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2

1
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8

9
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11
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Unityを用いてゲームを作ることができる

期末テスト

　【使用教科書・教材・参考書】　

なし

C# 条件分岐と繰り返しについて理解する

C# 配列と構造体について理解する

C# 継承について理解する

C# カプセル化について理解する

C# 例外処理について理解する

Unityを用いてゲームを作ることができる

C# 式と演算子について理解する

到達目標　 Visual Studio および Unity で C#言語を使ったアプリ制作ができるようになる

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

Visual Studio 2019/2022 の基本的な動作を習得する

C# とは理解する

C# クラス・インスタンスについて理解することができる

C# メソッド・コンストラクターについて理解する

C# イベントについて理解する

C# 変数とデータ型について理解する

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴 1994年よりゲームクリエイター（エンジニア・プランナー）として活動中。

授業の学習内容 ・Windowsアプリやゲームの制作に必要な、C#言語の基本を学ぶ

開講区分 前期

C# ゲーム基礎
授業

形態
選択

総時間

（単位）
担当教員 斉藤智之

2
科目名

【イベント】 必修

選択
選択 年次



240

16

1 Java言語に触れる

2 文字列の出力ができるようになる

3

4

5

6

7

8

9 クラスの基本できるようになる

10 継承ができるようになる

11 抽象クラスとインタフェースを扱えるようになる

12

13

14

15

卒業進級制作展に向けて制作

卒業進級制作展に向けて制作

卒業進級制作展に向けて制作

　【使用教科書・教材・参考書】　

Java 第3版 入門編 ゼロからはじめるプログラミング

期末テスト

到達目標　

1．Javaの概要理解

2．変数、データ型の理解

3．演算子、制御構文の理解

4．標準ライブラリの理解

5．オブジェクト指向の理解

6．Javaを使って簡易アプリが出来る

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

変数とデータ型を理解する

算術演算子と式が使用できるようになる

条件分岐ができるようになる

ループができるようになる

配列ができるようになる

メソッドができるようになる

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴 2020年よりGKIの技術担当講師として研修開発、研修実施等に従事

授業の学習内容 1. 自分の手でプログラムコードを書き、プログラムを実行して動作を知る・理解する

開講区分 後期

Java基礎
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員 中原 知美

1
科目名

【プログラミングスキル】 必修

選択
必修 年次



120

8

1

2

3

4

5

6 変数を理解する

7 変数を理解する

8 データ型を理解する

9 データ型を理解する

10 演算子を理解する

11 演算子を理解する

12 制御構文を理解する

13 制御構文を理解する

14 制御構文を理解する

15

Python ゼロからはじめるプログラミング

プログラムとは何か、アルゴリズムについて考えることが出来るようになります

Pythonチュートリアルを使ってプログラムとは何かをイメージする

Pythonチュートリアルを使ってプログラムとは何かをイメージする

Pythonチュートリアルを使ってプログラムとは何かをイメージする

テスト・課題

　【使用教科書・教材・参考書】　

プログラムとは何か、アルゴリズムについて考えることが出来るようになります

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴 1996年からエンジニアとして各種開発業務に従事、2014年よりGKIの技術総責任者として開発、研修事業全般を統括

授業の学習内容 1．アルゴリズムの理解、Pythonを理解し自らロジックを組んでPythonでプログラムが書けることを目指します

到達目標　

1．Pythonの概要理解

2．変数、データ型の理解

3．演算子、制御構文の理解

4．標準ライブラリーの理解

5．オブジェクト指向の理解

6．Pythonを使って簡易アプリが出来る

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

開講区分 前期

Python基礎Ⅰ
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員 西木 祐平

1
科目名

【プログラミングスキル】 必修

選択
必修選択 年次



120

8

1 標準ライブラリーを理解する

2 標準ライブラリーを理解する

3 標準ライブラリーを理解する

4 ユーザー定義関数を理解する

5 ユーザー定義関数を理解する

6 ユーザー定義関数を理解する

7 オブジェクト指向を理解する

8 オブジェクト指向を理解する

9 オブジェクト指向を理解する

10 アプリ作成演習を通じてプログラミングとは何かを理解する

11 アプリ作成演習を通じてプログラミングとは何かを理解する

12 アプリ作成演習を通じてプログラミングとは何かを理解する

13

14

15

卒業・進級制作展を通してアプリを企画することができる

卒業・進級制作展を通してアプリを開発することができる

　【使用教科書・教材・参考書】　

Python ゼロからはじめるプログラミング

到達目標　

1．Pythonの概要理解

2．変数、データ型の理解

3．演算子、制御構文の理解

4．標準ライブラリーの理解

5．オブジェクト指向の理解

6．Pythonを使って簡易アプリが出来る

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

テスト・課題

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴 1996年からエンジニアとして各種開発業務に従事、2014年よりGKIの技術総責任者として開発、研修事業全般を統括

授業の学習内容 1．アルゴリズムの理解、Pythonを理解し自らロジックを組んでPythonでプログラムが書けることを目指します

開講区分 後期

Python基礎Ⅱ
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員 西木 祐平

1
科目名

【プログラミングスキル】 必修

選択
必修選択 年次



30

2

1

2

3

4

5

6

7 標準ライブラリーを理解する

8 標準ライブラリーを理解する

9 ユーザー定義関数を理解する

10 ユーザー定義関数を理解する

11 ユーザー定義関数を理解する

12

13

14

15

後期に向けた制作

後期に向けた制作

後期に向けた制作

　【使用教科書・教材・参考書】　

Python ゼロからはじめるプログラミング

期末テスト

到達目標　

1．Pythonの概要理解

2．変数、データ型の理解

3．演算子、制御構文の理解

4．標準ライブラリーの理解

5．オブジェクト指向の理解

6．Pythonを使って簡易アプリが出来る

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

演算子を理解する

演算子を理解する

制御構文を理解する

制御構文を理解する

制御構文を理解する

標準ライブラリーを理解する

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴 1996年からエンジニアとして各種開発業務に従事、2014年よりGKIの技術総責任者として開発、研修事業全般を統括

