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海老澤信一教授の略歴および業績

〔 略  歴 〕

昭和
�44年� 3月�早稲田大学理工学部工業経営学科卒業
�44年� 4月�シチズン河口湖精密㈱�入社、技術部勤

務（生産管理担当）（昭和46年8月まで）
�46年� 9月�日本ユニバック㈱�入社、製造工業シス

テム部勤務（システムエンジニア）三
菱自動車工業東京自動車製作所、三菱
電機、野村證券、山一証券担当（昭和
55年6月まで）

�55年� 7月�文教大学電子計算機センター勤務（シ
ステムエンジニア）（昭和60年3月まで）

�57年� 1月�通商産業省国家試験�特種情報処理技術
者取得（第0130215号）

�60年� 4月�文教大学経営情報専門学校専任教員
「情報処理概論」「プログラミング演
習」担当（平成4年3月まで）

�62年� 4月�文教大学情報学部非常勤講師（平成7
年3月まで）

平成
�元年�11月�文教大学電子計算機センター旗の台教

育システム室室長（兼務）（平成4年3
月まで）

� 4年� 4月�文京女子大学経営学部専任講師（平成
6年3月まで）（文部省大学設置審議会
教員組織審査）「コンピュータ概論」、
「コンピュータプログラミングⅠ･Ⅱ」、
「専門演習」

� 4年� 4月�日本大学商学部非常勤講師（平成26年
3月まで）

� 6年� 4月�文京女子大学経営学部助教授（平成11
年3月まで）（文部省大学設置審議会教
員組織審査）

� � �「コンピュータ概論」、「コンピュータ
プログラミングⅠ･Ⅱ」、「専門演習」

� 7年� 4月�産能短期大学非常勤講師（平成8年3月
まで）

� 8年�10月�品川区電子計算組織運営審議会委員
（平成10年10月まで）

�11年� 4月�文京女子大学経営学部教授（現在に至
る）

�13年� 4月�文京女子大学経営学部・人間学部情報
教育研究センター長（平成15年3月まで）

�15年� 4月�文京学院大学情報教育研究センター長
（平成17年3月まで）

�17年� 4月�文京学院大学経営学部長及び総合研究
所副所長（平成19年3月まで）

�19年� 4月�文京学院大学経営学部長,総合研究所
副所長及び情報教育研究センター副セ
ンター長（平成21年3月まで）

�21年� 4月�本郷キャンパス学習サポートセンター
長及び情報教育研究センター副セン
ター長（平成25年3月まで）

�21年� 4月�キャリア戦略会議議長（平成23年3月）
�22年� 3月�教員人事評価制度準備委員会委員長

（平成24年3月）
�22年� 4月�文京学院大学学長補佐（平成28年3月

まで）
�24年� 4月�文京学院大学経営学研究科教授（平成

28年3月まで）
�25年� 4月�情報教育研究センター長（平成28年3

月まで）
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〔学会及び社会における活動等〕

昭和
�57年� 4月�情報処理学会正会員（平成25年3月まで）
�60年� 6月�CAI（現 :日本教育システム情報）学会

正会員（平成6年まで）
�61年� 4月�日本教育情報学会一般会員（現在に至

る）
�62年� 4月�専修学校教育振興会文部省委託調査委

員会�（単位互換問題検討委員会）委員�
（平成4年3月まで）

�63年� 8月�品川区電子計算組織運営審議会委員
（学識経験者）（平成10年10月まで）

平成
� 3年� 6月�日本経営工学会正会員（平成6年まで）
� 3年�12月�国際電子ネットワーキング教育学会会

員
� 4年� 4月�経営情報学会会員（現在に至る）
� 4年� 5月�ソフトウェア技術者協会会員（平成6

年3月まで）
� 4年�11月�オフィスオートメーション学会会員

（現在に至る）
� 5年� 2月�㈶日本情報処理開発協会中央情報教育

研究所情報化人材育成カリキュラム委
員会プロダクション・エンジニア部会
委員（平成5年11月まで）

� 5年� 8月�日本教育情報学会第9回年回情報教育
研究部会座長

� 5,6,�7,8年
� �12月�国際ネットワーキング教育学会平成

5,6,7,8年度研究集会座長
� 6年� 3月�国際ネットワーキング教育学会理事

（平成12年まで）
� 7年� 8月�日本教育情報学会第11回年会情報教育

ネットワーク2部会座長
� 8年� 8月�日本教育情報学会第12回年会ネット

ワーク利用部会座長
� 9年� 8月�日本教育情報学会第13回年会コン

ピュータプレゼンテーション部会座長
�11年� 8月�日本教育情報学会第15回年会マルチメ

ディアの活用部会座長
�24年� 9月�初年次教育学会第5回全国大会委員長

〔 主要研究業績 〕

〔 著書 〕

『ホストコンピュータへのアクセス』�
（共著）　オーエス出版　昭和60年12月
『ソフトウェア』�
（共著）　一橋出版　昭和62年11月
『フローチャート技法』�
（共著）　哲学出版　平成元年2月

