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1 ログイン
練習 1-1 端末の電源をいれ, ログイン (ユーザ名とパスワードを入力)してみよ. 画面下にたくさ
んのソフトを起動するアイコンが並ぶので, いくつかを起動→ 終了させてみよ.

終了方法はソフトによって異なるかもしれないが多くの場合, たとえばXYZというソフトであれ
ば, メニューから「XYZ→ XYZを終了」を選択する事で終了できる.

2 Webブラウザ
練習 1-2 画面下の方に並んでいるアイコンの中から, Safari (Webブラウザ. Windowsの Internet

Explorerに相当)をクリックして起動してみよ.

「東京大学情報基盤センター 教育用計算機システム」というページ (以下トップページ)が表示
されるよう, あらかじめ設定されている.

トップページ左側のメニューのうち, 以下は重要なページ. 中身を少し眺めてみよ.

CFIVE: 課題を提出するためのページ. 本講義用のCFIVEページというのを見つけてください.

はいぱーワークブック (HWB) コンピュータ, 特に情報棟のコンピュータの自習用システム. 本講
義中の演習で出てくるソフトを習得する際も適宜活用すること.

以下で「HWB X参照」のように表示してあるのは, はいぱーワークブックの項目Xを参照せ
よという意味である.

たとえばWebブラウザは, はいぱーワークブック 9章 (HWB 9)に説明がある.

MailSuite: メールを送るのに一番簡単な手段がこれである. HWB 10参照.

講義用WWWサーバ: 情報の担当教員がずらっと表示されるので, この中から田浦を見つけて本
講義のホームページ (タイトル「教養学部情報 (田浦担当)ホームページ」)にたどり着いてみ
てください.

授業中に講義を聞かずに無関係なページ (mixiや youtubeなど)に夢中になることは論外の行為
である. 説明はコンピュータに不慣れな人でも通じるように話すので, もしコンピュータに慣れて
いて, 課された練習内容が簡単過ぎるという人は, 配布資料の先をどんどん読み進めて課題を始めて
構わない.
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3 メール
練習 1-3 メールの送受信をしてみよ. 「HWB 10. 電子メール」を参照して, MailSuiteというメー
ルソフトの基本的な操作などを読む. アカウント名とパスワードは, システムに最初にログインし
たときのものと同じ.

• まず試しに自分にメールを送って, それを受信してみよ. 練習なので中身は何でもよい. 自分
のアドレスは「ユーザ名@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp」となっているはずで, たとえば,

g012345@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

のような具合.

• 次に, メールアドレスを間違えて送るとどうなるかを知っておこう. これは今後, 不意に間違
えて送ることがあるので重要である. しかし間違って存在するところに送ってしまうと大変だ
から, 以下の二通りとしておく.

abcdef@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

g012345@mail.ecc.u-tokyo.ac.j

@の前に間違いを書くか, @の後ろに間違いを書くかでエラーメッセージが異なる. どのよう
なエラー通知 (これもメールでやってくる)が送られてくるか, 見てみよ.

もちろん, 自分が普段自宅の PCや携帯で使っているアドレスとやりとりすることも可能で
ある.

• 自宅 PCでメールを読み書きできる人は, そこで使っているアドレス (自宅の自分)に向けて
メールを送ってみよ. 内容は上記, トップページのURL (Safariのアドレスバーからコピー&貼
り付けする) としてみよ. 自宅からトップページを参照するのに役に立つだろう.

• 友達間でメールを送ってもよいが, やはり講義・演習そっちのけでメールや chat に興じるこ
とはないように.

4 いろいろなソフト
画面の下の方にずらっと並んでいるアイコンが主なソフトである. 今回はWord (ワープロ), Excel

(表計算), mi (エディタ)を使う.

起動すると窓が現れるのが普通だが, miは現れない. それでも画面最上部のメニューはmiのメ
ニューになっているので, メニューからやりたい操作 (「ファイル→新規作成」など)を選ぶ.
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5 エディタとテキストファイル
「HWB 15. エディタ」も参照せよ.

簡単な (文字だけからなる)文書を書いたり, プログラムを書いたりする際に, 「テキストエディ
タ」(単にエディタと呼ぶことも多い)を使う. 本演習でも今後テキストエディタを多用する. 「テ
キストエディタ」は固有名詞ではなく, 「ワープロ」「Webブラウザ」などと同じように, ある種類
のソフトウェアの一般的な呼び名であり, 世の中には様々な種類のテキストエディタが存在する.