授業の学習内容 1．アルゴリズムの理解、Pythonを理解し自らロジックを組んでPythonでプログラムが書けることを目指します

開講区分 前期

Python応用Ⅲ
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員 西木 祐平

2
科目名

【プログラミングスキル】 必修

選択
必修 年次



30

2

1 標準ライブラリーを理解する

2 標準ライブラリーを理解する

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

　【使用教科書・教材・参考書】　

Python ゼロからはじめるプログラミング

アプリ作成演習を通じてプログラミングとは何かを理解する

アプリ作成演習を通じてプログラミングとは何かを理解する

期末テスト

卒業進級制作展に向けた制作を行う

卒業進級制作展に向けた制作を行う

卒業進級制作展に向けた制作を行う

アプリ作成演習を通じてプログラミングとは何かを理解する

到達目標　

1．Pythonの概要理解

2．変数、データ型の理解

3．演算子、制御構文の理解

4．標準ライブラリーの理解

5．オブジェクト指向の理解

6．Pythonを使って簡易アプリが出来る

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

ユーザー定義関数を理解する

ユーザー定義関数を理解する

ユーザー定義関数を理解する

オブジェクト指向を理解する

オブジェクト指向を理解する

オブジェクト指向を理解する

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴 1996年からエンジニアとして各種開発業務に従事、2014年よりGKIの技術総責任者として開発、研修事業全般を統括

授業の学習内容 1．アルゴリズムの理解、Pythonを理解し自らロジックを組んでPythonでプログラムが書けることを目指します

開講区分 後期

Python応用Ⅳ
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員 西木 祐平

2
科目名

【プログラミングスキル】 必修

選択
ouyou 年次



30

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 CSS：色とフォントを使うことができるようになる

12 CSS：余白、間隔、枠線が使えるようになる

13 CSS：位置を設定できるようになる1

14

15

HTMLとCSSの関係と活用ができるようになる

CSS：デザインレイアウトができるようになる

CSS：レイアウトとサイズを使用できるようになる

CSS：位置を設定できるようになる2

CSS：位置設定の確認(テスト)

　【使用教科書・教材・参考書】　

HTML：テーブルとフォームについて理解する

到達目標　

１．HTMLの理解とコーディング

２．CSSの理解とコーディング

３．ウェブデザインをする上で必要な考え方を理解する

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

HTMLの基本について理解する

インターネットとウェブサイトについて理解する

HTML要素と属性を理解する

HTMLページの構造とタグについて理解する

HTML：段落を使用することができる

HTML：外部リソースの活用（画像、リンクなど）ができるようになる

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴 1999年よりプログラマとして就職し、いくつかの会社を経て2009年に独立。2018年に北海道に移住

授業の学習内容
HTMLとCSSを使ったウェブデザインの基礎と実際の活用法を学ぶ

前期では、自己紹介ページを作りながら様々なHTMLとCSSを学び実際に自分のページを装飾していく

開講区分 前期

Webデザイン Ⅰ
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員 吉田 雅和

1
科目名

【Web基礎知識】 必修

選択
必修 年次



30

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

卒業進級制作展に向けて制作

卒業進級制作展を通して制作技術の確認

　【使用教科書・教材・参考書】　

制作：ビジネスサイトをつくることができるようになる

制作：ビジネスサイトをつくることができるようになる

制作：Webページをつくることができるようになる

制作：Webページをつくることができるようになる

制作：Webページをつくることができるようになる

プロジェクトプレゼン発表

制作：ビジネスサイトをつくることができるようになる

到達目標　

１．CSSでよりリッチなコンテンツの制作ができる

２．Javascriptのライブラリを使うことができる

３．パソコン、スマホそれぞれのウェブサイトに対する考え方と制作ができる

４．架空のビジネスサイトをチームで制作し、発表する

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

CSS：変形ができるようになる

CSS：アニメーションをつかえるようになる

CSSフレームワークについて理解する

javascriptを使ってみる

レスポンシブデザインを理解する

ウェブサーバーとFTPについて理解する

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴 1999年よりプログラマとして就職し、いくつかの会社を経て2009年に独立。2018年に北海道に移住

