
2014/04/01 

経済学部 情報教育委員会（小川） 

1 
 

経済情報処理 Iおよび II について 

1.  授業内容の概要 

経済情報処理は経済学部の専攻科目に分類されていますが、内容としては大学での学修に必要なコン

ピュータの利用技術、いわゆる「コンピュータリテラシー」を身につけることを目標としています。つ

まり、大学での学修のベース作りです。ベースとしてのスキルですから、特に難しいことをやるわけで

はなく、大学生なら出来て当たり前のことを当たり前にできるようになることが目標です。 

大学での学修では、高校までと異なり「仮説に基づいて自分で調べて、何らかの結論を導く」という

作業が多く含まれます。説得力のある論証を行うためには、適切なデータを集め、「データから何が言え

るか」を読み取り、読み取った結果を論理的に並べて文章化することが必要です。さらに、自分以外の

人に結論を適切に伝えるためにはプレゼンテーションも必要になります。それぞれの作業には固有のス

キルが必要になりますが、経済情報処理ではこの 3 つの作業を「読み・書き・プレゼン」というキーワ

ードで表現することにしています。 

経済情報処理のターゲットは、「読み・書き・プレゼン」に必要なスキルの修得です。スキルの修得で

すから、「言われた通りに作業が出来る」ではあまり意味がありません。到達目標としては、自分で出来

るようになって初めてクリアしたと言えます。実習時間には、ぼーっと先生がやっているのを見ている、

先生が模範解答を出すのを待ってマネするだけではなく、自分で考えて手を動かして試行錯誤してみる

ことが重要です。 

もちろん、コンピュータ相手の試行錯誤ですからちょっとした入力ミスでもエラーが出てしまって訳

が分からなくなってしまうこともよくあります。そのような場合に対応するために、経済情報処理では

担当の先生に加えて経験方法なアシスタント 2 名が授業をサポートしています。実習中はいつでも質問

できるように巡回していますので、気軽に質問してください。コンピュータの前でエラーを見つめて固

まっていても何も解決しません。 

2.  読み・書き・プレゼン 

経済情報処理の目標である「読み・書き・プレゼン」の内容についてもう少しブレークダウンして説

明しておきます。 

2.1 読み 

経済情報処理では、（1）データを集める、（2）集めたデータを分析し、何らかの意味をそこから読み
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取る、の 2 つの作業を「読み」と呼んでいます。前者に関わる個別スキルとしては、統計データ、書誌

データなどの探し方、効率的な Web 検索のやり方などがあり、後者に関わるスキルは主に後期に行う

Excel関係の集計や図表化があります。 

もちろん図表化の前には仮説の設定があり、図表化の先には「尤もらしさ」を補強するための計量分

析が当然続きますが、経済情報処理ではそこまで扱う時間が取れません。ゼミなどで計量分析が求めら

れる場合は経済データ論 I・II（2年）、経済統計 I・II（2年）、計量経済学 I・II（3年）などの履修を検

討してみてください。 

2.2 書き 

「〇〇に関してのレポートを書け」と言われると、〇〇を検索語にしてググって、最初に出てきたペ

ージを適当にコピペして指定文字数に調整することを「レポートを書く」と勘違いしている人はまさか

居ないと思います。しかしながら、「他人が読むことを前提とした長い文章」は LINEや twitterのよう

な「短文沢山での会話的やりとり」とは全く異なるもので、書き方のパターンや道具の使い方を知らな

いとなかなか書けません。意図が正確に伝わる文章は、論理的な文章構成、見出や改段などを適切に使

って視覚的にも読みやすい字面作りなどのスキルが必要になります。経済情報処理では、Wordの使い方

としてこのような「長文の書き方」を学びます。 

会話のように「分からなかったら相手が聞き返してくれる」訳ではない、文章だけで伝えなければい

けないケースは高校生まではあまりなかったかもしれませんが、今後はどんどんその機会が増えてきま

す。たとえば就活でのエントリーシートを会社のホームページのコピペで作るようなアホなことをしま

すと、多くの会社では自動的に門前払いになることが予想されます。 

2.3 プレゼン 

どんなすばらしい分析結果、文章が作れたとしても、他人に伝わらなければ多くの場合無意味です。

特にビジネスを前提とした場合、一人で「すげー」と言っていても全く無意味なことが多いのです。ビ

ジネスにおいては「沈黙は金」ではありません。就活のグループディスカッションで黙っている人は間

違いなく落とされますし、訳の分からない自己主張をするばかりで議題に貢献しない人もダメです。特

に後者は「俺カッコイイ、超目立ってる」という勘違い野郎が多い上、他の人の話す時間を浪費するの

で 

「他人に伝える」ためには、いろいろなスキルがあります。たとえばプレゼンテーション資料自体の

構成はとても重要です。プレゼンテーションには明確なメッセージと一貫したストーリーがなければ相

手に伝わりません。さらに、文字の大きさ、図表の入れ方、色の使い方、報告時の姿勢や声の使い方な
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ども重要になってきます。 

