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 講義＆情報機器・サービス利用ガイダンス 

1. 講義概要 
知的財産学部での学修において、レポート提出、発表資料作成など、多くの場面で IT 機器が利用さ

れる。これらの基本的な活用と、利用のために必要とされる基礎知識を講義する。 

1.1. 講義の目的 

本科目は、「情報リテラシー」を演習によって身につけるための講義である。「リテラシー」とは、
「対象を適切に理解・解釈・分析し、表現する能力」を意味する。そして、本講義で対象とする「情報」
とは、コンピュータ技術、通信技術を示す。よって、情報リテラシーでは「コンピュータ＆インターネ
ットの技術を理解し、それらから得られる知識を適切に解釈・分析し、IT関連機器を活用して発信する
能力」を養うことを目的とする。 
具体的には、 
 最低限のコンピュータ技術（パソコンのスペック、OSなどのソフトウェア）について理解する。 
 インターネットの特徴について理解し、適切に活用できるようになる。 
 Microsoft Office（Word、Excel、PowerPoint）の基本的な操作方法を習得し、類似するソフトウェアについ

ても利用できるようになる。 
 

なお、本学部ではノート PCを所有することを指示しているが、これは本講義のみならず、今後４年
間の学修において積極的に PC を活用してもらうためである。特に Office 関連ソフトを利用する能力
は、卒業後の社会生活において最低限必要な技能とされるため、本講義に限らず積極的に活用し、スキ
ルを高めてもらいたい。 

 
参考までに Office を講義で活用する場面としては、下記が挙げられる。 
 Word︓講義レポートの作成、４年生の論文作成 
 Excel︓数的データ（たとえば特許公報の件数）の整理・数値処理・可視化 
 PowerPoint︓講義での発表（プレゼンテーション）、図形の作成 

1.2. シラバス（概要）※詳細は WEB シラバスにて 

本講義は、4 回目以降、PC を用いた演習によって進められる。よって、4 回目（5/13）以降各学生は
文書作成、表計算、プレゼンテーション作成が可能な情報端末を持参する。 
持参する端末は、一般的な PC であれば問題なく（必ずしも高性能である必要はない）、Windows に

限らず、Macintosh でも構わない。ただし、文書作成、表計算、スライド作成機能を備えていることが
前提である。極力、講義では特定のアプリケーションに特化することなく解説を行う。 
なお、教員は Windows 上で動作する Microsoft Office 2016を解説に利用する。ソフトを問わないが、

Microsoft Office でない場合は、各自の努力が必要になる。また、Office の導入が間に合わない場合は、
Web上で動作する Officeアプリで代用してもらう（利用時にネット接続が必要で、機能は限られる）。 



2019年度 情報リテラシー（第 1回）2019/4/8 

 2 / 8 
 

情報リテラシー シラバス 

1 講義ガイダンス、メールアカウント、大学内ネットワークサービスの解説 

2 インターネットの基礎知識、メールの利用 

3 インターネットと知的財産（＋マナーについて） 

4 文書作成ソフトによる小レポート作成演習（書式設定、段落設定） 

5 文書作成ソフトによる大レポート作成演習（アウトライン設定、スタイル設定） 

6 スライド作成ソフトを用いたスライド作成、図形作成演習 

7 総合演習（文書作成） 

8 表計算ソフトを用いたデータ整理 

9 表計算ソフトを用いた数値処理演習 

10 表計算ソフトを用いたグラフ作成演習 

11 表計算ソフトを用いたデータ分析演習（ピポッドテーブル） 

12 総合演習（表計算） 

13 情報端末とクラウド活用 

14 総合演習（全体） 

1.3. 課題の提出について 

情報リテラシーの講義では、ほぼ毎回課題が課される。課題は PC 上で作成し、メールの本文または
添付ファイルで提出する。詳細な提出方法は講義内で示されるが、下記に各教室（担当教員）の課題提
出時の宛先を示す。下記アドレスは、あくまで課題提出用であり、教員への質問は教員メールに送るこ
と。 
 情報演習室１（担当︓杉山） 提出先︓ip_joho_02@ip.oit.ac.jp 
 情報演習室２（担当︓豊浦） 提出先︓ip_joho_01@ip.oit.ac.jp 

1.4. 講義に関する質問など 

講義に関して質問などがある場合、シラバス記載のオフィスアワーを利用するか、メールで連絡をす
ること。各教員の連絡先は下記のとおり。 

杉山 典正：norimasa.sugiyama@oit.ac.jp （教員室：１号館 10階） 

豊浦 由浩：yoshihiro.toyoura@oit.ac.jp （教員室：６号館 13階） 
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近年、学生のメールマナーの低下がよく聞かれる。教員にメールを提出する際は、最低限下記を守る
こと。 
 メールの件名には用件を必ず記載する（空白にしない）。 
 メール本文の最初に宛先の名称を記載し、その次に自分の名前を名乗ること。 
※ 携帯メールや LINEのノリでメールを送らない。相手がアドレスを登録しているとは限らない。 