授業の学習内容 HTMLとCSSを使ったウェブデザイン

開講区分 後期

Webデザイン Ⅱ
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員 吉田雅和

1
科目名

【Web基礎知識】 必修

選択
必修選択 年次



270

18

1 休み期間活動報告、現状報告、後期目標設定をする

2

3

4

5 ゲーム実践の動画添削を学ぶ➀

6 ゲーム実践の動画添削を学ぶ②

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名

【ゲーム実践】 必修

選択
必修選択 年次 開講区分 後期

ゲームトレーニングⅡ

授業形態 実習
総時間

（単位）
担当教員 下川原 健太

1

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴

Professional e-sports team REJECTにてPUBG・APEX LEGENDS 複数のタイトルで数々

の公式大会に出場。引き続き国内大会に出場し、変わり続けている最前線の環境下で

活躍している 

授業の学習内容 1実技、講座でのAPEX.FPSへの理解度、技術向上　2カスタム、大会を経てスキルアップと経験値の蓄積

実践形式実技試験に向けてランドマークムーブ研究、チーム練習フィードバックを学ぶ

到達目標　 卒業までにプロ基準での能力を養う。e-sportsを通じて人としての人格を養う。

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

外部活動の動画添削を学ぶ➀

外部活動の動画添削を学ぶ②

外部活動の動画添削を学ぶ③

ゲーム実践の動画添削を学ぶ③

各チームフィードバックの動画添削を学ぶ➀

各チームフィードバックの動画添削を学ぶ②

実践形式実技試験に向けてチーム練習を学ぶ

実践形式実技試験に向けてフィードバックを学ぶ

実践形式実技試験に向けてフィードバックから改善点を理解する

実践形式実技試験本番をできる

実践形式実技試験反省会フィードバック、休み期間に向けて目標立て

　【使用教科書・教材・参考書】　



270

18

1 休み期間活動報告、現状報告、後期目標設定をする

2

3

4

5 ゲーム実践の動画添削を学ぶ➀

6 ゲーム実践の動画添削を学ぶ②

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名

【ゲーム実践】 必修

選択
必修選択 年次 開講区分 後期

ゲームトレーニングⅣ

授業形態 実習
総時間

（単位）
担当教員 下川原 健太

2

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴

Professional e-sports team REJECTにてPUBG・APEX LEGENDS 複数のタイトルで数々

の公式大会に出場。引き続き国内大会に出場し、変わり続けている最前線の環境下で

活躍している 

授業の学習内容 1実技、講座でのAPEX.FPSへの理解度、技術向上　2カスタム、大会を経てスキルアップと経験値の蓄積

実践形式実技試験に向けてランドマークムーブ研究、チーム練習フィードバックを学ぶ

到達目標　 卒業までにプロ基準での能力を養う。e-sportsを通じて人としての人格を養う。

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

外部活動の動画添削を学ぶ➀

外部活動の動画添削を学ぶ②

外部活動の動画添削を学ぶ③

ゲーム実践の動画添削を学ぶ③

各チームフィードバックの動画添削を学ぶ➀

各チームフィードバックの動画添削を学ぶ②

実践形式実技試験に向けてチーム練習を学ぶ

実践形式実技試験に向けてフィードバックを学ぶ

実践形式実技試験に向けてフィードバックから改善点を理解する

実践形式実技試験本番をできる

実践形式実技試験反省会フィードバック、休み期間に向けて目標立て

　【使用教科書・教材・参考書】　



270

18

1 自己紹介、チーム分け、個人能力の把握ができる

2 基礎知識、基本的な操作　実践ができる

3

4

5 ゲーム実践の動画添削を学ぶ②

6 各チームフィードバックの動画添削を学ぶ➀

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ゲーム実践の動画添削を学ぶ➀

各チームフィードバックの動画添削を学ぶ②

外部活動の動画添削を学ぶ➀

外部活動の動画添削を学ぶ②

実践形式実技試験に向けてランドマークムーブ研究、チーム練習フィードバックを学ぶ

実践形式実技試験に向けてチーム練習を学ぶ

実践形式実技試験に向けてフィードバックを学ぶ

実践形式実技試験に向けてフィードバックから改善点を理解する

実践形式実技試験本番をできる

実践形式実技試験反省会フィードバック、休み期間に向けて目標立て

　【使用教科書・教材・参考書】　

ゲーム内での（APEX内における）知識技術の講義　実践できる

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴

Professional e-sports team REJECTにてPUBG・APEX LEGENDS 複数のタイトルで数々

の公式大会に出場。引き続き国内大会に出場し、変わり続けている最前線の環境下で

活躍している 

授業の学習内容 1実技、講座でのAPEX.FPSへの理解度、技術向上　2カスタム、大会を経てスキルアップと経験値の蓄積

到達目標　 卒業までにプロ基準での能力を養う。e-sportsを通じて人としての人格を養う。

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

開講区分 前期

ゲームトレーニングI

授業形態 実習
総時間

（単位）
担当教員 下川原 健太

1
科目名

【ゲーム実践】 必修

選択
必修選択 年次



270

18

1 自己紹介、チーム分け、個人能力の把握ができる

2 基礎知識、基本的な操作　実践ができる

3

4

5 ゲーム実践の動画添削を学ぶ②

6 各チームフィードバックの動画添削を学ぶ➀

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名

【ゲーム実践】 必修

選択
必修選択 年次 開講区分 前期

ゲームトレーニングⅢ

授業形態 実習
総時間

（単位）
担当教員 下川原 健太

2

ゲーム内での（APEX内における）知識技術の講義　実践できる

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴

Professional e-sports team REJECTにてPUBG・APEX LEGENDS 複数のタイトルで数々

の公式大会に出場。引き続き国内大会に出場し、変わり続けている最前線の環境下で

活躍している 

授業の学習内容 1実技、講座でのAPEX.FPSへの理解度、技術向上　2カスタム、大会を経てスキルアップと経験値の蓄積

到達目標　 卒業までにプロ基準での能力を養う。e-sportsを通じて人としての人格を養う。

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

ゲーム実践の動画添削を学ぶ➀

各チームフィードバックの動画添削を学ぶ②

外部活動の動画添削を学ぶ➀

外部活動の動画添削を学ぶ②

実践形式実技試験に向けてランドマークムーブ研究、チーム練習フィードバックを学ぶ

実践形式実技試験に向けてチーム練習を学ぶ

実践形式実技試験に向けてフィードバックを学ぶ

実践形式実技試験に向けてフィードバックから改善点を理解する

実践形式実技試験本番をできる

実践形式実技試験反省会フィードバック、休み期間に向けて目標立て

　【使用教科書・教材・参考書】　



270

18

1 自己紹介、チーム分け、個人能力の把握ができる

2 基礎知識、基本的な操作　実践ができる

3

4

5 ゲーム実践の動画添削を学ぶ②

6 各チームフィードバックの動画添削を学ぶ➀

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ゲーム実践の動画添削を学ぶ➀

各チームフィードバックの動画添削を学ぶ②

外部活動の動画添削を学ぶ➀

外部活動の動画添削を学ぶ②

実践形式実技試験に向けてランドマークムーブ研究、チーム練習フィードバックを学ぶ

実践形式実技試験に向けてチーム練習を学ぶ

実践形式実技試験に向けてフィードバックを学ぶ

実践形式実技試験に向けてフィードバックから改善点を理解する

実践形式実技試験本番をできる

実践形式実技試験反省会フィードバック、休み期間に向けて目標立て

　【使用教科書・教材・参考書】　

ゲーム内での（APEX内における）知識技術の講義　実践できる

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴

Professional e-sports team REJECTにてPUBG・APEX LEGENDS 複数のタイトルで数々

の公式大会に出場。引き続き国内大会に出場し、変わり続けている最前線の環境下で

活躍している 

授業の学習内容 1実技、講座でのAPEX.FPSへの理解度、技術向上　2カスタム、大会を経てスキルアップと経験値の蓄積

到達目標　 卒業までにプロ基準での能力を養う。e-sportsを通じて人としての人格を養う。

評価方法と基準 定期試験（実技・筆記・レポート等）の成績により評価する。

授業計画・内容

開講区分 前期

ゲームトレーニングⅤ

授業形態 実習
総時間

（単位）
担当教員 下川原 健太

3
科目名

【ゲーム実践】 必修

選択
必修選択 年次



270

18

1 休み期間活動報告、現状報告、後期目標設定をする

2

3

4

5 ゲーム実践の動画添削を学ぶ➀

6 ゲーム実践の動画添削を学ぶ②

7

8

9

10

11

12

13

14

15

実践形式実技試験に向けてチーム練習を学ぶ

実践形式実技試験に向けてフィードバックを学ぶ

実践形式実技試験に向けてフィードバックから改善点を理解する

実践形式実技試験本番をできる

実践形式実技試験反省会フィードバック、休み期間に向けて目標立て

　【使用教科書・教材・参考書】　

実践形式実技試験に向けてランドマークムーブ研究、チーム練習フィードバックを学ぶ

到達目標　 卒業までにプロ基準での能力を養う。e-sportsを通じて人としての人格を養う。

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

外部活動の動画添削を学ぶ➀

外部活動の動画添削を学ぶ②

外部活動の動画添削を学ぶ③

ゲーム実践の動画添削を学ぶ③

各チームフィードバックの動画添削を学ぶ➀

各チームフィードバックの動画添削を学ぶ②

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴

Professional e-sports team REJECTにてPUBG・APEX LEGENDS 複数のタイトルで数々

の公式大会に出場。引き続き国内大会に出場し、変わり続けている最前線の環境下で

活躍している 

授業の学習内容 1実技、講座でのAPEX.FPSへの理解度、技術向上　2カスタム、大会を経てスキルアップと経験値の蓄積

開講区分 後期

ゲームトレーニングⅥ

授業形態 実習
総時間

（単位）
担当教員 下川原 健太

3
科目名

【ゲーム実践】 必修

選択
必修選択 年次



90

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名

【Web基礎知識】 必修

選択
必須選択 年次 開講区分 前期

ゲームプログラミング基礎Ⅰ
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員 砂塚 佳成

1

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴

高校生の時よりゲーム開発を行い、OS開発、3D,2D,オンラインの業務用と家庭用とPCゲーム開発、開発インフラ

構築、ネットワーク設計や構築、サーバやデータベースの設計や開発を現在でも行なっている。また、新卒採用

担当を1995年から2011年まで行う。

授業の学習内容

C言語 Skill Up Program、通称C-SUPを用いて、C言語を履修する。

筆記用具、ノート、参考書 は必ず携帯のこと

必要であれば、USBメモリやUSB-HDDを各自用意すること

CSUP UTL

http://edu.tca.ac.jp/webteacher/unknown/www/sup/index.html

CSUPー12章を行う

到達目標　
1.各課題を習得、理解し、自らの発想でプログラムが作れるようになること

2.わからないことが何かを説明できるようになること

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

ガイダンス、環境設定をできるようにする

CSUPー1,2章を行う

CSUPー3,4章を行う

CSUPー5,6章を行う

CSUPー7,8章を行う

CSUPー9,10章を行う

シューティングゲームを完成させることができる

課題評価試験

　【使用教科書・教材・参考書】　

CSUPー13章を行う

CSUPー14章を行う

インタラクティブに何かを動かすことができる

インタラクティブに何かを動かすことができる

インタラクティブに何かを動かすことができる

シューティングゲームを作ってみる



60

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名

【制作演習】 必修

選択
選択 年次 開講区分 前期

ゲーム制作
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員 斉藤智之

2

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴 1994年よりゲームクリエイター（エンジニア・プランナー）として活動中。

