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概要
平成 10 年度より開講したセンター教官による普遍教育 (一般教養) セミナー型科目「ソフトウェア開発セミナー」の 1 年
半に渡る実施報告を行なう。また、これまでの成果を踏まえて平成 11 年度後期より使用する予定の新しいカリキュラムにつ
いて紹介する。
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1 セミナー開講の目的

ことは由々しき事態であると考える。
そのような状況の中、学生たちのプログラミングに関

近年のパソコンの飛躍的な普及に伴い、計算機に対
して抵抗を持つ学生は格段に減ってきた。しかし大方の
学生は計算機上のアプリケーションソフトウェアをただ
使うだけであり、また計算機に関する能力についても、
ただソフトウェアが使えるだけで良いとする風潮が世
の中に浸透しつつある。そのため数年前までは計算機を
利用する者の多くが関心を持っていたプログラミング
に対して、最近では興味すら示さない者が増えてきた。
今後の計算機ソフトウェアの発展に寄与すべき若き学生
たちの間にプログラミングに対する興味が薄いという

する知識と能力を適切に評価してやることで学生たち
にプログラミングの楽しさと充実感を認識させ、より深
い興味を抱かせるとともに、その能力を最大限に引き出
すことを目的とし 、本セミナーは開講された。

2 カリキュラム

ナー当日に発表する。準備段階では必要に応じて教官が
セミナー以外の時間帯にアドバイスをする。テーマとし

2.1

概要

てはこれまで以下のようなものを与えてきた。

本セミナーの特徴は理工系の学部の専門教育で行わ



れるプログラミング実習のような数値計算やシミュレー

BSD socket

を用いたネットワークプログラミン

グの基礎

ションのためのプログラミングではなく、実用性を重視
した本格的汎用アプ リケーションの開発を目的として

 著作権、GPL

いる点である。また通常のプログ ラミング実習が個人

 ド キュメントの書き方

で行われるのに対し 、現在のようにソフトウェアが巨大

(GNU General Public License)

化している場合に必要とされるソフトウェアの分業開

 文字コード 、プログラムの国際化

発を行い、そのための「他人が読みやすいプログラム」



を書くための訓練をする。その際に汎用性の面やドキュ

make 、RCS (Revision Control System)

 動的ライブラリ (共有ライブラリ、DLL)

メントの整備方法、著作権の取り扱いなどについて教官

 マルチプラットフォーム化

が指導する。

セミナー後半は各グループで開発中のソフトウェアの
2.2

受講者数

ソースコードを持ち寄り、工夫した点を説明したり、ま

前期後期各々 10 人以下とした。これはセンター内に
あるセミナー用の実習室の物理的制限にもよるが、学生
間のより緊密な協力関係を期待することもあり、この人

た「こういうことがしたいが 、ど うすればよいか? 」な
ど疑問点を挙げて、全員で検討する。その際にはソース
コード の書き換えやプログラムの実行を伴う。
受講終了後は各人がお互いの作品について意見を述

数に設定した。

べあい、評価しあう。成績は学生たちの相互評価を基に
採点する。またセミナー受講後には、自分の作ったソフ
2.3

受講前提条件

C, C++, Java, Perl, Tcl/Tk, Emacs Lisp

トウェアの「 宣伝用ポスター」を作らせて提出させて
などのう

いる。

ちいずれか一つ以上のプログ ラミング 言語に関する基
礎知識を有していることとした。したがってプログラミ

セミナー用計算機環境

2.5

ング言語の基礎については本セミナーでは触れない。
UNIX
Linux)
2.4

受講内容

ワークステーション (Sun, HP, SGI, FreeBSD,

を中心に Windows NT 、MacOS や BeOS も用

意している。教官がいる場合に限り、セミナー用実習室

受講修了までの数ヵ月の間に数人のグループで一つ以

を自習で使えるように開放している。またネットワーク

上のソフトウェアの開発を義務づける。ソフトウェアの

プログラムの実験用にこれらの計算機を用いてプライ

内容はメールリーダや WWW ブラウザ、チャットシス

ベート LAN を構築している。

テム、ゲーム、作画ツールなどオリジナリティさえあれ
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ば種類を問わない。開発そのものは自習時間中に行なわ
せる。

現在の学生気質
本セミナー開講以前の予想に反してセミナー受講希

前半はプログラム開発に必要な事項に関する輪講を

望者が多いのは意外であった。しかし受講希望の理由と

行なう。教官から指定された各テーマについて担当者を

して「 単純にプログラミングに興味がある」というも

決め、学生自らがそのテーマに基づいて調べ、その結

のばかりではなく、
「技術を身につけて就職に役立てた

果をレジュメにまとめてスケジュールで決められたセミ

い」というものもあった。

また、受講開始時点におけるプログラミング技術につ

導入する。Gtk+ は Gimp (GNU Image Manupilation

いては学生によって大きな格差があった。一般的には自

Program)

宅に Windows の開発環境があり、それを用いたプログ

キットであるが 、Windows にも移植されている。また

ラミングの経験のある者の方が技術が高いように思え

Gtk+

るが 、実際には GUI を有した開発環境とその開発支援

といったウィンドウ・プログラミングに必要な要件をほ

ツールに完全に寄りかかったプログラミングしか経験の

ぼ全て有していながら C または C++ 言語を用いて極

ない学生の場合は必ずしも技術は高くなく、また現状で

めて簡単にウィンド ウ・プログラムを作成することがで

満足しているせいか今以上に技術を高めようとしない

きる便利なライブラリであり、近年 GNU による統合デ

傾向があった。一方、プログラミング技術の高い学生は

スクトップ環境 GNOME をはじめ、多くのソフトウェ

Windows

でのプログラミングの経験もあるが 、それ以

アに使われ始めている。更に Gtk+ にはインタフェー

外にも FreeBSD や Linux などの UNIX 系 OS でのプ

スビルダとして Glade という GUI を有した開発支援

リミティブな環境におけるプログラミングの経験が多少

ツールもあることから、ウィンド ウ・プログラミング初

なりともある者に多かった。

心者向けの教材として採用することにした。

用に開発された X Window System のツール

はウィジェットやイベントループ・イベント処理

セミナーの最終目標であるプログラム開発について

また「プログラムの国際化」については GNU gettext

特徴的な点は、教官からの指示に反してグループでプロ

を中心にこれまでよりも大きく取り扱い、既存のソフト

グラム開発を行なわなかった者が多い点である。半期の

ウェアで国際化されていないものを学生に国際化させる

セミナーという短い期間で仲間を作ることが難しいと

ことも検討している。

いうこともあるが、全てを一人でやってしまおうという
傾向が多々見られた。
一方、開発されたソフトウェアが メールソフトや管理
ツールなどの実用的なものからネットワーク対戦型ゲー

更に後半のプログラム開発では、自分で一から作った
ものばかりでなく、既存のソフトウェアを自分の必要に
応じて書き換えて機能を追加したものでも可とするこ
とにした。

ムまで多岐に渡ったのは良かったのだが、全てを一から
作ろうとしたこともあり、セミナー受講期間中に完成し
たソフトウェアがほとんどなかった。ソースコードが公
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