極的な議論への参加など受講姿勢は，最終評価へ反映させる．　

　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している
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教科書

参考書

授業計画

D：到達目標を達成していない

　

【教科書】

特にありません．　講義用に作成した資料をSOLAで配布します．　

　

【参考書】

村山公保．基礎からわかるネットワークコンピューティング入門，オーム社

各種ネットワークに関連する書籍，プログラミングに関する書籍を参照してください　

【授業計画】

本講義では，講義内で，インターネットを中心としたネットワーク知識を学習する前半部分と，その知識とリンクした

ネットワークケーブルの作成から，ネットワーク設計などシステムエンジニアとして実践的な演習による即戦力のと

なる能力の養成を行うことになる．．

第1回　オリエンテーション & ネットワークとは

　本講義のオリエンテーションと，現在利用しているインターネットから出発して，具体例を挙げながら，講義の方向

性及び，内容に関して解説する，

第2回　マルチメディアNWとは？〜ネットワークの全貌〜

　普段利用するインターネットの機能について学び，歴史的経緯・発展をふまえ，ネットワーク技術の全容に関して

概要を学ぶ．

第3回　マルチメディアNWとは？〜ネットワークの形〜

　前回に続き，各論ではなく利用するインターネットを中心としたネットワーク技術の全容を概論的に学ぶ．

第4回　通信品質と交換原理~電話と品質~

　電話からスタートして，データ通信における通信の品質と，トラッフィク制御に関する知識を学ぶ

第5回　通信品質と交換原理~交換モデルとトラフィック~

　通信の品質を確保するために必要な知識と，その手法について学ぶ

第6回　ネットワークの歴史と標準化

　コンピュータ．電話網それぞれの進化から派生した現在のネットワーク技術の核となる技術と，その技術の標準化

に関して学ぶ

第7回　アプリケーションから見たネットワークアーキテクチャ〜web技術編〜

　アプリケーション側の観点，特にweb関連のテキスト情報処理，ビッグデータなどのwebアプリケーションの観点か

ら，その特徴と，実現するための技術に関して学ぶ

第8回　アプリケーションから見たネットワークアーキテクチャ~リアルタイムデータ~

アプリケーションの観点，特に，時系列ストリーム系データであるSkype, YouTube などのリアルタイムデータの観点

からその要素技術を学ぶ

第9回　トランスポート層から見たネットワーク技術〜TCP〜

インターネットを構成する技術で，複雑なネットワーク環境においても，柔軟にアプリケーションを実行させるトランス

ポート技術のうち，TCPについて学ぶ．TCPにおけるポートの概念，コネクションについて学ぶ．

第10回　トランスポート層から見たネットワーク技術~UDP~

インターネットを構成する技術で，品質管理を行わない，コネクションレス型の通信を実現するUDPについて学ぶ．U

DPにおける特徴，そのアプリでの利用と，上位アプリケーションとの連携について学ぶ．

第11回　ネットワーク構築技術〜インターネットプロトコル〜

　ネットワークを構成するために必要となるアドレッシングに関して学ぶ．特に，インターネットの根幹を形成するイン

ターネットプロトコルについて学ぶ．

第12回　ネットワーク構築技術~ルーティング~

　個々に形成したネットワーク間を接続し，相互にルーティングするための技術を学ぶ

第13回　リンク上のデータ送受信

　IPを支えるデータリンクに関する知識を学ぶ．特に，下位となる物理メディアと，上位のIPをリンクさせるために要

求されている技術を中心に学ぶ．

第14回　まとめ
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備考

科目名称

科目名称（英語）

授業名称

教員名

開講年度学期

曜日時限

開講学科

単位 学年 科目区分

実務経験のある教員による

授業科目

アクティブ・ラーニング科目

授業の概要・目的・ 到達目

標

履修上の注意

準備学習・復習

成績評価方法

成績評価基準

教科書

参考書

授業計画

　講義をまとめ，評価を行う予定である．

オフィスアワー:

講義終了後，もしくは研究室在室時には何時でも可．

状況によっては調整をお願いする場合もあります．

　