授業の学習内容
・Unityでスクリプト（C#）を使い、クライアント側のゲーム開発を行う。

・サーバーとの通信を行い、ソーシャルゲームの開発を行う。

Unityを使ったスマホゲームの制作　その３　チュートリアル

到達目標　
Unityで制作したゲームクライアントと、ゲームサーバー間の通信を行うことで、ソーシャルゲームの仕組みを理

解する

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

スマホゲームについて

クライアントとサーバーの仕組みについて

データベースについて（SQLite, MySQL）

開発環境の作成（Unity、Github）

Unityを使ったスマホゲームの制作　その１　ユーザー登録

Unityを使ったスマホゲームの制作　その２　ログインボーナス

卒業進級制作展に向けて制作する

卒業進級制作展を通しての技術確認

　【使用教科書・教材・参考書】　

Unityソーシャルゲーム開発ガイド

Unityを使ったスマホゲームの制作　その４　クエスト

Unityを使ったスマホゲームの制作　その５　キャラクター

Unityを使ったスマホゲームの制作　その６　ガチャ

Unityを使ったスマホゲームの制作　その７　ショップ

Unityを使ったスマホゲームの制作　その８　プレゼント

Unityを使ったスマホゲームの制作　その９　お知らせ



60

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

プロジェクトを通してゲーム制作に必要なスキルを養う

プロジェクトを通してのゲーム制作技術の確認

　【使用教科書・教材・参考書】　

Unity 2018, visual studio 2019, Unity-Chan Asset

【講義】アクター同士でコミュニケーションし、連携する仕組みの講義

・ブループリント通信の仕組みを理解し、他のアクターへ影響を与える方法を理解する

・ブループリントを使って敵にダメージを与える仕組みを理解する

【講義】コリジョンの仕組みの講義

【講義】物理演算の仕組みの講義

・物体に当たる判定のコリジョンの仕組みを理解し、ゲームでどのように使われるかを理解する

・物理演算の仕組みを理解し、実際のゲームでどのように使われるかを理解する

【講義】キャラクターアニメーションの仕組み、アニメーションの制御方法の講義

・アニメーションを制御するアニメーションブループリントの仕組みを理解する

・実際にアニメーションブループリントを制作し、それを拡張する方法を理解する

【講義】簡単なAIを作成し、思考をもたせる方法の講義

【実習】AIをもった敵を出現させ、プレイヤーに攻撃を加えるAIを作る

・AIの仕組みを理解し、ビヘイビアツリーによってどのような挙動が行われるかを理解する

【講義】UMGを使い、UIを作成する方法の講義

【実習】UIを使いボタンやプログレスバーを実装する

・UMGの使い方やUIの基本を理解する

・UMGを使って実際にいくつかのUIを作成する

【実習】ゲーム制作

・各学生が考えたゲーム制作に取り組み、起きた問題点や疑問点を解決する能力を身につける。

【講義】ブループリントを使ったプログラミングの学習

【実習】ブループリントを使い、簡単な仕様の実装

・ブループリントの基本を学びプログラミングの基礎を理解する。

・ブループリントを使って弾の放出に関連したエフェクトや音の追加を理解する

到達目標　

ゲーム制作を通じてアソビから仕事へ、仕事からアソビへと転換する能力を身につける。

・ゲームの作り方の基本を理解することができる。

・簡単なゲームを自由な発想で作ることができるようにする。

・実際のゲームを紐解き、どのようにして作られているかを理解できるようにする。

評価方法と基準 定期試験（実技・筆記・レポート等）の成績により評価する。

授業計画・内容

【講義】オリエンテーション

【講義】アカウント作成、ゲームエンジンの基本操作方法

・講義の目的を理解する。

・ゲームエンジンの役割とその活用事例を交えながら基本操作を学ぶ

【講義】オリエン

【講義】弾を飛ばして敵を倒す簡単なゲームの制作

【実習】ゲームの制作

・ゲームエンジンを使い実際にゲームを制作する

【講義】オリエン

【講義】各インターフェースの説明

【実習】ゲームの制作

・エンジンの各インターフェースを理解する。

・ゲームエンジンを使い実際にゲームを制作する

【講義】ジオメトリブラシを使ったレベルデザイン

【講義】オブジェクトのレベルの配置

【実習】レベルデザインの実習

・レベルデザインの基本について理解する。

・自由にレベルデザインを行い、空間を自由に歩き回れるようにする

【講義】マテリアルを使い、質感を追加

【講義】ライティングの基礎

【実習】ライティングの実演

・オブジェクトの質感がどのように変わるかを理解する

・前講義で作成したマップにライティングを施し、どのように見え方が変わるかを理解する

【講義】ブループリントを使ったプログラミングの講義

【実習】ブループリントを使い、簡単な仕様の実装

・ブループリントの基本を学びプログラミングの基礎を理解する。

・ブループリントを使って弾を放出する能力を理解する

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴

授業の学習内容

・ゲーム開発のワークフローに関する講義

・ゲームエンジンの基本的な使い方に関する講義

・ゲームエンジンを使ったゲーム開発の実習

・ゲームクリエイターに必要な基礎知識、ゲームに携わる職業の基本的な考え方の講義

開講区分 前期

ゲーム制作実践Ⅴ
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員 野島 圭悟

3
科目名

【ゲーム制作】 必修

選択
選択 年次



60

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

プロジェクトを通してゲーム制作に必要なスキルを養う

プロジェクトを通してゲーム制作技術の確認

　【使用教科書・教材・参考書】　

Unity 2018, visual studio 2019, Unity-Chan Asset

【講義】アクター同士でコミュニケーションし、連携する仕組みの講義

・ブループリント通信の仕組みを理解し、他のアクターへ影響を与える方法を理解する

・ブループリントを使って敵にダメージを与える仕組みを理解する

【講義】コリジョンの仕組みの講義

【講義】物理演算の仕組みの講義

・物体に当たる判定のコリジョンの仕組みを理解し、ゲームでどのように使われるかを理解する

