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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／コンピュータ・リテラシー 

(Computer Literacy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語教育・言語研究のための ICT 活用実践 

担当者名 

（Instructor） 
萓 忠義(KAYA TADAYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICC2630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

基礎科目（一般） 

定員：45 名 

パソコンの実習科目となるため、基本的なパソコンの操作は熟知している学生向けの科

目である。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語教育および言語研究に必要なコンピュータ・スキルを学び、使用できる能力を養う。具体的には基本的なソフトウエアの操

作、授業管理や教材開発、データの分析などに必要なソフトウエアの知識を身につけ、実際にそれらを必要とする場面で活用で

きることを目標とする。 

 

【履修に関する特記事項】 

 

パソコンの実習科目となるため、基本的なパソコンの操作は熟知している学生向けの科目である。 

受講にあたっては、以下の PC環境を用意しておくこと。 

 

・Windows 10 または Windows 11 の PC であること（他の OSの使用は認めません）。 

・Windows 10 または Windows 11 の基本操作ができること。 

・Office 365 がインストールされていること。 

・個人でマイクロソフトアカウントとパスワードを所有していること（大学のアカウントは使用できません）。 

・OneNote for Windows 10 が使える環境であること。 

・OneDrive との連携が可能であること。 

 

1.To have basic knowledge about computers in English 

2.To familiarize yourself with PCs 

3.To be able to obtain useful information from the Internet 

4.To have a good command of MS-Word, Excel, PowerPoint, etc. 

5.To have research skills using computers 

6.To understand netiquette (network etiquette) and internet morals and ethics 

 

<<Special notes on the course>> 

 

This course is designed for students who are already familiar with basic computer operations.  

 

To take this course, students must have the following PC environment. 

 

1. You must have a Windows 10 or Windows 11 PC (No other OS will be accepted). 

2. Basic operation skills for Windows 10 or Windows 11 are required. 

3. Office 365 must be installed on your PC. 

4. You must have a personal Microsoft account and a password (University accounts cannot be used). 

5. OneNote for Windows 10 must be installed on your PC. 

6. OneDrive must be installed on your PC. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業では、前半を講義形式、後半を実践形式で行う。授業や文献講読では英語および日本語を使用する。 

 

The lessons will be conducted both in English and in Japanese. Students are required to be proactive in order to express their 

opinions in class, and the instructor will act as a facilitator for the classroom activities and discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. Computer systems (1) 



3. Computer systems (2) 

4. Word processing (MS-Word) and DTP (1) 

5. Word processing (MS-Word) and DTP (2) / 課題提出 (1) 

6. Spreadsheets (Excel) (1) 

7. Spreadsheets (Excel) (2) / 課題提出 (2) 

8. 前半のまとめ 

9. Presentation software (PowerPoint) (1) 

10. Presentation software (PowerPoint) (2) / 課題提出 (3) 

11. Digital movie making (1) 

12. Digital movie making (2) / 課題提出 (4) 

13. 最終テスト 

14. テスト解説・総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(10%)/デジタルノート提出(30%)/課題提出(40%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で使用する教材はこちらで用意する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

4/20, 5/25, 6/8, 6/22, 7/6 はオンライン実施予定（5 回） 

 

注意事項（Notice） 

 