例）知的財産学部 ○○先生 

知的財産学部生 ○年生の□□です。 

… 

 質問の場合、相手が理解できる文章で送る。 
※ まれに日本語ではない（主語のない）メールに出くわします。受け手の解釈を考慮して、文章を作ること。 

 署名を作っておく。 
※ 今日のメールシステムには必ずある機能である（PC、携帯に限らず）。これを作っておけば、必ず差出人は誰

かが分かる 

例）-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

知的財産学部 P19-000 工大 太郎 

mail:e1p19000@st.oit.ac.jp 

2. 大学の情報サービス利用について 

2.1. 大学ネットワーク環境のイメージ 

本大学では、学内 LAN に端末を接続することで、インターネット接続、情報共有、各種サービスを
利用できる。外部から利用するサービスもある。 

 

大学ネットワークのイメージ 

学内 学外

OIT-LAN

学内サービス
・出席管理
・図書館データベース（一部）

学内外サービス
・WEBメール
・履修申請
・サイトコンテンツ

情報演習室
図書館PC

個人所有の情報端末

接続

自宅

インターネット

VPNアクセス
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2.2. 学生アカウントについて 

大学ネットワーク、履修申請などの学内情報システムを利用するには、大学アカウントが必要となる。
このアカウントは、学籍番号をもとに下記のとおり付与されている。 

ID:  e1（学籍番号） 

例）学籍番号が「p19999」、であった場合、下記となる。 

ID︓  e1p19999 

このアカウント ID とパスワードは、履修申請、出欠管理など、大学の情報サービスで共通に利用さ
れる（メールのみ例外）。なお、パスワードはセキュリティ確保のため、定期的に変更を行うことが望
ましい。 

※ パスワードの変更方法は、ページ末の「情報センターの解説ページ」を参照すること。 

2.3. 学生メールについて 

大学では、すべての学生にメールアカウントが与えられる。メールアドレスは、アカウント ID に＠
st.oit.ac.jpを加えた形になる。上記の例に従うと、学籍番号が「p19999」の場合、メールアドレスは下
記のとおりとなる。 

学籍番号が「p19999」の場合、     メールアドレス︓e1p19999@st.oit.ac.jp 

メールは、WEB ブラウザ上で WEB メールとして利用する。WEBメールシステム
は、下記アドレスを入力するか、ポータルサイトのリンクからアクセスできる。 

http://o365.oit.ac.jp 

メールのログインは、通常アカウントと異なっているため注意が必要である。メールのログイン ID
は、大学アカウント IDに識別子（@oit.ac.jp）を加えた形になる。 
よって、学籍番号が「p19999」の場合、メールシステムのログイン ID は下記のとおりとなる。 

学籍番号が「p19999」の場合、     ログイン ID︓e1p19999@oit.ac.jp 

※ この ID はメールアドレスに似ているが、IDであるため注意すること。 

大学からの連絡は、原則このメールアドレスに送信される。よって、定期的なチェックを怠らないよ
う気をつけること。なお、大学メールは他のメールに転送することが可能である。たとえば、自宅で利
用するメール、携帯メールへの転送ができる。詳細は、ポータルサイトの「Web-mail操作マニュアル」
を参照のこと。 

※ 大学メールアカウントは、スマートフォンのメールアプリにおいて「Microsoft Exchange」として、設定可能

である。概要を講義中に解説するがアプリによって設定が違うため、必要な者は個別に担当教員へ相談するこ

と。 
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2.4. 知的財産学部でのネットワーク接続 

知的財産学部の学生は、主に１号館で講義を受ける。１号館には、各教室、１階ロビー、８F情報演
習室周辺に無線 LAN が、８F情報演習室１・２に有線 LAN が敷設されている。 
無線 LAN は、PC、スマートフォンなどの端末で利用可能である。大学無線 LANの SSID は、「Oit-

AirLAN.1x」である。利用の際は、大学 ID・パスワードが必要となる。 
 
Oit-AirLAN の利用方法 

＜Windows＞  

① 画面右下の通知領域の［Wi-Fi マーク］をクリックします。 
② 一覧から、『OIT-AirLAN.1x』で【接続】します。※［自動的に接続］

をチェックする 
③ 【ユーザー名】と【パスワード】を入力し、【OK】をクリックします。 
④ 「接続済み」と表示されれば、インターネットが利用できます。 

 
 

＜Mac＞  

① 画面上部の［Wi-Fi マーク］から、【Wi-Fi をオンにする】をクリック

します。 
② 一覧から、『OIT-AirLAN.1x』を選択します。 
③ 【ユーザー名】と【パスワード】を入力し、【接続】しましょう。※

［このネットワークを記憶］をチェックする 
④ 表示している［Wi-Fi マーク］に変われば、インターネットが利用で

きます。 

 