・物理演算の仕組みを理解し、実際のゲームでどのように使われるかを理解する

【講義】キャラクターアニメーションの仕組み、アニメーションの制御方法の講義

・アニメーションを制御するアニメーションブループリントの仕組みを理解する

・実際にアニメーションブループリントを制作し、それを拡張する方法を理解する

【講義】簡単なAIを作成し、思考をもたせる方法の講義

【実習】AIをもった敵を出現させ、プレイヤーに攻撃を加えるAIを作る

・AIの仕組みを理解し、ビヘイビアツリーによってどのような挙動が行われるかを理解する

【講義】UMGを使い、UIを作成する方法の講義

【実習】UIを使いボタンやプログレスバーを実装する

・UMGの使い方やUIの基本を理解する

・UMGを使って実際にいくつかのUIを作成する

【実習】ゲーム制作

・各学生が考えたゲーム制作に取り組み、起きた問題点や疑問点を解決する能力を身につける。

【講義】ブループリントを使ったプログラミングの学習

【実習】ブループリントを使い、簡単な仕様の実装

・ブループリントの基本を学びプログラミングの基礎を理解する。

・ブループリントを使って弾の放出に関連したエフェクトや音の追加を理解する

到達目標　

ゲーム制作を通じてアソビから仕事へ、仕事からアソビへと転換する能力を身につける。

・ゲームの作り方の基本を理解することができる。

・簡単なゲームを自由な発想で作ることができるようにする。

・実際のゲームを紐解き、どのようにして作られているかを理解できるようにする。

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

【講義】オリエンテーション

【講義】アカウント作成、ゲームエンジンの基本操作方法

・講義の目的を理解する。

・ゲームエンジンの役割とその活用事例を交えながら基本操作を学ぶ

【講義】オリエン

【講義】弾を飛ばして敵を倒す簡単なゲームの制作

【実習】ゲームの制作

・ゲームエンジンを使い実際にゲームを制作する

【講義】オリエン

【講義】各インターフェースの説明

【実習】ゲームの制作

・エンジンの各インターフェースを理解する。

・ゲームエンジンを使い実際にゲームを制作する

【講義】ジオメトリブラシを使ったレベルデザイン

【講義】オブジェクトのレベルの配置

【実習】レベルデザインの実習

・レベルデザインの基本について理解する。

・自由にレベルデザインを行い、空間を自由に歩き回れるようにする

【講義】マテリアルを使い、質感を追加

【講義】ライティングの基礎

【実習】ライティングの実演

・オブジェクトの質感がどのように変わるかを理解する

・前講義で作成したマップにライティングを施し、どのように見え方が変わるかを理解する

【講義】ブループリントを使ったプログラミングの講義

【実習】ブループリントを使い、簡単な仕様の実装

・ブループリントの基本を学びプログラミングの基礎を理解する。

・ブループリントを使って弾を放出する能力を理解する

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴

授業の学習内容

・ゲーム開発のワークフローに関する講義

・ゲームエンジンの基本的な使い方に関する講義

・ゲームエンジンを使ったゲーム開発の実習

・ゲームクリエイターに必要な基礎知識、ゲームに携わる職業の基本的な考え方の講義

開講区分 前期

ゲーム制作実践Ⅲ
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員 野島 圭悟

2
科目名

【ゲーム制作】 必修

選択
選択 年次



60

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

卒業・進級制作展を通して作品制作を行う

卒業・進級制作展でのプレゼンテーションを通して作品評価を行う

　【使用教科書・教材・参考書】　

【実習】ゲーム制作②

・各学生が考えたゲーム制作に取り組み、起きた問題点を解決する能力を身につける

【実習】ゲーム制作②

・各学生が考えたゲーム制作に取り組み、起きた疑問点を解決する能力を身につける

【実習】ゲーム制作②

・各学生が考えたゲーム制作に取り組み、起きた問題点や疑問点を解決し応用する能力を身につける

【講義】講評

・各学生が制作したゲームを相互にプレイし、講評を行う。出たアイディアを活かして次回の作品へと繋げる能力を身につける

【実習】ゲーム制作

・各学生が考えたゲーム制作に取り組み、起きた問題点や疑問点を解決する能力を身につける。

卒業・進級制作展を通して作品制作を行う

【実習】ゲーム制作②

・各学生が考えたゲーム制作に取り組むことができる

到達目標　

・2ヶ月に1本を目処にゲームを制作する

・ゲームを作り、それをプレイし、評価するというサイクルを通しゲーム制作の基本的なルーチンを身につける

・自分で企画したゲームを制作することでどうしたら実現できるかを考える力を身につける

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

【講義】ゲーム企画と実践についての講義

【実習】ゲーム企画立案とスケジュール立案

・2ヶ月に1本作るために必要なスケジュールを考え方を身につける

【実習】ゲーム制作①

・各学生が考えたゲーム制作に取り組むことができる

【実習】ゲーム制作①

・各学生が考えたゲーム制作に取り組み、起きた問題点を解決する能力を身につける

【実習】ゲーム制作①

・各学生が考えたゲーム制作に取り組み、起きた疑問点を解決する能力を身につける

【実習】ゲーム制作①

・各学生が考えたゲーム制作に取り組み、起きた問題点や疑問点を解決し応用する能力を身につける

【講義】講評

・各学生が制作したゲームを相互にプレイし、講評を行う。出たアイディアを活かして次回の作品へと繋げる能力を身につける

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴

授業の学習内容

・ゲームエンジンを使ったゲーム開発の実習

・アクション、パズル、レースなど多彩なゲームを制作の実習

・各仕様の解説の講義

開講区分 後期

ゲーム制作実践Ⅳ
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員 野島 圭悟

2
科目名

【ゲーム制作】 必修

選択
選択 年次
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卒業・進級制作展を通して作品制作を行う

