
2020年度前期
情報リテラシー（経済経営学部）
情報処理入門（国際コミュニケーション学部）

第14回：タイピングデータの分析③レポートの作成



タイピングデータの分析
課題提出に使った自分の学籍番号-氏名-タイピングデータ.xlsxのファ
イルをそのまま使ってください
うまくできていない人は、一般チャネルーファイルタブークラスの
資料ー第13回ー第12回タイピングデータ.xlsxをダウンロードして保存
してください
ただしこれは自分のスコアではないので、後でやり直してください
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第12回の分析
以下のようなタイピングスコアの推移が分かるグラフを作成する
完成例
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第13回の分析：平均値の差の検定
結果のシートのA列とB列の境目をダブルクリックして、列幅を自動調整
P（T<=t）両側のP値を確認するとほぼゼロ
男子と女子のタイピングスコアは、意味が有るほど離れていて、女子の方が速
い！（がんばれ男子…）
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経済経営学部のデータでは、
9.6049E-05  と表示される

これは
9.6049×0.00001 のこと

桁数が多い数値を表すために指数を
表すEを使っている

つまり 0.000096049  のこと

極めてゼロに近い！



第13回の分析：スコアとPC利用年数の関係
箱ひげ図
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この箱の中に全体の50％
のデータが入っている

よく見ると箱の両脇に飛び出している
これは平均を表している

利用経験が0〜6年の人の平均より、7年と9年の平均は高いようだ



第13回の分析：3分類以上の平均値の比較
3つのクラスの平均値は、クラスごとに違うと言えるだろうか？それ
ともだいたい同じだろうか？
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P値は1.58E-06。これは0.00000158のこと。ほぼゼロ
P値が0.05より小さいので、3つのクラスの平均には有意な違いがある！



授業回を使った分析
これまでの分析は、第2回〜第11回までのデータをぜんぶまとめて分
析していたものだった
もっと回数ごとの違いを分析したい

後藤クラスと長原クラスの、クラス平均の推移を比較する
第2回では、男子と女子には有意な差があるかないか
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2クラスの比較
Sheet1の表の中のセルを1つ選択した状態で、
挿入タブーピボットグラフーピボットグラフとテーブル
軸領域に授業回、凡例領域にクラス、値領域にスコア
スコアを右クリックして「値フィールドの設定」で平均にする
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2クラスの比較
クラスのフィルター
ピボットテーブルの列ラベル横の▼をクリックして、
長原クラスと後藤クラスだけにチェックを入れてOK

グラフの種類の変更
ピボットグラフを選択した状態で、デザインタブーグラフ
の種類の変更。マーカー付き折れ線にしてOK
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フィルターの操作
ピボットグラフでは、フィルターボタンを自動作成してくれる
クラスのボタンで、任意の2クラスにチェックを入れて比べてみよう
5クラス全部の折れ線を表示してみよう
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1つのクラスの第2回の男女差を比較する
Sheet1でデータタブのフィルターのクリアボタンが
押せたら押して、データをすべて表示する
クラスの横の▼を押して、自分のクラスにだけチェックを入れる
授業回の横の▼を押して、第2回にだけチェックを入れる
性別の横の▼を押して、昇順
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1つのクラスの第2回の男女差を比較する
データタブー分析ツールー「t検定：分散が等しくないと仮定した2
標本による検定」
変数1の入力範囲に女子のスコア
変数2の入力範囲に男子のスコア

第2回のとき、男女の差は
有意だったか？
第10回ではどうだろうか？
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第14回：タイピングデータの分析③レポートの作成

今回の目的：
これまでの分析の結果を、Wordを使ってレポートにまとめる

今回の到達目標：
1. Excelでフィルターを活用できる
2. 自分なりの分析を実施できる
3. レポートの形式にのっとった、正しいレポートが書ける

14



レポートの形式

レポートを提出するときは、正しい形式を守らないといけない
それができていないと減点されてしまう

これから動画を見ながら、レポートの形式に沿ったファイルを準備
します（個人作業）
ファイルが準備できたから、本文を書いて、完成させて来週の授業
までにTeamsの第14回課題に提出するのが宿題になります