オフィスアワーは，基本的には研究室在室時にはいつでも可．特に水，木　9:00〜16:00を中心として下さい　　

99T165A

最終更新日：2021年05月07日（金） 授業コード：99T177A　出力データ区分：公開中データ

Ｗｅｂプログラミング及び演習

Programming for Web Applicationwith Exercises

Ｗｅｂプログラミング及び演習

広瀬　啓雄

2021年度 後期

木曜3限 木曜4限

工学部　情報応用工学科、機械電気工学科、コンピュータメディア工学科　

3 2　 専門教育領域科目専門科目　

「×」　

グループ学習，演習，レポート　

<概要>

インターネットにアクセスする端末が，PC，タブレット，スマートフォン，ゲーム機，テレビ，ビデオなど多様化しWWW

(World Wide Web)サーバをアプリケーションサーバとしてシステム構築することが非常に多くなってきた。現在シラバ

スを閲覧しているS-CLASS，授業のコンテンツ管理システムSOLAも同様である。本授業では，WWWサーバをアプ

リケーションサーバとしてシステム構築するための，プログラミングの知識とスキルを学習する。

<目的>

Webベースのシステムを構築するためには，クライアントのプレゼンテーション層(ユーザとシステムのインタフェー

スとなるブラウザ)の必要技術としてHTML，CSS，JavaScript，WWWサーバでシステム構築するためにWebサーバA

pacheの仕組み，アプリケーションを記述するためのプログラミング言語の習得を目的とする。

<到達目標> 

プログラミング言語としてPythonを使い，簡単なWebアプリケーションを作成する知識とスキルを習得することを到

達目標とする。　

2コマ割り当てられているが，30分程度の講義と演習を交互に進める。毎回学習した内容をもとに，レポートが課さ

れる。極力欠席しないこと。　

予習も重要だが，復習を中心に学習を進めてほしい。毎回の授業出されるレポートは，自分の力で作成できるよう

にして，次回の授業に臨むこと。　

授業内の到達度を確認する試験５０％，レポート５０％　

S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている

A：到達目標を十分に達成している

B：到達目標を達成している

C：到達目標を最低限達成している

D：到達目標を達成していない

　

毎回，SOLAにPDFファイルおよび例題を提示する。　

授業中に指示する　

ハイブリッドで行います。

1回目　授業の説明，システム開発環境の構築

2回目　HTMLの復習とPythonプログラミングの基本操作

3回目　データ型と関数(1)

4回目　データ型と関数(2)

5回目　条件分岐

6回目　繰り返し処理(1)

7回目　リスト型と繰り返し処理(2)

8回目　ファイルの読み書き

9回目　Webプログラミングの基礎
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備考

10回目　フォーム変数のやり取り

11回目　ケーススタディ(1)数値的な処理

12回目　ケーススタディ(2)文字処理

13回目　機械学習プログラミングの体験

14回目　まとめ　

 

99T177A
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•対応する授業科目名（詳しくは学修簿を参照してください。他学科開講科目の場合は「他学科履修願」の提出により受講できます。）【数理・データサイエンス・AIにかかわる要素】

•Cプログラミング応用及び演習，Javaプログラミング応用及び演習データ構造とプログラミング基礎
•ビッグデータによる品質管理論時系列データ解析
•自然言語処理論テキスト解析
•メディアリテラシー，メディアシステムデザイン論及び演習画像解析
•データベース論及び演習データハンドリング
•機械学習，人工知能データ活用実践
•インターネット論及び演習，Webプログラミング及び演習その他

数理・データサイエンス・AIに深い興味を持ち，さらに理解を深めるため、選択科目を修得することをお勧めします。
選択科目の修得は本プログラム修了要件に含みませんが、各要素の理解を深めるためにとても重要です。

「AI 時代の情報倫理」
工学部 情報応用工学科
工学部 機械電気工学科

＜専門教育領域科目＞＜専門科目＞
（配当年次：2年 選択科目 2単位）

「統計学Ｂ」
工学部 情報応用工学科
工学部 機械電気工学科

＜共通・マネジメント教育領域科目＞＜工学基礎科目＞
（配当年次：2年 選択科目 2単位）

「データサイエンス・AI人材リテラシー教育プログラム」修了者の認定を受けるためには以下2科目（４単位）の修得が必要です。

データサイエンス・AI人材リテラシー教育プログラム カリキュラムマップ

•微分積分１，微分積分１演習，微分積分２，微分積分２演習，線形代数，線形代数演習，統計学A統計及び数理基礎
•プログラミング１，Cプログラミング基礎及び演習，Javaプログラミング基礎及び演習アルゴリズム基礎

