
授業コード P181101

科目ナンバリン
グコード P11903

第 1 週 ：

第 2 週 ：

第 3 週 ：

第 4 週 ：

第 5 週 ： テーマ1：リンクの設定や表の利用

HTML文書（ファイル）の基本的な構造を定義するためのタグの利用方法やレイアウトを
設定するためのさまざまなタグを学習します．
・ページの背景や基本となる文字の色に関する設定
・文字の修飾（フォント，フォントサイズ，文字列の色　など）
・特殊な文字書式
・文字列の動きを設定する方法　など

復習：HTMLの基本構造を
定義するためのタグを理解
する．
予習：画像の挿入などに関
するタグの利用方法につい
て調べる．
【必要時間：約4時間】

テーマ1：画像の挿入

画像の表示に関するタグを学習します．
・画像の表示
・文字列の回り込み
・画像へのリンクの設定

復習：画像の表示に関する
タグを理解する．
予習：リンクの設定や表の
作成に関するタグの利用
方法について調べる．
【必要時間：約4時間】

テーマ1：HTMLの基礎

Webページの制作に使用するプログラミング言語であるHTMLについて説明します．
・HTMLとは？
・HTMLの基本構造について

復習：HTMLの基本構造を
理解する。
予習：タグの利用方法につ
いて調べる。
【必要時間：約4時間】

テーマ1：HTMLファイルの作成&レイアウトの設定

○授業計画

学修内容 学修課題（予習・復習）

ガイダンス

授業内容と講義の進め方や評価方法などについて、ガイダンスを行ないます． 予習：HTMLについて調べ
る．
【必要時間：約4時間】

関連科目 コンピュータ実習1，コンピュータ実習2

授業の目的
本授業では，これまでに学んできたICTに関する知識を，知識として持っているだけでなく，実際
の問題に対して活用できるようにすることを目的とします．実社会においてICTを利活用する2種
類の場面を想定し，それぞれの課題に取り組むことで実際に使える技術を習得します．

授業の概要
テーマ1では，特定のソフトを用いるのではなくHTMLを記述してWebページを作成します．テーマ
2では，様々なモノがインターネットにつながるという IoT（Internet of Things）の概念を理解した上
で，インターネット上のサービスを組合わせて，新たなサービスを生み出す手法を学びます．

受講心得 遅刻や欠席はできるだけしないように心掛けましょう．

教科書 必要に応じて資料を配布します．

参考文献及び指定
図書

講義内で指定します．

必修・選択区分

コース必修
　情報コミュコース
選択
　こども・情報教育コース

単位数 1

履修上の注意また
は履修条件

PCを使った実習を行うので，データを保存できるようにポータブルHDDまたはUSBメモリを持参し
てください．

平成３０年度 授業シラバスの詳細内容

科目名（英） コンピュータ実習３ (Computer Training 3 )

担当教員名 松永　多苗子、高　文局、鈴木　秀男

配当学年 3 開講期 前期



第 6 週 ：

第 7 週 ：

第 8 週 ：

第 9 週 ：

第10週：

第11週：

第12週：

第13週：

第14週：

第15週：

第16週：

授業の運営方法

（１）授業の形式 「演習等形式」

グループごとに新企画の発表を行います．発表後ディスカッションを行い，各グループの
取り組みにフィードバックさせます．

取り組み内容の振り返り
【必要時間：約4時間】

振り返り

テーマ2：発表準備2

実現したサービスの説明書と，発表資料を完成させ，発表準備をします． 発表に向けた取り組み
【必要時間：約4時間】

テーマ2：成果発表会とディスカッション

計画に従って課題に取り組み，新企画を完成させます． 課題実現に向けた取り組
み
【必要時間：約4時間】

テーマ2：発表準備1

実現したサービスの説明書と，発表資料の準備をします． 発表に向けた取り組み
【必要時間：約4時間】

テーマ2：課題実現2

計画に従って，課題に取り組みます． 課題実現に向けた取り組
み
【必要時間：約4時間】

テーマ3：課題実現3

グループに分かれ，サービスの連携を使った新しいサービスの企画を行います．ブレイ
ンストーミングによってアイデアを出し合ったうえでブラッシュアップし，実現する課題を決
定します．課題を実現するために必要な項目を洗い出し，グループ内での役割分担を決
め，企画書・計画書を作成します．

