
レポート作成 プレゼン大会

データの収集 就職活動

大学生になるとレポートという課題があります。
1200字程度の長文を用紙にまとめて提
出するのですが、手書きで書くと手間
がかかります。
そんな時にWordがあると便利です！

ゼミ活動の中に、プレゼン大会というゼミごとの
大きな発表会があります。発表する内容
をPowerPointのスライドに作成し、
それに沿って発表します！

プレゼン大会では多くのデータをまと
める必要があります。その際にとても便利
なのがExcelです。データをきれいにまとめるこ
とができるだけでなく、足し算や掛け算などの演
算も簡単に行えます！

就職活動の情報収集などでパソコンを
使います。また、近年ではインターネットから
就職活動のエントリーシートを受け付ける企業
もありますよ！

この講習会は、パソコンでの資料作成やプレゼンをするためのパワーポイント作成など、大学生活の中で必要とされる
スキルを皆さんに身につけていただくことを目的としています。また、生協学生委員が運営させていただきますので、
学生としての視点から学びたい内容を凝縮しています。さらに、パソコンを初めて使う方でも安心して参加していた
だけるように生協学生委員が全力でサポートさせていただきます。ぜひご参加ください。

3.基礎から学べる!!!

パソコン講習会10.

講 座 1コマ 60分×5回

九州国際大学では
4年間を通して

パソコンを
使用します!!!

第 0 回
第 1 回
第 2 回

パソコンセットアップ（無料） 購入者全員が対象です。
パソコンの基本操作
Microsoftの講師によるSurfaceの活用

地域経済学科
（10：00～13：00）

法学部・国際社会学科
（14：00～17：00）

内　容
回　数

1日目

※第0回は購入者の全員が対象です。第1回からは講習会の購入が必要です。

第 3 回
第 4 回
第 5 回

Word「Officeの基本操作を知り、レポートを書こう」
Excel「関数を使って表を作ろう」
PowerPoint「スライドを作ってプレゼンをしてみよう

午前の部
（10：00～13：00）

午後の部
（14：00～17：00）

内　容
回　数

2日目

※午前の部と午後の部は1日目の最後のアンケートで聞き取ります。

1日目 … 4月11日(土)10：00～ 地域経済学科
14：00～ 法学部・国際社会学科

2日目 … 4月12日(日)10:00～ / 14:00～
会  場 … KIUホール 1階 食堂 (予定)

開催概要

講習会第2回以降の持ち物

DINOS
登録情報用紙
(学校から配布
 されるもの)

生協
オリジナル
パソコン

以上の4点を毎回持ってくるようにしてください。その他必要になるものは、講習会最後の〝次回予告″
につき連絡いたします。なお、購入されたパソコンは初回の講習会の際にお渡しいたします。

大学生にはパソコンは常に必要なものになります。より充実した大学生活を送るために、またこれから
の大学4年間をその先の将来につなげるためにも、このパソコン講習会に参加し、実用的なパソコンス
キルを身に付けてください。

1.グループワークがある！

講習会のメリット

2.学生アドバイサーがいる!!2.学生アドバイザーがいる!!
みんなで学びあえる環境を

作っているので
置いていかれることがない

生協学生委員が
学生アドバイザーをしているので

気軽に質問ができる

大学の講義や
社会で使うスキルの
基礎～標準まで学べる

Q.
A.九州国際大学では講義のレポートや履修登録、プレゼン大会などパソコンを使う
場面が多くあります。さらに、3，４年生になると就職活動の為に企業とメールのやり
取りをしなければなりません。そんな時でも何処にでも自由に使う事の出来る自分
専用のパソコンがあるととても便利です。また、社会に出るとパソコンのスキルが求
められます。自分のパソコンを持って日頃から使えるようになっていれば安心です！

どんな場面でパソコンを使うの？

実際に講習会を受けた生徒の声

法学部法律学科
新2年生 新田 隼士

私は高校生の時にパソコンの授業はありましたが、詳しい内容をあまり覚えていませんでした。高
校と大学とではパソコンを使う頻度も使う内容も全然違います。このパソコン講習会でパソコンス
キルだけではなく、大学でパソコンをどう使うのかを学ぶことができました。特に、PowerPointは
ゼミでの発表でいつも使っていて、今でもパソコン講習会で学んだパソコンスキルとプレゼンテー
ションの発表方法は役立っています。また、Wordを使った課題作成もあり提出もメールを使って
います。パソコン講習会は九州国際大学の先輩が教えてくれるので、先生では聞きにくい質問もど
んどん聞くことができました。講習もグループに分かれて行うので、そのグループでも友達ができた
り、質問しあえたりして楽しかったです。自分たちで作業することが多かったので、覚えることも早かっ
たです。大学でのパソコンの使い方も学べるし、友達もできるので、ぜひ皆さんご参加ください。

ここだけの話!!! 実際に参加した学生の話
を聞けます♪

入学準備説明会では…

1. 2.実際にパソコン講習会を
運営している学生の話を
聞けます♪

九州国際大学での実例とパソコンの関わり

キーボード +
ペ ン

ACアダプタ

組合員価格 ¥16,500 税
込

12 13
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