卒業・進級制作展を通して制作技術の確認

　【使用教科書・教材・参考書】　

【実習】ゲーム制作③

・各学生が考えたゲーム制作に取り組み、起きた問題点を解決する能力を身につける

【実習】ゲーム制作③

・各学生が考えたゲーム制作に取り組み、起きた疑問点を解決する能力を身につける

【実習】ゲーム制作③

・各学生が考えたゲーム制作に取り組み、起きた問題点や疑問点を解決し応用する能力を身につける

【講義】講評

・各学生が制作したゲームを相互にプレイし、講評を行う。出たアイディアを活かして次回の作品へと繋げる能力を身につける

【実習】ゲーム制作

・各学生が考えたゲーム制作に取り組み、起きた問題点や疑問点を解決する能力を身につける。

卒業・進級制作展を通して作品制作を行う

【実習】ゲーム制作③

・各学生が考えたゲーム制作に取り組むことができる

到達目標　

・2ヶ月に1本を目処にゲームを制作する

・ゲームを作り、それをプレイし、評価するというサイクルを通しゲーム制作の基本的なルーチンを身につける

・自分で企画したゲームを制作することでどうしたら実現できるかを考える力を身につける

評価方法と基準 定期試験（実技・筆記・レポート等）の成績により評価する。

授業計画・内容

【講義】ゲーム企画と実践についての講義

【実習】ゲーム企画立案とスケジュール立案

・2ヶ月に1本作るために必要なスケジュールを考え方を身につける

【実習】ゲーム制作③

・各学生が考えたゲーム制作に取り組むことができる

【実習】ゲーム制作③

・各学生が考えたゲーム制作に取り組み、起きた問題点を解決する能力を身につける

【実習】ゲーム制作③

・各学生が考えたゲーム制作に取り組み、起きた疑問点を解決する能力を身につける

【実習】ゲーム制作③

・各学生が考えたゲーム制作に取り組み、起きた問題点や疑問点を解決し応用する能力を身につける

【講義】講評

・各学生が制作したゲームを相互にプレイし、講評を行う。出たアイディアを活かして次回の作品へと繋げる能力を身につける

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴

授業の学習内容

・ゲームエンジンを使ったゲーム開発の実習

・アクション、パズル、レースなど多彩なゲームを制作の実習

・各仕様の解説の講義

開講区分 後期

ゲーム制作実践Ⅵ
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員 野島 圭悟

3
科目名

【ゲーム制作】 必修

選択
選択 年次
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科目名
【Web基礎知識】

データベース基礎Ⅰ

必修

選択
必修選択 年次 開講区分 前期

授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員

沖田　知

広

1

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴 札幌の中小ソフトウェア開発の企業で6年間勤め、上流～下流まで様々な対応を経験。

授業の学習内容
1.データベース操作基礎・応用

2.PHPでのWebアプリケーション構築

PHP基礎プログラミング演習①

到達目標　

1.データベース

　・PHPからCRUD操作ができること

　・基本的な選択・射影・結合ができること

2.PHP

　・リクエスト・レスポンスを理解し、Webアプリケーションを構築できること

　・セッションを理解し、利用できること

　・RESTful APIを理解し、実装できること

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

環境構築、WEBアプリケーションとは

データベースとはなにか、データベース基礎知識

テーブルの作成、テーブルの正規化

データの選択・射影・結合

データベースのCRUD操作

PHP基礎、クライアントサーバシステムとはなにか

前期実習：ここまでの知識でWebアプリケーション構築グループ演習

前期テスト

　【使用教科書・教材・参考書】　

ＰＨＰ本格入門 上 プログラミングとオブジェクト指向の基礎からデータベース連携まで

セッションとはなにか

PHP基礎プログラミング演習②

前期実習：ここまでの知識でWebアプリケーション構築グループ演習

前期実習：ここまでの知識でWebアプリケーション構築グループ演習

前期実習：ここまでの知識でWebアプリケーション構築グループ演習

前期実習：ここまでの知識でWebアプリケーション構築グループ演習
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科目名
【Web基礎知識】

データベース基礎Ⅱ

必修

選択
必修選択 年次 開講区分 後期

授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員

沖田　知

広

1

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴 札幌の中小ソフトウェア開発の企業で6年間勤め、上流～下流まで様々な対応を経験。

授業の学習内容
1.データベース操作基礎・応用

2.PHPでのWebアプリケーション構築

PHP応用プログラミング演習②

到達目標　

1.データベース

　・PHPからCRUD操作ができること

　・基本的な選択・射影・結合ができること

2.PHP

　・リクエスト・レスポンスを理解し、Webアプリケーションを構築できること

　・セッションを理解し、利用できること

　・RESTful APIを理解し、実装できること

評価方法と基準 定期試験（実技、筆記、レポート等）の成績により評価する

授業計画・内容

データのグループ化、グループ関数

副問い合わせ、サブクエリ

ビュー、

PHP Frameworkの利用

PHP応用プログラミング演習①

Restful APIとはなにか

後期実習：ここまでの知識でWebアプリケーション構築グループ演習

後期テスト

　【使用教科書・教材・参考書】　

ＰＨＰ本格入門 上 プログラミングとオブジェクト指向の基礎からデータベース連携まで

データベースを用いたWebアプリケーションの管理方法

後期実習：ここまでの知識でWebアプリケーション構築グループ演習

後期実習：ここまでの知識でWebアプリケーション構築グループ演習

後期実習：ここまでの知識でWebアプリケーション構築グループ演習

後期実習：ここまでの知識でWebアプリケーション構築グループ演習

後期実習：ここまでの知識でWebアプリケーション構築グループ演習
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1