駒場 iMac端末上では以下の 3つが存在する.

mi エディタを使い慣れていない人はまずこれを使ってみるとよい.

emacs 非常に高機能なエディタで, MacやUnixを使いこなす人の多くが使っている. キーボード
操作などに慣れている人はこれを覚えてみるとよい.

テキストエディット 本授業では使わない.

練習 1-5 エディタを使って簡単なファイルを (中身は何でも良い)作り, 保存し, エディタを一度終
了し, 保存したファイルを再び開いて見よ.

この際,「HWB 8. 日本語の扱い」を参照しながら, 日本語と英語の混ざった文書を作れるように
なってみよ.

エディタとワープロの違い エディタで作成したファイルは, 通常「テキストファイル」と呼ばれ
る. テキストファイルは非常に単純な形式のファイルで, 多少単純化して言えば, エディタで表示さ
れる「文字」の情報だけがファイル中に格納されているファイルだ, と思っておけば良い. これに対
しワープロで作成した文書には段落の構造に関する情報, 文字のフォントやサイズ, 色などに関する
情報など, いわゆる文字列以外の情報がたくさん入っている. したがって人間の見た目には同じに
見えたとしても, テキストファイルとワープロのファイルでは, 中身は違うことに注意.

テキストファイルは非常に単純な形式のファイルであるために, 様々な場面で使われる.

• 実は, ワープロ, 表計算ソフトなどの高機能なソフトウェアも, 大概の場合「テキストファイル
を読み込む・テキストファイルとして情報保存する」という機能を持っている. ワープロであ
れば文字の装飾やレイアウトの情報は失われ, 文字情報だけが保存される. このことから, テ
キストファイル (ないしそれに近い形式のファイル)は, プログラム間で情報を交換する際の共
通形式 (最大公約数的な形式)として使われることが多い.

• プログラムのソースコードはテキストファイルとして保存する.

• 今後自分が作ったプログラムが計算結果などをファイルに出力する場合, 多くの場合 (単純な
ので)テキストファイルを用いることだろう.

• コンピュータの設定情報等も通常はテキストファイルとして保存されている.
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6 Finder

「HWB 13.3. Finderを使ったファイル操作」を参照.

いろいろなソフトでデータを適当に保存していると, どこにそれがしまわれたか分からなくなっ
てしまうことがある. コンピュータ上ではすべてのファイルが, ファイルシステムなるものにしまわ
れているのだが, 概念説明 (「HWB 13. ファイルシステム」参照) はいずれやることにしてここで
はそれを表示するソフト Finder の表面的な使い方を習得する.

• 画面下部のアイコンから, Finder (顔の絵)をクリック.

• まずホームフォルダを見よ. それには Finder窓の左にある家のマークをクリックする. おそ
らく以下のようなものが表示される.

– デスクトップ

– 書類

– ダウンロード

– . . .

あるユーザが作ったすべてのファイルは, 基本的には必ずそのユーザのホームフォルダ内のど
こかにある. 比喩的に言えばホームフォルダはまさにそのユーザの「家」であり, 上記「デス
クトップ」「書類」「ダウンロード」などの家の中の部屋である.

デスクトップ, 書類などのアイコンをクリックするとそれらの中身が表示される. クリックす
る前にいた場所に戻るには, Finderの窓左上の左向き三角ボタンを押す.

– Wordや Excelなど多くのソフトは, ユーザが意識的に保存場所を選択しなければ, 「書
類」フォルダの中にファイルを保存する.

– Safariで閲覧中のページを「ファイル→別名で保存」した場合も同様.

– Safariで画像やリンクを右クリックしてダウンロードした場合,「ダウンロード」ディレ
クトリに保存される.

– miや emacsなど一部のソフトは, ユーザが意識的に保存場所を選択しなければ, ホーム
フォルダの直下にファイルを保存する.

• たいがいのソフトで, 保存時に現れる窓で, 保存場所を変更することが可能である. 多数のファ
イルを作っていくと, そのうちすべてを「書類」フォルダに作りつづけるわけにはいかなくな
る. ファイルを保存する際, どこに保存するかは常に意識しておくのが基本である.