標準的なレポート形式
タイトルを書く
MSゴシック、12pt、中央揃え
「タイトル」と「学部学科・学籍番
号・名前」の間は1行空ける

学部学科・学籍番号・名前を書く
MSゴシック、10.5pt
行頭を合わせて右寄せ
「学部学科・学籍番号・名前」と
本文の間は1行空ける

本文
MS明朝、10.5pt
段落冒頭は必ず一文字空白で字下げ
段落以外の余計なところで
改行しない

見出しをつける場合は
MSゴシック 10.5pt
番号をつける（例： 1. 2. ）
見出しの前も１行空ける

図・表を入れる場合は
「図1 図の説明」のように
図表番号・キャプションを入れる
キャプション位置は
図は図の下、表は表の上
キャプションは(MS)ゴシック 10pt
中央揃え
本文中から「図1は〜」のように言
及



MSゴシックとMS明朝
Windowsの以前の標準フォント
同幅フォント。原稿用紙のマス目のように均一に文字が並ぶ
MS明朝は本文に使う。MSゴシックはタイトル、見出し、図表キャプションに使う
どちらも古いフォントだが、いまだにアカデミックな論文では使われている（誰でも使
えるフォントだから。過去のたくさんの文書に使われているから）
Wordの拡大率が低い場合は、違いが分からないかもしれないが、拡大率を高くすれば
明朝とゴシックの違いはハッキリする

プロポーショナルフォント（MS Pゴシック、MS P明朝）
文字の幅、字間が調整されたフォント。こちらを使った方が、文章は綺麗に表示される
はずなのだが、論文ではあまり使われない
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レポートを書く
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第14回資料_レポートファイルの準備.mp4の動画を見ながらWordのファイルを準備す
る
タイピングデータ.xlsxで自分なりのオリジナル分析を1つする
見出しの構成
1. 学年平均との比較
2. 男女の比較
3. オリジナル分析
4. 分析を終えて

字数：1500文字以上
ファイル名：学籍番号-氏名-タイピングデータ分析レポート.docx
締め切り：次回の授業開始まで
Teamsの一般チャネルー課題ー第14回課題に提出
次回は、書いてきたレポートを修正する作業、タイピング最終試験、学期全体の振り返
りをおこないます



最終レポート 評価ルーブリック
5点 3点 1点 0点

学年平均との比
較

正しくグラフが作成でき、
学年平均と自分のスコアの
比較が、数値を挙げてでき
ている

グラフが完全ではないか、
学年平均と自分のスコアの
比較が不十分

グラフが大きくまちがって
いるか、学年平均と自分の
スコアの比較がほぼできて
いない

グラフがないか、文章の意
味が通っていない

男女の比較
平均値の差の検定ができて
おり、表が正しく貼られ、
解釈が正しく文章で説明で
きている

平均値の差の検定ができて
おり、表が正しく貼られて
いるが、解釈の文章の説明
が不十分

平均値の差の検定が間違っ
ているか、解釈の文章が間
違っている

平均値の差の検定ができて
いないか、文章の意味が
通っていない

オリジナル分析

授業で習った分析手法を
使って、授業で扱ってない
データを正しく分析し、図
もしくは表を貼り、解釈の
文章が正しい

授業で習った分析手法を
使って、授業で扱ってない
データを分析し、図表も貼
り付けているが、解釈の文
章の説明が不十分

授業で習った分析手法を
使って分析しているが、結
果や解釈の文章が間違って
いる

オリジナルな分析を実施し
ていない

レポートの書式
タイトル、学部氏名、見出
し、図表キャプション、本
文が指定されたフォント、
書式で表記されている

タイトル、学部氏名、見出
し、図表キャプション、本
文のうち2つまでが間違っ
ている

正しく指定のフォント、書
式を守っているのが1つく
らいしかない

指定のフォント、書式を
まったく守っていない

文章
誤字・脱字がなく、主語述
語が一致し、段落の開始が
字下げされていて、文章が
読みやすく1500字以上

数カ所、誤字・脱字等の間
違いがあるが、1500字以
上書いてあり、問題なく読
める

数カ所以上の、誤字・脱字
等の間違いがあるが、
1500字以上、書いてある

1500字以上、書いてない
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授業終了まで

自習タイム
 第14回資料_レポートファイルの準備.mp4の動画を視聴する
 質問はTeams第14回チャネル投稿タブですること！
 1500文字以上書けたら、Wordファイルを、一般チャネルー課題ー第14
回課題に提出すること

 時間内に終わらなければ宿題にすること
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
20分くらい？
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