2

3

4

5

6

7 プレゼンテーション①内容を組み立てることができる

8 プレゼンテーション② 発表することができる

9 プレゼンテーション③ 発表し、質疑応答ができる

10 グループワーク　互いの意見を尊重し、意見交換ができる

11 ビジネスマナー確認テスト

12

13

14

15

科目名

【就職対策講座】 必修

選択
選択 年次 開講区分 後期

ビジネスマナーAⅡ
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員

成田 寿美

子

1

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴

1996年FMノースウェーブにおいてニュース・お天気などを担当。2003年より（株）MCミューズ代表取

締役就任。洞爺湖サミット・エイペック関連や、CM、ナレーターとしても活動する一方　企業の新入

社員研修講師を務める

授業の学習内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　就職活動に向け、社会人になるための基本的な知識を学習する。実社会を視野に入れなが

ら、知識として知るだけではなく、すぐに役立てることができるよう多数のシュミレーションを行

う。

授業全体の理解度を確認できる

到達目標　

社会人にとって不可欠なビジネスの基本知識を総合的に身につけ、自然で感じの良い挨拶や、聞きと

りやすい声、好感を与える立ち振る舞いなどを習得する。実社会に通用する自己表現スキルを身につ

ける。

評価方法と基準 定期試験（実技・筆記・レポート等）の成績により評価する。

授業計画・内容

一般常識・各種マナー①ビジネス文章を理解できる

一般常識・各種マナー②名刺交換・席次の知識・訪問と応対ができる

一般常識・各種マナー③慶事弔辞の知識を深めることができる

一般常識・各種マナー理解度の確認ができる

電話応対の応用ができる

人間関係のマナー　目上の人や失敗をしたときの対応など人間関係を築くためのマナーを理解できる

卒業進級制作展にむけて実践を通して技術確認をおこなう①

卒業進級制作展にむけて実践を通して技術確認をおこなう②

卒業進級制作展にて技術習得の確認を行う

配布資料
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9 電話応対①　一般の電話のマナー　電話を受けることができる

10 電話応対②　ビジネス電話をかけることができる

11 電話応対③電話を取りつぐことができる

12 ビジネスマナー確認テスト

13

14

15

配布資料

第一印象の大切さ・自分を知ることができる

第一印象の５原則　挨拶・表情・立ち振る舞い／自己表現スキルを身につける

第一印象の５原則　身だしなみ・言葉遣い／自己表現スキルに身につける

敬語①尊敬語・謙譲語・丁寧語の規則性を知ることができる

敬語②尊敬語・謙譲語・丁寧語を正しく使うことができる

敬語の理解度を確認できる

ビジネス用語　明るい声・話す速度・好感を与える話し方・クッション言葉を身につける

授業全体の確認ができる

学内イベントにむけての実践確認

学内イベントでの技術の定着確認

　【使用教科書・教材・参考書】　

オリエンテーションを聞き、授業の到達目標を理解できる

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴

1996年FMノースウェーブにおいてニュース・お天気などを担当。2003年より（株）MCミューズ代表取

締役就任。洞爺湖サミット・エイペック関連や、CM、ナレーターとしても活動する一方　企業の新入

社員研修講師を務める

授業の学習内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　就職活動に向け、社会人になるための基本的な知識を学習する。実社会を視野に入れなが

ら、知識として知るだけではなく、すぐに役立てることができるよう多数のシュミレーションを行

う。

到達目標　

社会人にとって不可欠なビジネスの基本知識を総合的に身につけ、自然で感じの良い挨拶や、聞きと

りやすい声、好感を与える立ち振る舞いなどを習得する。実社会に通用する自己表現スキルを身につ

ける。

評価方法と基準 定期試験（実技・筆記・レポート等）の成績により評価する。

授業計画・内容

開講区分 前期

ビジネスマナーAⅢ
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員

成田 寿美

子

1
科目名

【就職対策講座】 必修

選択
選択 年次



30

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9 電話応対①　一般の電話のマナー　電話を受けることができる

10 電話応対②　ビジネス電話をかけることができる

11 電話応対③電話を取りつぐことができる

12 ビジネスマナー確認テスト

13

14

15

科目名

【就職対策講座】 必修

選択
選択 年次 開講区分 前期

ビジネスマナーAⅠ
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員

成田 寿美

子

1

オリエンテーションを聞き、授業の到達目標を理解できる

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴

1996年FMノースウェーブにおいてニュース・お天気などを担当。2003年より（株）MCミューズ代表取

締役就任。洞爺湖サミット・エイペック関連や、CM、ナレーターとしても活動する一方　企業の新入

社員研修講師を務める

授業の学習内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　就職活動に向け、社会人になるための基本的な知識を学習する。実社会を視野に入れなが

ら、知識として知るだけではなく、すぐに役立てることができるよう多数のシュミレーションを行

う。

到達目標　

社会人にとって不可欠なビジネスの基本知識を総合的に身につけ、自然で感じの良い挨拶や、聞きと

りやすい声、好感を与える立ち振る舞いなどを習得する。実社会に通用する自己表現スキルを身につ

ける。

評価方法と基準 定期試験（実技・筆記・レポート等）の成績により評価する。

授業計画・内容

配布資料

第一印象の大切さ・自分を知ることができる

第一印象の５原則　挨拶・表情・立ち振る舞い／自己表現スキルを身につける

第一印象の５原則　身だしなみ・言葉遣い／自己表現スキルに身につける

敬語①尊敬語・謙譲語・丁寧語の規則性を知ることができる

敬語②尊敬語・謙譲語・丁寧語を正しく使うことができる

敬語の理解度を確認できる

ビジネス用語　明るい声・話す速度・好感を与える話し方・クッション言葉を身につける

授業全体の確認ができる

学内イベントにむけての実践確認

学内イベントでの技術の定着確認

　【使用教科書・教材・参考書】　
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2

1

2

3

4

5

6

7 プレゼンテーション①内容を組み立てることができる

8 プレゼンテーション② 発表することができる

9 プレゼンテーション③ 発表し、質疑応答ができる

10 グループワーク　互いの意見を尊重し、意見交換ができる

11 ビジネスマナー確認テスト

12

13

14

15

科目名

【就職対策講座】 必修

選択
選択 年次 開講区分 後期

ビジネスマナーAⅣ
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員 成田

2

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴

1996年FMノースウェーブにおいてニュース・お天気などを担当。2003年より（株）MCミューズ代表取

締役就任。洞爺湖サミット・エイペック関連や、CM、ナレーターとしても活動する一方　企業の新入

社員研修講師を務める

授業の学習内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　就職活動に向け、社会人になるための基本的な知識を学習する。実社会を視野に入れなが