2年前期 赤字は1年次必修科目，青字は情報応用工学科1年次選択必修科目
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数理・データサイエンス・AI教育プログラム推進委員会規程 

                     2021年 3月 10 日 

学長裁定  
(設置) 

第 1条   
公立諏訪東京理科大学(以下「本学」という。)の数理・データサイエンス・AI教育を

推進するため、教学マネジメントセンター内に数理・データサイエンス・AI教育プロ

グラム推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

(目的) 

第 2条 本学は全学的な取り組みとして、データを活用し社会の課題を発見、解決でき

る人材の育成を掲げ、これに必要となる数理・データサイエンス・AI 教育プログラム

の全学的な普及および関連科目の整備を行うことを目的とする。 

 

(審議事項) 

第 3条 委員会は，次に掲げる事項を審議する。 

(1) 数理・データサイエンス・AI教育の普及戦略の策定に関する事項 

(2) 数理・データサイエンス・AI教育の普及戦略の実施に関する事項 

(3) 数理・データサイエンス・AI教育の自己点検・評価に関する事項 

(4) その他数理・データサイエンス・AI教育の普及戦略に関する事項 

(組織) 

第 4条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 教学マネジメントセンター長 

(2) 情報応用工学科から 1名 

(3) 機械電気工学科から 1名 

(4) 共通・マネジメント教育センターから 1名 

(5) 事務部から 1名 

(6) その他教学マネジメントセンター長が必要と認めた者若干名 

2 前項第 2から 5号の委員は，各々が所属する学科主任、共通・マネジメント教育セン

ター長及び事務部長の推薦に基づき、教学マネジメントセンター長が決定する。 

3 委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の

任期は前任者の残任期間とする。 

(委員長及び副委員長) 

第 5条 委員会に委員長を置き、教学マネジメントセンター長をもって充てる。 

2 委員長は委員会を招集しその議長となる。 

3 委員会に副委員長を置くことができ、その選任は委員長が委員の中から行う。 
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4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。 

(議事) 

第 6条 委員会は委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決をすることができな

い。 

2 委員会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決す

るところによる。 

(委員以外の者の出席) 

第 7条 委員長が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴

くことができる。 

(事務) 

第 8条 委員会の事務は事務部教務・学生支援課において行う。 

(雑則) 

第 9条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が定

める。 

 

附 則 

この規程は，2021年 3月 15 日から施行する。 
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数理・データサイエンス・AI教育プログラム推進委員会規程 

                     2021年 3月 10 日 

学長裁定  
(設置) 

第 1条   
公立諏訪東京理科大学(以下「本学」という。)の数理・データサイエンス・AI教育を

推進するため、教学マネジメントセンター内に数理・データサイエンス・AI教育プロ

グラム推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

(目的) 

第 2条 本学は全学的な取り組みとして、データを活用し社会の課題を発見、解決でき

る人材の育成を掲げ、これに必要となる数理・データサイエンス・AI 教育プログラム

の全学的な普及および関連科目の整備を行うことを目的とする。 

 

(審議事項) 

第 3条 委員会は，次に掲げる事項を審議する。 

(1) 数理・データサイエンス・AI教育の普及戦略の策定に関する事項 

(2) 数理・データサイエンス・AI教育の普及戦略の実施に関する事項 

(3) 数理・データサイエンス・AI教育の自己点検・評価に関する事項 

(4) その他数理・データサイエンス・AI教育の普及戦略に関する事項 

(組織) 

第 4条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 教学マネジメントセンター長 

(2) 情報応用工学科から 1名 

(3) 機械電気工学科から 1名 

(4) 共通・マネジメント教育センターから 1名 

(5) 事務部から 1名 

(6) その他教学マネジメントセンター長が必要と認めた者若干名 

2 前項第 2から 5号の委員は，各々が所属する学科主任、共通・マネジメント教育セン

ター長及び事務部長の推薦に基づき、教学マネジメントセンター長が決定する。 

3 委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の

任期は前任者の残任期間とする。 

(委員長及び副委員長) 