このようなスキルを総合的に学ぶために、経済情報処理では全履修者がクラスの前でプレゼンを行う

ことになっています。せっかくの機会ですから、下を向いて原稿を棒読みするようなプレゼンではなく、

聴衆を引き込むようなプレゼンを目指しましょう。 

3.  オススメの履修プラン 

「書き」のセクションで若干触れましたが、経済学部には経済情報処理と関連する科目がいくつもあ

ります。以下では、オススメの組み合わせについて説明しておきます。 

3.1 経済情報処理 I＋経済情報処理 II 

経済情報処理 Iと IIは独立した別科目ですから、Iのみあるいは IIのみという履修も履修ルール上は

可能です。ただし、現在のコース設計では IでWordと PowerPoint、IIで Excelを扱う形式がベースで

すので、I、IIの両方を履修しないとスキル項目に漏れがでる可能性があります。両方とも履修すること

を推奨します。 

経済情報処理では上記のように「両方通しで履修すること」を推奨していますので、特に「継続履修」

という手続きを行っています。経済情報処理 I を履修している学生は、事前（例年 7 月）に所定の手続

きをとることで、同じ曜日・時限の経済情報処理 II を優先して履修できます。つまり、I を履修してい

れば、II を履修することは容易です。逆に、I を履修しないで II だけ履修したいということですと、継

続履修で定員に達しなかったクラスだけが選択可能になりますので、希望する曜日・時限の授業が履修

可能かどうかはわかりません。 

3.2 （経済情報処理 I＋経済情報処理 II）＋経済データ論 I・II 

経済データ論は、経済情報処理とは違いスキルではなく、実際のデータの分析を通して考え方を身に

つける科目です。経済情報処理では扱えなかった仮説設定やその検証を含む広い範囲について扱います。

仕事の中で「どの商品がどんな人に売れているのだろうか？」というような分析を行ったりする可能性・

希望がある人には、経済情報処理と経済データ論の組み合わせを強く推奨します。 

ただし、経済データ論 I・IIは新規科目ですので、この組み合わせでの履修が可能なのは 2014年入学

者以降です。つまり、現時点で 2年生以上の人は経済データ論を履修できません。 

3.3 （経済情報処理 I＋経済情報処理 II）＋インテンシブ/プログラム（情報） 

経済学部のインテンシブ・プログラム（情報）は、情報系に興味がある経済学部生のために特に設置

されている科目群（履修学年は 2、3年）です。ニーズに応じて科目の内容は随時変更していますが、現
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在はプログラミングを主体とした 2年間コース（2, 3年を通して履修）と、データの分析を Excelや R

を使ってやってみる 1年間コース（2年生で履修）の 2コース体制になっています。 

どちらのコースも、実際にコンピュータを使って手を動かす実習クラスになっていますので、履修制

限がかかっています。また、コンピュータ概論（1年の前後期に開講）を履修して 70点以上で合格する

ことが、インテンシブ・プログラム（情報）を履修するための条件です。インテンシブ・プログラム（情

報）は 2年生からしか履修できませんので、1年生のうちにコンピュータ概論を履修しておかないとイン

テンシブ・プログラム（情報）は履修できないことになります。 

4.  履修に関する注意 

4.1 教員免許を取りたい人へ 

経済学部で取得可能な中学・高校の教員免許には、必須科目としていわゆる 66条科目を 4科目 8単位

履修することが義務づけられています。このうち、「情報機器の操作（2単位）」として、経済学部では「経

済情報処理 I」を割り当てています。教員免許取得を希望する人は、必ず経済情報処理 Iを履修してくだ

さい。 

似たような名前の科目でも、経済情報処理 II は「情報機器の操作」に割り当てられて居ませんので、

履修しても 66条科目にはなりません。十分注意してください。 

4.2 複数担当者による開講 

経済情報処理は週に 20クラス開講しているため、担当の先生は一人ではありません。そのため、具体

的な授業運営やスキル項目の履修順序、教材（データ）の選択などについては担当の先生によって異な

る可能性があります。履修順序などについては、クラスごとのガイダンス時に先生から説明があるはず

です。 

しかしながら、どのクラスも「何を学ぶか」のスキル項目自体は揃えていますので、I と II を通して

履修すれば授業で達成すべきスキル項目は全てカバーできることになります。ですから、基本的には他

の授業の履修と合わせて都合のいい曜日・時限に履修すれば問題ありません。 

残念ながら Iあるいは IIだけを履修した場合には、履修順序が違うクラスでは違う内容を学ぶことに

なる可能性は否定できません。この点も、Iと IIを両方履修することを強く推奨する理由です。 

4.3 履修制限科目 

経済情報処理は、1クラス 40人まで、曜日・時限ごとの開講数は多くて 1クラスとなっています。そ

のため、希望者が多かった曜日・時限では 40人に絞るために履修登録用のシステム側で自動的に抽籤を
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行うようになっています。神奈川大学の用語で、このような人数制限のある科目を「履修制限科目」と

