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概要 

Java ⾔語はサーバ・クラウド・デスクトップ等で稼働するソフトウェアを開発するために広く利⽤されているプ
ログラミング⾔語である。本講義では、Java 以外のプログラミング⾔語を少なくとも 1 つ修得している受講者を主
な対象とし、Java ⾔語によるプログラミングについての授業を⾏う。講義では Java ⾔語の中級程度の知識を簡潔に
まとめる。講義ではアクティブラーニングの⼿法を取り⼊れ、講義中に受講者⾃⾝で実際にプログラムを作成し、
主体的・積極的に学ぶことで知識を定着させる。これにより実務で Java を利⽤したプログラムを作成する応⽤⼒を
⾝に付ける。 

⽬的・狙い 

本講義では、Java の⽂法の基礎を修得し、特にクラスの仕組みを理解しプログラムの読解と作成ができることを
⽬的とする。具体的には以下の内容についての講義を⾏う。 

・メソッドの引数と戻り値、コンストラクタ、メンバへのアクセス制御、オーバーロード、クラス変数、クラスメソ
ッド、継承といったクラスの仕組みの理解 

・クラスライブラリ、参照、⼊出⼒、例外といったクラスの使い⽅の理解 

・  Maven リポジトリを通じたオープンソースのクラスライブラリ活⽤ 

・  統合開発環境 Eclipse を活⽤した Java ⾔語のソフトウェアの開発 

修得できる知識単位︓ 

  (A1) K‐01‐02‐03  プログラミング（レベル 4）プログラミング作法、プログラム構造、データ型、⽂法の表記法 

  (A1) K‐01‐02‐04  プログラミング⾔語（レベル 3）Java ⾔語、Java 仮想マシン、Java バイトコード 

  (A1) K‐02‐05‐02  ミドルウェア（レベル 3）Java の API、クラスライブラリ 

  (A1) K‐02‐05‐03  ファイルシステム（レベル 2）ファイルシステムのアクセス⼿法 

  (A1) K‐02‐05‐04  開発ツール（レベル 2）テストツール、⾔語処理ツール（コンパイラ等）、ツールチェーン、統合
開発環境 

  (A1) K‐02‐05‐05  オープンソースソフトウェア（レベル 2）オープンソースライブラリ、OSS の利活⽤、Java のオー
プンソースライブラリの動向 

  (A1) K‐03‐07‐01  ヒューマンインターフェイス技術（レベル 2）コンソールアプリケーション 

前提知識 

（履修条件） 

必須ではないがプログラミング⾔語を少なくとも⼀つ修得していることが望ましい。プログラミング⾔語初学者は、
最低でも第 1 回の講義開始前に参考書[1]の内容を⾃習しておくこと。 

到達⽬標 

上位到達⽬標 

・クラスの仕組みを理解し、クラスライブラリを独⼒で調査及び活⽤できる。 

・2 画⾯ 300 ⾏程度のアプリケーションをひな形無しで 2 週間程度の期間で作成できる。 

・調査開発の成果を後進の開発者の指導に活⽤できる。 

最低到達⽬標 

・仕様書に従って 1 画⾯ 200 字程度の Java ⾔語のプログラムを単独で 2 週間程度で作成できるレベル 

・他のプログラマが作成した 200 字程度のオブジェクト指向のプログラムを理解し、作業仕様書に従って 100  字程
度の改修を単独で 1 週間程度で⾏うことができるレベル 