『COBOLプログラミング』�
（共著）　工学図書　平成2年3月
『ソフトウェア』�
（単著）　実教出版　平成4年9月
『ハードウェア』�
（単著）　実教出版　平成4年9月
『COBOL構造化プログラミング』�
（共著）　工学図書　平成5年3月
『ソフトウェア（新版）完全マスター』�
（共著）　一橋出版　平成7年5月
『ソフトウェア（新版）合格ガイド』�
（共著）　一橋出版　平成8年3月
『ソフトウェア（新訂版）ベスト対策』�
（共著）　一橋出版　平成10年12月

『ソフトウェア（三訂版）ベスト対策』�
（共著）　一橋出版　平成11年12月

『情報リテラシー演習』�
（共著）　同友館　平成9年3月

『情報リテラシー基礎』�
（共著）　同友館　平成10年3月

『情報リテラシー基礎（新版）』�
（共著）　同友館　平成11年3月

『情報リテラシー基礎（新訂2版）』�
（共著）　同友館　平成14年4月
『情報リテラシー基礎（新訂3版）』�
（共著）　同友館　平成17年4月
『情報リテラシー基礎（新訂4版）』�
（共著）　同友館　平成22年3月
『情報リテラシー基礎（新訂5版）』�
（共著）　同友館　平成26年4月
『ネットワークリテラシー演習』�
（共著）　同友館　平成12年11月

『ネットワークリテラシー基礎』�
（共著）　同友館　平成15年5月
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『演習Webプログラミング入門』�
（共著）　同友館　平成24年5月

『演習Webプログラミング入門（新訂）』 
（共著） 同友館　平成28年4月

〔 学術論文 〕

「情報処理教育に関する一考察　─初級プログラ
ミング教育の内容と方法について─」�
（単著）�文教大学情報学部研究紀要　�

情報研究11号　平成2年12月
「情報教育カリキュラムの比較研究　─高等教育
における単位互換問題を中心にして─」�
（単著）�文教大学情報学部研究紀要　�

情報研究12号　平成3年12月
「高等教育における情報教育理念の考察」�
（単著）�文京女子大学経営学部�

経営論集2巻1号　平成4年12月
「情報システムの新しい潮流　�
─ダウンサイジングと人材教育─」�
（単著）�文京女子大学経営学部�

経営論集3巻1号　平成5年12月
「情報システムの新しい潮流（2）�
─経営管理モデルの試作について」�
（単著）�文京女子大学経営学部�

経営論集4巻1号　平成6年12月
「ネットワークリテラシ教育試案」�
（単著）�文京女子大学経営学部�

経営論集5巻1号　平成7年12月
「企業情報システムの動向」�
（単著）�文京女子大学経営学部�

経営論集6巻1号　平成8年12月
「企業情報システムの動向（2）�
─CSシステムからイントラネットへ─」�
（単著）�文京女子大学経営学部�

経営論集7巻1号　平成9年12月
「情報ネットワーク社会考察　�
─新技術の位置づけ─」�

（単著）�文京女子大学経営学部�
経営論集8巻1号　平成10年12月

「情報技術革新の波」�
（単著）��文京女子大学経営学部�

経営論集9巻1号　平成11年12月
「Java言語プログラミング教育教材の考察�
─BASIC言語から Java言語へ─」�
（共著）�文京学院大学経営学部�

経営論集11巻1号　平成13年12月
「e-learningの現状と可能性」�
（共著）�文京学院大学経営学部�

経営論集12巻1号　平成14年12月
「ユビキタス社会を支える情報技術」�
（共著）�文京学院大学経営学部�

経営論集13巻1号　平成15年12月
「社会の情報化と企業の情報化」�
（単著）�文京学院大学経営学部�

経営論集14巻1号　平成16年12月
「ネットワークの発達と企業情報システム」�
（単著）�文京学院大学経営学部�

経営論集17巻1号　平成19年12月
「ネットワークの発達と企業情報システム（2）
─SOA、ERP、SaaS─」�
（単著）�文京学院大学経営学部�

経営論集18巻1号　平成20年12月
「クラウドコンピューティングへの道」�
（単著）�文京学院大学経営学部�

経営論集20巻1号　平成22年12月
「「経営と情報」教育教材の考察」�
（単著）�文京学院大学経営学部�

経営論集23巻1号　平成25年12月
「「経営と情報」教育教材の考察（2）」�
（単著）�文京学院大学経営学部�

経営論集24巻1号　平成26年12月
「「経営と情報」教育教材の考察（3）」�
（単著）�文京学院大学経営学部�

経営論集25巻1号　平成27年12月

以上
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