第 5条 委員会に委員長を置き、教学マネジメントセンター長をもって充てる。 

2 委員長は委員会を招集しその議長となる。 

3 委員会に副委員長を置くことができ、その選任は委員長が委員の中から行う。 
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4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。 

(議事) 

第 6条 委員会は委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決をすることができな

い。 

2 委員会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決す

るところによる。 

(委員以外の者の出席) 

第 7条 委員長が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴

くことができる。 

(事務) 

第 8条 委員会の事務は事務部教務・学生支援課において行う。 

(雑則) 

第 9条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が定

める。 

 

附 則 

この規程は，2021年 3月 15 日から施行する。 
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同委員会が中心となりプログラム内授業のシラバス、授業満足度アンケート等により、半
期ごとにフィードバックを行い、授業の質向上を図るとともに、修了者数の増加を目指しプ
ログラムに関わる授業の必修化などについて検討する。

「データサイエンス・AI人材リテラシー教育プログラム」取組概要

全学的な取り組みとして、課題発見、問題定義、データの収集整理、データ分析、ソリューションを提案できる人材を育成する。

工学部（1学部2学科4コース）

情報応用工学科

機械電気工学科

知能・情報・通信コース

社会情報システムコース

先進機械コース

電気電子コース

全ての学生
が履修可能

データサイエンス・AI人材リテラシー教育プログラム（令和2年度開設）

①AI時代の情報倫理
(2単位）

②統計学B（2単位）

【修了要件】①②の2科目4単位を修得すること

数理・データサイエンス・AIに深い興味を持ち、さらに理解を深めるために③～㉓番の21科目
を選択科目として用意し、カリキュラムチェーンとともに提供する。なお、選択科目の修得は本
プログラム修了要件に含まない。

＋

③微分積分１ ④微分積分１演習 ⑤微分積分２
⑥微分積分２演習 ⑦線形代数 ⑧線形代数演習
⑨統計学A ⑩プログラミング１ ⑪Cプログラミング基礎及び演習
⑫Javaプログラミング基礎及び演習 ⑬Cプログラミング応用及び演習
⑭Javaプログラミング応用及び演習 ⑮ビッグデータによる品質管理論
⑯自然言語処理論 ⑰メディアリテラシー
⑱メディアシステムデザイン論及び演習 ⑲データベース論及び演習
⑳機械学習 ㉑人工知能 ㉒インターネット論及び演習
㉓Webプログラミング及び演習

AI技術が実装されている最新事例を学ぶことにより，AI技術が身近に使われ，今後必要な知
識とスキルであることを理解する。また，AI技術がもたらす社会変容やビジネスの変化を考え，
国内だけでなくグローバルな視点で倫理的問題及び人間中心に問題を解決する方法に係わる
知識やスキルが，今後ますます重要となることを理解する。また，統計学の知識を修得するこ
とにより，実社会におけるデータを統計的手法で分析する知識とスキルを修得する。さらに，ＡＩ
技術を応用し，より複雑な問題を分析・予測をするために必要な知識として，選択科目を自ら
学習する意欲につなげる。

選択

【導入】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・AIの活用領域/利活用のための技術/利活用の現場/最新動向

【心得】データ・AI利活用における留意事項/データを守る上での留意事項

【導入】社会で活用されているデータ、データ・AIの活用領域/利活用のための技術
【基礎】データを読む/説明する/扱う

必要となる数理・データサイエンス・AI教育プログラムの全学的な普及および
関連科目の整備、及び教職員および社会への周知を行うことが重要となる。

数理・データサイエンス・AI教育プログラム推進委員会

推進委員会による
教育プログラムの推進

推進委員会によりプログラ
ムの履修・取得状況を分
析、改善が必要な場合に
は改善策を検討

シラバスのピアレビュー＆
推進員会によるレビューに
より授業内容を精査

履修者への授業アンケートによ
り授業内容の理解度や興味の
高さ、有用性、満足度を把握

各種関連企業等から意見収集、
これを推進委員会がプログラム
の改善に活用

各種アンケート結果から、学生の
「分かりやすさ」の観点から講義の
内容・実施方法の見直しを推進委
員会および担当教員で協力し検討

データサイエンス・AI人材
リテラシー教育プログラム

修了者には『修了証』を発行

56



プログラム内授業のシラバス、授業満足度アンケート等により、半期ごとにフィードバックを行い、授業の質
向上を図るとともに、修了者数の増加を目指しプログラムに関わる授業の必修化などについて検討する。