※パスワードを変更したときは、Wi-Fi設定を削除し、再設定してください。 

 

 

2.5. マルウェア対策について 

大学ネットワークに接続すると、学内で接続されている PC と同じネットワークに参加することにな
る。よって、必ずマルウェア（ウィルス）対策ソフトを導入すること。対策ソフトには、フリーソフト
でも十分な機能を持つものがあるので、導入していない場合はインストールしておくこと。ネットで検
索すれば、多くのソフトウェアが紹介されているため、自身で選択して導入しておくこと。 
なお、Windows７～10 であると、あらかじめ「Windows Defender」と呼ばれるソフトが導入されて

いる。また、新規購入した PC にインストール済みの対策ソフトは、試用版であることが多く、数ヶ月
程度しか利用できないため注意すること。 
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2.6. 大学の情報サービスについて 

 ポータルサイト https://www.portal.oit.ac.jp/ 
講義を受講するために有用なサービス、情報がまとめられている。ログインするこ

とで履修科目の時間割、休講情報なども確認できる。履修申請もここで行う。 
「大阪工業大学 HP」→「学生生活」（画面上部メニュー）→「ポータルサイト」（画面左バナー） 

 

 WEBシラバス （ポータルのメニューからアクセス） 
シラバスを科目名、担当教員などで検索できるサービス。 

「ポータルサイト」→「全額共通コンテンツ」（画面中央メニュー）→「Web シラバス」（メニュー内アイコン） 

 

 出欠管理（学内のみ）（ポータルのメニューからアクセス） 
IC カードで出席をとる講義の出欠記録を閲覧できるサービス。 
 

「ポータルサイト」→「出欠管理システム」（画面中央メニュー） 

 

 図書館 HP（一部学内のみ）https://www.oit.ac.jp/japanese/toshokan/ 
図書館の蔵書検索ができ、貸出状況も確認できる。また「外部データベース」

には、日経新聞検索、日経雑誌の閲覧ができるサービスが設けられている。 
「大阪工業大学 HP」→「図書館」（画面上部メニュー） 

 

 
 VPN（Virtual Private Network） 

VPN 接続を用いると、学外から学内専用サービス（出席管理、図書館データベース）を利用する
ことができる。詳細はポータルサイトの「学外から学内ネットワークを利用する方法＜VPN＞」を
参照すること。 

 
 情報教育系サイト https://www.oit.ac.jp/ip/~literacy/ 
当講義の配布資料や補足情報を掲載しているサイト。 
 

※ 情報センター・マニュアル一覧 ※ 

https://www.oit.ac.jp/japanese/center/manual.html 

本資料でも触れた、大学の情報サービス関連の解説がまとめられているため、必

ず一読すること。 
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2.7. Office のインストールについて 

大阪工業大学では、Office365 というシステムを介して、5 台までの PC に無料で Office をインスト
ールできるようになっている（Windows 版、Mac版）。学内アカウントを利用し、Outlook（メールシ
ステム）にログイン後、下記の作業を行うとインストールできる。 

① Outlook にログイン 

② ウィンドウ右上にある「Office のインストール」をクリックする 

③ 表示されたメニューから「Office365 アプリ」（⑤へ）または「その他の～」（④へ）を

クリック 

④ バージョンを選択し「Office のインストール」をクリック 

⑤ ダウンロードされたファイルを実行し，インストールを進める． 

 

 
 

以上の作業で表示される画面に従えば、Officeのインストールが開始される。 

2.8. 携帯端末で大学メールを利用する方法 

携帯端末に「Microsoft Outolook」アプリをインストールしておくと，スマホで学校メールを送受信する

ことができます． 
≪インストール方法≫ 
【Andoroid・iOS 共通】 

① Google play ストア または App Store で『Outolook』を検索 
Microsoft Outolook 

近年の PC であれば，ここを

クリックして 64bit をインス

トールする． 

64bit や言語を選択可能 

直ぐにインストールするには

上部，バージョンを選択する

場合は下部をクリック 
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② ［作業開始（始める）］をタップする（図なし） 
③ 「メールアドレス」を入力し，【続行】をタップする 
④ 「組織アカウント」「パスワード」を入力し，【サインイン】で完了する 

 
 

※ サインイン画面が表示されないときは，アカウントの種類の「Office 365」を選択し，「組織アカ

ウント」「パスワード」を入力し，【サインイン】で完了してください 

 
 

 
※ Outlook の歯車（設定）ボタンから，他のアカウント（Gmail や yahoo!メールなど）も追加でき

ます 
※ Gmail クライアントや iOS 標準搭載のメールソフトでも、「Microsoft Exchange」でアカウント

を追加することができます。 
「Gmail」の場合は、「設定」→「アカウントの」追加、「iOS」の場合は、OS の設定上で「メー

ル」→「アカウントの追加」で「Exchange」を選択する。 
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