授業の形態 

形態  実施  特徴・留意点 

録画・対⾯混合授業  ○  録画授業を受講した場合は演習課題の提出をもって視聴確認とする。 

対
⾯
授
業 

講義（双⽅向）  ○  質疑応答時、演習時に積極的な参加を期待する。 

実習・演習（個⼈）  ○  個⼈単位でプログラミング課題の演習を実施する。 

実習・演習（グループ）  ―   

サテライト開講授業  ―   

その他  ―   

授業外の学習 

・事前に LMS で講義資料を提⽰するので、予習を⾏ってから講義に臨むこと。 

・演習課題として基礎課題と応⽤課題の 2 問を出題する。授業時間外に課題を実施する時間を⽤意し、2 問とも仕様
を満たしたプログラムを完成させること。 

授業の内容 

Java ⾔語の中級程度の内容を学修し、その応⽤スキルを修得する。講義において、Java ⾔語とその周辺に関する知
識を学修する。そして統合開発環境の⼀つである Eclipse を利⽤し、毎回の演習課題を実装することで、プログラミ
ングの実践スキルを磨く。具体的にはメソッドの引数と戻り値、コンストラクタ、メンバへのアクセス制御、オーバ
ーロード、クラス変数、クラスメソッド、継承といったクラスの仕組みを理解する。次に、クラスライブラリ、参
照、⼊出⼒、例外といった、クラスの使い⽅、ビルドシステム Maven を利⽤したオープンソースのクラスライブラ
リの活⽤スキルを修得する。 

   



授業の計画 

回数  内容 
サテライト 
開講 

対⾯/録画 

第 1 回 
本講義の進め⽅について説明する。その後統合開発環境 Eclipse の利⽤法、Java ⾔語
の⽂法（変数、基本型、演算⼦）について説明する。 

―  対⾯ 

第 2 回  Java ⾔語の制御構造（分岐、繰返）及び配列について説明する。  ―  録画 

第 3 回 
クラスとフィールド、クラスの宣⾔とインスタンスの作成、複数インスタンスの作
成について説明する。 

―  対⾯ 

第 4 回  Java ⾔語のメソッド及びクラスのフィールドと局所変数について説明する。  ―  録画 

第 5 回 
クラスメンバへのアクセス制御、オーバーロード、コンストラクタについて説明す
る。 

―  対⾯ 

第 6 回  インスタンスとインスタンス変数、クラス変数について説明する。  ―  録画 

第 7 回 
インスタンスメソッドとクラスメソッド及び、static なメンバの利⽤⽅法を説明す
る。 

―  対⾯ 

第 8 回  クラスライブラリの利⽤⽅法及びオブジェクトの配列について説明する。  ―  録画 

第 9 回 
Java ⾔語における継承とそのアクセス制御、またスーパークラスのコンストラクタ
呼び出し、オーバーライド、多態性について説明する。 

―  対⾯ 

第 10 回 
パッケージ及びクラスのパッケージ化、またパッケージに含めたクラスの利⽤⽅法
について説明する。 

―  録画 

第 11 回  抽象クラスの考え⽅及び利⽤⽅法について説明する。  ―  対⾯ 

第 12 回  インタフェースの考え⽅及び利⽤⽅法について説明する。  ―  録画 

第 13 回 
Java ⾔語における例外処理及び例外クラス、例外の作成と送出⽅法について説明す
る。 

―  対⾯ 

第 14 回 
Java ⾔語における⼊出⼒及び、キーボード、ファイルからの⼊⼒、ファイルへの出
⼒⽅法について説明する。 

―  録画 

第 15 回 
Apache Maven 及び、Eclipse、コマンドラインでの Maven 利⽤⽅法、中央リポジトリ
のライブラリについて説明する。 

―  対⾯ 

試験  選択及び記述形式の筆記試験を実施する。  ―  対⾯ 

成績評価 

筆記試験 50%、演習課題 50%で評価する。筆記試験では、Java ⾔語仕様についての理解度を選択式問題及び記述問
題で評価する。演習課題は毎回の授業で実施し、授業内容に基づいたプログラムを作成する。課題は講義で学んだ
ことに基づいて作成する基礎課題と、それまで学んだ知識を含めて作成する応⽤課題の 2 題を出題する。それぞれ
の課題について、講義で学んだ正しい仕様で実装しているか、また実⾏に問題が無いかを評価する。 

教科書・教材  講義資料は LMS で提供する。 

参考図書 
[1]  ⼤野澄雄編、『アクティブラーニングで学ぶ Java プログラミングの基礎 1』、コロナ社、2015 年 

[2]  ⼤野澄雄編、『アクティブラーニングで学ぶ Java プログラミングの基礎 2』、コロナ社、2014 年 

 