• ファイルの整理のために, フォルダを新しく作りそこへ関連するファイルをまとめることが可
能である. フォルダの作成は, Finder上で「地の部分で右クリック→新規フォルダ」

• ファイルをフォルダへ移動するには, ファイルをドラッグ-ドロップ (左クリックしたまま引き
ずる)すればよい. ただし Finder上で動かしたいファイルと, 目的地であるフォルダを同時に
表示しないといけない. そのために, 「Finderのアイコンを右クリック→新規 Finderウィン
ドウ」として, Finderの窓をもう一つ開く必要があるかもしれない.
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第一回課題
以下のファイルを作り, すべて一つのフォルダ kadai1にまとめ, そのフォルダを圧縮してできた
ファイル kadai1.zipをCFIVEを用いて提出せよ.

詳細手順は以下. ここでは基本的な操作の習得・確認をしたいだけなので, 行う作業に選択の余地
は設けない. ファイル名も以下の通り守ること.

word.docx Wordで, 0123456789の 10文字がかかれたファイル.

word.txt Wordで, 上記と同じ内容のファイル. だが,「ファイル→別名で保存→フォーマットを
『書式なし (.txt)』」として保存.

safari.html Safariで本講義のホームページ (「教養学部情報 (田浦担当)ホームページ」のこと.「東
京大学情報基盤センター 教育用計算機システム」の方ではない) を訪れ, そこで「ファイル→
別名で保存→『ページのソース』」として保存.

blue.bmp Safariで本講義のホームページの下の方に, 黒, 赤, などの正方形が並んだ部分がある.

その中の青い正方形を選び, 「右クリック→イメージを”ダウンロード”に保存」とする.

ここまでできたところで Finderを用いて, word.docx, word.txt, safari.htmlが「書類」というフォ
ルダにできていること, blue.bmp が「ダウンロード」というフォルダにできていることを確
認せよ.

確認できたら, Finderを用いて「書類」フォルダの中に, kadai1という名前のフォルダを作成し, こ
れまで作った 4つのファイルをそこへ移動せよ. 以降では保存をする際, 最初から kadai1フォ
ルダへ保存する練習をしてみよ.

excel.xlsx Excelで, A1, . . . , A10の 10個のセルに 0, 1, . . . , 9までを入力したファイル. 保存時に
kadai1に保存するようにする.

excel.csv Excelで, 上記と同じ内容のファイル. だが, 「別名で保存→フォーマットを『CSV (カ
ンマ区切り)』」として保存. やはり保存時に kadai1に保存するようにする.

miエディタで, 「ファイル→新規作成→標準」としてファイルを作る. そこに, 以下の情報を書
いていく.

これまで作った 6つのファイルそれぞれについて, Finderでそのファイル上を「右クリック→情
報を見る」として, サイズを調べる.

サイズ: 4KB (2,664バイト)

のように表示されているうちの, 括弧内の数字を見る. どのファイルが何バイトであったかを,

miエディタ上にメモしていく.

mi.txt 上記のmiエディタのメモは適当なタイミングで保存する. やはり kadai1内に保存する. 以
下で作業を継続している最中も適宜保存すること.
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これまで作ったファイルを, 無理やりmiエディタで開いてみよ (ファイル→開く). たとえもとも
とExcelで作ったファイルであっても, 気にせずmiエディタで開いてみる. すると, 意味が分
からない記号列が表示されてしまうファイルと, miエディタで「読める」文字から成るファイ
ルがあることだろう. mi.txt中に, それぞれのファイルについてどちらであったかを記入せよ.

mi.txtの内容は, 自分の名前や学生証番号を含め, 以下のような感じに書く事. もちろん以下で,

「サイズ」や, 「miで読めた」の欄はでたらめである.

---------------------------------------------------------------

情報 課題 1

クラス: 理 I-XX

学生証番号: gXXXXXX

氏名: なんのたれべえ

ファイル名 サイズ miで読めた
word.docx 1,234 yes

word.txt 5,678 no

safari.html 9,012 yes

blue.bmp 3,456 no

excel.xlsx 7,890 yes

excel.csv 1,234 no

---------------------------------------------------------------

課題提出方法:

1. 「書類」フォルダに戻り, kadai1フォルダを「右クリック→”kadai1を圧縮”」. すると「書類」
フォルダ中に kadai1.zipというファイルができる.

2. CFIVEで kadai1.zipを提出する. その方法は実演する.

3. 提出できたら, MailSuiteを使って, 以下の宛先に「報告」を送る. 報告は,

------------------------------------------------------

宛先: rktau0

件名: 第一回課題

学生証番号 gXXXXXX

氏名 gXXXXXX

第一回課題を CFIVEに提出しました.

------------------------------------------------------

というメールとして送る. kadai1.zipを送る必要はない.
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