
 

科目コード ナンバリング 単位数 学期 授業区分 科目区分 履修区分 学年 

410005 XYY2410005 

2 前期 

国際学部国際文化学科 × × × 

国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

情報処理演習Ｗ① 河原 和好.西山 茂 

情報文化学部情報システム学科経営コース(26 年度以降) 専門 選択必修 １年 
情報文化学部情報システム学科情報コース(26 年度以降) 専門 選択必修 １年 

情報文化学部情報システム学科経営コース(25 年度) 専門 選択必修 １年 
情報文化学部情報システム学科情報コース(25 年度) 専門 選択必修 １年 

情報文化学部情報システム学科(24 年度以前) 専門 選択必修 １年 

授業目的 
コンピュータの基本構成、ネットワーク、組み込み系システムについて、実際の機器を用いて体験的に学習する。前半では、コンピュータの仕組
みを理解し、OS(Linux)をインストールし、ウエブサーバを構築する。後半では、マイコンボードを用い、センサー等の種々の入力をモータや表示
装置等の出力に変える、組み込み系システムについて学習する。各回の授業内容は、大まかな内容を示すもので、演習の進み具合により前後する。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】ガイダンス、論理回路 
【前・後】演習 W のテキストの論理回路を読んできてください 

【授】マイコンボードの基本システム 入力と出力 
【前・後】事前に配布するレジュメを読んできてください 

第２回 第１０回 
【授】論理回路、ワンボードコンピュータ 
【前・後】演習 W のテキストの論理回路とワンボードコンピュータを読んできてください 

【授】マイコンボードの応用 
【前・後】事前に配布するレジュメを読んできてください 

第３回 第１１回 
【授】ワンボードコンピュータ 
【前・後】演習 W のテキストのワンボードコンピュータを読んできてください 

【授】マイコンボードの応用 
【前・後】事前に配布するレジュメを読んできてください 

第４回 第１２回 
【授】パソコンの概要、Linux 
【前・後】演習 W のテキストのパソコンの組み立てとウエブサーバを読んできてください 

【授】マイコンボードの応用 
【前・後】事前に配布するレジュメを読んできてください 

第５回 第１３回 
【授】Linux、ネットワーク 
【前・後】演習 W のテキストのパソコンの組み立てとウエブサーバを読んできてください 

【授】マイコンボードの応用 
【前・後】事前に配布するレジュメを読んできてください 

第６回 第１４回 
【授】ウエブサーバ 
【前・後】演習 W のテキストのパソコンの組み立てとウエブサーバを読んできてください 

【授】マイコンボードの応用 
【前・後】事前に配布するレジュメを読んできてください 

第７回 第１５回 
【授】ウエブサーバ 
【前・後】演習 W のテキストのパソコンの組み立てとウエブサーバを読んできてください 

【授】まとめ 
【前・後】演習 W のテキストおよび配布したレジュメを読んできてください 

第８回 第１６回 
【授】マイコンボードの概要と設定 
【前・後】事前に配布するレジュメを読んできてください 

 

成績評価方法 
 知識・理解 思考・判断 関心・意欲 強調・指導力 発表・表現 その他 評価割合(%) 

定期試験        
小テスト・授業内レポート        

宿題・授業外レポート        
授業態度・授業への参加        

成果発表（口頭・実技）        
演習        

その他        

時間内に行う演習課題の評価の合計を 40％、適宜提出させるレポートと理解度テストの評価点の合計を 60％とし、前半と後半の評価を平均して成
績を評価する。 

教科書参考書 
・必要な資料を配付する 
・参考文献はその都度紹介する。 

受講に当たっての留意事項 
・情報センター利用規則を守ること。 

学習到達目標 
・情報センター利用規則を守ること。 

JABEE 
関連する学習・教育到達目標：C 

【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習
 



 

科目コード ナンバリング 単位数 学期 授業区分 科目区分 履修区分 学年 

410005 XYY2410005 

2 後期 

国際学部国際文化学科 × × × 

国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

情報処理演習Ｗ② 石井 忠夫.近藤 進 

情報文化学部情報システム学科経営コース(26 年度以降) 専門 選択必修 １年 
情報文化学部情報システム学科情報コース(26 年度以降) 専門 選択必修 １年 

情報文化学部情報システム学科経営コース(25 年度) 専門 選択必修 １年 
情報文化学部情報システム学科情報コース(25 年度) 専門 選択必修 １年 

情報文化学部情報システム学科(24 年度以前) 専門 選択必修 １年 

授業目的 
コンピュータの基本構成、ネットワーク、組み込み系システムについて、実際の機器を用いて体験的に学習する。前半では、コンピュータの仕組
みを理解し、OS(Linux)をインストールし、ウエブサーバを構築する。後半では、マイコンボードを用い、センサー等の種々の入力をモータや表示
装置等の出力に変える、組み込み系システムについて学習する。各回の授業内容は、大まかな内容を示すもので、演習の進み具合により前後する。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】ガイダンス、論理回路 
【前・後】演習 W のテキストの論理回路を読んできてください 

【授】マイコンボードの基本システム 入力と出力 
【前・後】事前に配布するレジュメを読んできてください 

第２回 第１０回 
【授】論理回路、ワンボードコンピュータ 
【前・後】演習 W のテキストの論理回路とワンボードコンピュータを読んできてください 

【授】マイコンボードの応用 
【前・後】事前に配布するレジュメを読んできてください 

第３回 第１１回 
【授】ワンボードコンピュータ 
【前・後】演習 W のテキストのワンボードコンピュータを読んできてください 

【授】マイコンボードの応用 
【前・後】事前に配布するレジュメを読んできてください 

第４回 第１２回 
【授】パソコンの概要、Linux 
【前・後】演習 W のテキストのパソコンの組み立てとウエブサーバを読んできてください 

【授】マイコンボードの応用 
【前・後】事前に配布するレジュメを読んできてください 

第５回 第１３回 
【授】Linux、ネットワーク 
【前・後】演習 W のテキストのパソコンの組み立てとウエブサーバを読んできてください 

【授】マイコンボードの応用 
【前・後】事前に配布するレジュメを読んできてください 

第６回 第１４回 
【授】ウエブサーバ 
【前・後】演習 W のテキストのパソコンの組み立てとウエブサーバを読んできてください 

【授】マイコンボードの応用 
【前・後】事前に配布するレジュメを読んできてください 

第７回 第１５回 
【授】ウエブサーバ 
【前・後】演習 W のテキストのパソコンの組み立てとウエブサーバを読んできてください 

【授】まとめ 
【前・後】演習 W のテキストおよび配布したレジュメを読んできてください 

第８回 第１６回 
【授】マイコンボードの概要と設定 
【前・後】事前に配布するレジュメを読んできてください 

 

成績評価方法 
 知識・理解 思考・判断 関心・意欲 強調・指導力 発表・表現 その他 評価割合(%) 

定期試験        
小テスト・授業内レポート        

宿題・授業外レポート        
授業態度・授業への参加        

成果発表（口頭・実技）        
演習        

その他        

時間内に行う演習課題の評価の合計を 40％、適宜提出させるレポートと理解度テストの評価点の合計を 60％とし、前半と後半の評価を平均して成
績を評価 
する。 

教科書参考書 
・必要な資料を配付する 
・参考文献はその都度紹介する。 

受講に当たっての留意事項 
・情報センター利用規則を守ること。 

学習到達目標 
・情報センター利用規則を守ること。 

JABEE 
関連する学習・教育到達目標：C 

【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習
 