呼びます（時間割表に赤字で印刷してある科目です）。 

履修制限科目は、他の科目の登録期間より「前」に特別な登録期間が設けられています。この期間に

WebStationで曜日・時限を指定して履修制限科目の履修希望を入れますと、全部で何人その授業にエン

トリーしているかが表示されます。経済情報処理の場合はどのクラスも 40 人制限になっていますので、

エントリー数が 40人を超えている場合1は抽籤で外れる可能性があります。 

経済情報処理の過去の履修状況は、週の前半と 1～4時限目の人気が高い傾向があります。この時間帯

に希望をエントリーした場合、抽籤もれする可能性も考慮しておいてください。抽籤にもれた場合は、

さらに空いている曜日・時限から選んでの履修になります。この場合、自分が希望する枠が空いている

かどうかは全く分かりません。第一希望のエントリー時にはこのようなことも考慮しておくといいでし

ょう。 

4.4 開講曜日・時限と対象 

経済情報処理は週に 20 クラス開講していますが、「学修の基礎固め」という目標がありますので 1 年

生の履修を優先しています。具体的には、20 クラスのうち 1 年生のみ履修可能なクラスが 11 クラスあ

ります。残りの 9クラスは、1～4年のどの学年も履修可能です。 

曜日 1時限 2時限 3時限 4時限 5時限 

月 1～4年 1～4年 1年のみ 1年のみ  

火  1～4年  1年のみ  

水   1年のみ 1年のみ 1年のみ 

木 1～4年 1～4年 1年のみ 1年のみ 1年のみ 

金 1～4年 1～4年 1年のみ 1年のみ  

土 1～4年 1～4年    

 

                                                  
1 履修制限科目のエントリーを履修制限科目登録期間終了直前に入れる学生が多いため、「自分がエントリーした時に 40

人になっていなかった」としても履修 OKが確定するわけではありません。注意してください。抽籤が実施されるのは、

履修制限科目登録期間が終了した段階でのエントリー数が定員を超えた場合です。 
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4.5 成績評価 

成績評価は、以下の基準で行います。合格点は 60%以上です。授業内課題は、実習科目ですからきち

んと出席して課題を提出することを目的として課されています。課題は、学んだ内容を復習によって定

着させる、そして実技試験は学んだスキル項目を実際に使えるかどうかを確認するために行います。点

数配分からみてわかるように、実技試験だけ受けても合格点には到達しません。経済情報処理は手を動

かすことを大事にしている科目ですから、きちんと出席して課題をこなし、さらに最終的に実技試験で

スキルが身についていることを示さないと合格できないようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

実技試験の具体的な内容は、Wordの場合はいろいろな要素を入れた文書作成、PowerPointはクラス

の前で実際にプレゼンテーションを行う、そして、Excelはやはりいろいろなスキル要素を入れた問題を

解くという形式になっています。 

5.  教科書その他 

5.1 教科書 

小川・五月女・中谷・工藤『大学生の新常識 オフィス 2010---プレゼン・レポート・データ処理 ---』, 

ムイスリ出版, 2013年 

が教科書です。ただし、実際に授業で使うかどうかは各クラスの先生の方針に依存しますので、クラス

での指示が優先です。 

5.2 持ち物 

筆記用具やノートは忘れずに持ってきてください。コンピュータの授業だからコンピュータいじって

いればいいや。と思うかもしれませんが、ちょっとしたコツみたいなものをメモしておく習慣はとても

大事です。メモを取ることで自分の理解が整理できることもありますし、単純に記憶が曖昧になってし

まうことを防ぐ効果も期待できます。1週間後の自分を信じてはいけません。 

授業内課題 20% 

課題 30% 

実技試験 50% 

合計 100% 
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5.3 参考資料 

https://eip.econ.kanagawa-u.ac.jp/eip/  に、経済情報処理で扱うスキル項目を網羅した教材例がアッ

プロードされています。ただし、上述の通りどのような題材を使い、どのような順序で各項目を学修す

るかは担当の先生の裁量の範囲ですので、必ずしもこのページの順番に授業が進むことを保証するもの

ではありません。各クラスでの指示が優先です。 