ら、知識として知るだけではなく、すぐに役立てることができるよう多数のシュミレーションを行

う。

授業全体の理解度を確認できる

到達目標　

社会人にとって不可欠なビジネスの基本知識を総合的に身につけ、自然で感じの良い挨拶や、聞きと

りやすい声、好感を与える立ち振る舞いなどを習得する。実社会に通用する自己表現スキルを身につ

ける。

評価方法と基準 定期試験（実技・筆記・レポート等）の成績により評価する。

授業計画・内容

一般常識・各種マナー①ビジネス文章を理解できる

一般常識・各種マナー②名刺交換・席次の知識・訪問と応対ができる

一般常識・各種マナー③慶事弔辞の知識を深めることができる

一般常識・各種マナー理解度の確認ができる

電話応対の応用ができる

人間関係のマナー　目上の人や失敗をしたときの対応など人間関係を築くためのマナーを理解できる

卒業進級制作展にむけて実践を通して技術確認をおこなう①

卒業進級制作展にむけて実践を通して技術確認をおこなう②

卒業進級制作展にて技術習得の確認を行う

配布資料
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2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

科目名

【就職対策講座】 必修

選択
選択 年次 開講区分 前期

ビジネスマナーBⅤ
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員

成田 寿美

子

3

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴

1996年FMノースウェーブにおいてニュース・お天気などを担当。2003年より（株）MCミューズ代表取

締役就任。洞爺湖サミット・エイペック関連や、CM、ナレーターとしても活動する一方、企業の新入

社員研修講師を務める

授業の学習内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　自己分析や自己紹介、自己PRなど、面接に必要とされる事柄を準備をし自信をもって就職活

動に臨めるようすると同時に、社会人としてのビジネスマナーを身につける。

自己分析③強いと弱みを浮き彫りにし、わかりやすく伝えることができる

到達目標　

自分の思っていることをわかりやすく伝えることができる。社会人にとって不可欠なビジネスの基本

知識を総合的に身につけ、自然で感じの良い挨拶や、聞きとりやすい声、好感を持てる立ち振る舞い

などを習得する。実社会に通用する自己表現スキルを身につける。

評価方法と基準 定期試験（実技・筆記・レポート等）の成績により評価する。

授業計画・内容

オリエンテーションを聞き、授業の到達目標を理解できる

第一印象の５原則　挨拶・表情・立ち振る舞い／自己表現スキルを身につける

第一印象の５原則　身だしなみ・言葉遣い／自己表現スキルに身につける

敬語①尊敬語・謙譲語・丁寧語の規則性を知ることができる

敬語②尊敬語・謙譲語・丁寧語を正しく使うことができる

自己分析①自分史をつくり客観的に自分を見つめなおすことができる

学内イベントにむけての実践確認

学内イベントでの技術習得確認

　【使用教科書・教材・参考書】　

配布資料

面接シュミレーション①自分の所作を客観的に確認することができる

面接シュミレーション②質問に応じた答えを想定することができる

電話応対①聞き取りやすい声を意識して話すことができる

電話応対②内容をわかりやすく伝えることができる

ビジネスマナー確認テスト

授業全体の確認ができる
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2

1

2

3

4

5 一般常識・各種マナー①ビジネス文章を理解できる

6 一般常識・各種マナー②名刺交換・席次の知識・訪問と応対ができる

7 一般常識・各種マナー理解度の確認ができる

8 プレゼンテーション①事柄のポイントを捉え、文章の組み立てを考えることができる

9 プレゼンテーション②わかりやすさ、聞き取りやすさを意識することができる

10 プレゼンテーション③聞き手に決断してもらう表現方法を考える

11

12

13

14

15

科目名

【就職対策講座】 必修

選択
選択 年次 開講区分 後期

ビジネスマナーBⅥ
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員

成田 寿美

子

3

志望動機①動機を文章化することができる

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴

1996年FMノースウェーブにおいてニュース・お天気などを担当。2003年より（株）MCミューズ代表取

締役就任。洞爺湖サミット・エイペック関連や、CM、ナレーターとしても活動する一方、企業の新入

社員研修講師を務める

授業の学習内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　自己分析や自己紹介、自己PRなど、面接に必要とされる事柄を準備をし自信をもって就職活

動に臨めるようすると同時に、社会人としてのビジネスマナーを身につける。

到達目標　

自分の思っていることをわかりやすく伝えることができる。社会人にとって不可欠なビジネスの基本

知識を総合的に身につけ、自然で感じの良い挨拶や、聞きとりやすい声、好感を持てる立ち振る舞い

などを習得する。実社会に通用する自己表現スキルを身につける。

評価方法と基準 定期試験（実技・筆記・レポート等）の成績により評価する。

授業計画・内容

卒業進級制作展にむけての実践確認②

卒業進級制作展での技術定着の確認

　【使用教科書・教材・参考書】　

配布資料

志望動機②熱意を言葉にすることができる

模擬面接①面接をイメージして所作を確認することができる

模擬面接②面接をイメージして自分を表現することができる

ビジネスマナー確認テスト

授業全体の確認ができる

卒業進級制作展にむけての実践確認①
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2

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

学内イベントにむけての実践確認

学内イベントでの技術の定着確認

　【使用教科書・教材・参考書】　

特別な栄養素とはたらきを理解する

体液の分布と浸透圧を学ぶ

栄養投与経路の種類と適応

栄養指標を理解する

基礎トレーニングを学ぶ

生活調査と体力テストを実施し結果を理解する

必要なエネルギーについて学ぶ

到達目標　
➀体調管理が可能になる

②筋力など身体能力が向上する

評価方法と基準 定期試験（実技・筆記・レポート等）の成績により評価する。

授業計画・内容

オリエンテーションを聞き、授業の到達目標を理解できる

健康づくり概論を学ぶ

マッサージを学ぶ

『緊急事態に必要な体力』、可動域チェックなどを理解する

アクティブストレッチを学ぶ

三大栄養素を学ぶ

学科・ｺｰｽ デジタルテクノロジー科

教員の略歴 JR北海道バドミントン部チームトレーナー、札幌大学バドミントン部フィジカルトレーナー、スタビライゼーション協会公認アドバイザー 他

授業の学習内容

➀フィジカルトレーニングを通し健康管理を学ぶことは、一社会人として最低限必要な知識とマナーである

②フィジカルの鍛錬はプレーとメンタルへの影響がある為、全ての授業と関連する

③プロアスリートとして活動する為、トレーニングの応用力とヘルスリテラシー向上、身体感覚の向上をしてほし

い

上記を踏まえ、「応用のトレーニング習得」「視覚トレーニング」「空間認識力トレーニング」を行う。

開講区分 前期

フィジカルトレーニングⅠ
授業

形態
演習

総時間

（単位）
担当教員

大髙 千咲

子

1
科目名

【セルフプロデュース】 必修

選択
選択 年次
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