「データサイエンス・AI人材リテラシー教育プログラム」補足資料（自己点検体制等）

①AI時代の情報倫理 ②統計学B

③微分積分１ ④微分積分１演習
⑤微分積分２ ⑥微分積分２演習
⑦線形代数 ⑧線形代数演習
⑨統計学A ⑩プログラミング１
⑪Cプログラミング基礎及び演習
⑫Javaプログラミング基礎及び演習
⑬Cプログラミング応用及び演習
⑭Javaプログラミング応用及び演習
⑮ビッグデータによる品質管理論
⑯自然言語処理論 ⑰メディアリテラシー
⑱メディアシステムデザイン論及び演習
⑲データベース論及び演習 ⑳機械学習
㉑人工知能 ㉒インターネット論及び演習
㉓Webプログラミング及び演習

【必修】

データサイエンス・AI人材リテラシー教育プログラム

【選択】

≪履修者数・履修率向上対策≫
○情報応用工学科：選択科目ではあるが『卒業までに履修すべきプログラム』という扱いとする
○機械電気工学科：新しい時代に求められる人材として必要なリテラシーであることを学生に伝える

数理・データサイエンス・AI
教育プログラム推進委員会

ＡＩ技術を応用し、より複雑な問題を分析・
予測をするために必要な知識として、選
択科目を自ら学習する意欲につなげる。
⇒応用基礎レベルの位置づけ

（参考）履修者数の推移（令和3年度は4月16日現在）
令和2年度： 2名
令和3年度：141名

開設2年目は
履修者数が約70倍

≪サポート体制≫
本教育プログラムの授業に限らず、令和3年度後期
より基本的に全ての授業の撮影を実施し、LMSに
アーカイブを蓄積することとし、これに向け学内設備
の準備を開始している。学生がいつでも講義内容の
閲覧が可能となり、学修効果を高めることができると
考えている。
また、授業で利用する教材・資料はLMSにアップし、
学生がいつでも主体的に学習できるようサポートする。
さらに、本教育プログラムの授業に限らず、すべての
授業において、LMSのチャット機能・掲示板機能・
メール機能を用いて、学生から24時間オンラインで
質問を受け付けられる体制をとっている。
学習支援室を設置し3名の教育助教が授業の質問
やレポートに個別対応する体制をとっている。

≪自己点検・評価体制≫
数理・データサイエンス・AI教育プログラム推進委員
会が中心となりプログラム内授業のシラバス、授業
満足度アンケート等により、半期ごとにフィードバック
を行い、授業の質向上や修了者数の増加を目指し、
以下内容等によりプログラムを推進する。
○シラバスのピアレビュー＆推進員会によるレビュー
により授業内容を精査

○履修状況、出席状況、レポート提出などの状況を
逐次チェック

○履修者への授業アンケートにより授業内容の理解
度や興味の高さ、有用性、満足度を把握

○プログラムの履修・取得状況を分析、改善が必要
な場合には改善策を検討

○各種アンケート結果から、学生の「分かりやすさ」
の観点から講義の内容・実施方法の見直しを推
進委員会および担当教員で協力し検討

≪学外からの評価のフィードバック≫
○本教育プログラムを修了した学生の進路先や就職
内定状況を把握

○本教育プログラムを修了した卒業生の採用状況や
企業での活躍状況、企業からの意見などを収集

○共同研究等関連企業に対してアンケートを実施し、
教育プログラムの講義内容及び実データを活用し
た演習等の手法について意見を収集

○これら意見を推進委員会がプログラム改善に活用
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