復習：計画書の完成
予習：計画遂行のための準
備
【必要時間：約4時間】

テーマ2：課題実現1

計画に従って，課題に取り組みます． 課題実現に向けた取り組
み
【必要時間：約4時間】

テーマ2：IoTを支える技術

IoTを実現する上で利用できるWebサービスについて学習し，サービスを連携して新たな
サービスを実現する方法を学びます．実際にアプリを PC，タブレット，あるいは，スマート
フォンにインストールし，使用方法を理解します．

復習：サービスを連携する
方法を理解する．
予習：サービスの連携によ
り可能となる事柄を考え
る．
【必要時間：約4時間】

テーマ2：IoT企画

フレームやのフォームを作成するためのタグについて学習します．さらに，いままで学習
してきた内容の総括として簡単なWebページを作成してみます．
・フレーム領域の設定
・基本的なフォームの作成
・簡単なWebページを作成

復習：簡単なWebページ作
成ができる．
予習：IoTについて調べる．
【必要時間：約4時間】

テーマ2：IoTの概要

IoT の概念と現状について学習します．グループディスカッションにより，さらに理解を深
めます．
・IoTの考え方
・IoTを実現する技術要素
・IoTの現状

復習：IoTの概要と現状を
理解する．
予習：IoTで可能となりそう
な事柄を考える．
【必要時間：約4時間】

リンクを設定するための方法や表の作成に関するタグについて学習します．
・リンクの設定
・表の作成と表全体の書式
・表によるレイアウト

復習：リンクの設定や表の
作成に関するタグを理解す
る．
予習：フレームやフォーム
の利用方法について調べ
る．
【必要時間：約4時間】

テーマ1：フレームやフォームの利用とWebページの作成



合計欄 100点

○配点の明確でない成績評価方法における評価の実施方法と達成水準の目安

成績評価方法 評価の実施方法と達成水準の目安

レポート・作品等
（提出物）

各テーマに関する成果物に対して，以下の基準で評価します．
【関心・意欲・態度】
　期限内に完成できているか（できるよう，自発的に取り組んだか）．
【知識・理解】【技能・表現・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ】
　作成物の完成度（当初予定の機能を満たしているか，要求された分析ができているか）．
【思考・判断・創造】
　完成物の独自性，あるいは，実習結果に対する考察の度合い．

発表・その他
（無形成果）

【知識・理解】
　作成物に対する理解度（基礎知識を理解しているか）．
【技能・表現・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ】
　発表スキル（効果的に発表できているか）．

【思考・判断・創造】
※「考え抜く力」を含む。 20点

（「人間力」について）

※以上の観点に、「こころの力」（自己の能力を最大限に発揮するとともに、「自分自身」「他者」「自然」「文化」等との望ましい関係
を築き、人格の向上を目指す能力）と「職業能力」（職業観、読解力、論理的思考、表現能力など、産業界の一員となり地域・社会
に貢献するために必要な能力）を加えた能力が「人間力」です。

【知識・理解】
※「専門能力〈知識の獲得〉」を含

む。
25点 10点

【技能・表現・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ】
※「専門能力〈知識の活用〉」「チー
ムで働く力」「前に踏み出す力」を含

む。

10点 20点

○成績評価基準（合計100点）

到達目標の各観点と成績評
価方法の関係および配点

期末試験・中間確認等
（テスト）

レポート・作品等
（提出物）

発表・その他
（無形成果）

【関心・意欲・態度】
※「学修に取り組む姿勢・意欲」

を含む。
15点

【知識・理解】
① 簡単なwebページを作成するための知識を理解できる．
② IoTの概念を理解できる．
③ サービスを連携する技術を理解できる．

【技能・表現・コミュニ
ケーション】

① 簡単なwebページを作成する技術を習得する．
② サービスを連携する技術を習得する．
③ 効果的なプレゼンテーションを行うことができる．

【思考・判断・創
造】

① 簡単なwebページのイメージを考案することができる．
② 新しい企画を立案することができる．

地域志向科目 カテゴリー Ⅱ：地域での体験交流活動を教育内容に含む科目

備考

○単位を修得するために達成すべき到達目標

【関心・意欲・態
度】

各テーマに積極的に取り組み，必要な知識を自発的に学習することができる．

授業の運営方法 （２）複数担当の場合の方式 「オムニバス方式」

（３）アクティブ・ラーニング 「アクティブ・ラーニング科目」


