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授業のねらい
データベースは、現在、コンピュータ技術において重要
な役割を果たしています。しかし、データベースを有効
に使用するためには、データベースの理論をある程度理
解する必要があります。本授業では、データベースの基
礎概念、種類、応用、問題点などについてをデータベー
スの操作を通して解説します。
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テキスト
ミック 著
SQL 第2版 ゼロからはじめるデータベース操作，
翔泳社，ISBN： 978-4798144450

参考図書
中山 清喬 著/飯田 理恵子 著
スッキリわかる SQL 入門 ドリル215問付き! (スッキリシリーズ)，インプレ
ス，ISBN：978-4844333937
小泉修 著
<最新>図解でわかるデータベースのすべて
日本実業出版社，ISBN978-4534042477 
アンク 著
SQLの絵本―データベースがみるみるわかる9つの扉，
翔泳社， ISBN: 978-4798106694
角谷 一成 著/イエローテールコンピュータ 著
基本情報技術者 合格教本 (情報処理技術者試験) 
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成績評価の方法
平常点，レポート，提出物，課題，試験などで総合的
に評価する．
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背番号 ポジション 選手名 身長 生年月日 垂直跳び 血液型 住所
1 セッター 山本美樹 158 2001.01.24 56 Ａ 足立区
2 ライト 近藤真子 155 1999.11.23 60 Ｏ 江東区
3 レフト 三枝康子 157 2001.05.05 51 Ａ 江戸川区
4 レフト 斉藤真由美 160 2002.04.08 48 Ｂ 足立区
5 ライト 山本真紀 162 2002.02.28 58 Ａ 葛飾区
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• PostgreSQL
• MySQL
• SQL.Server
• SQLite
• Access
• Oracle
• MariaDB
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1. PostgreSQL9.5.16のダウンロード
（Windowsのバージョン，何bitか注意）

2. PostgreSQL9.5.16のインストール

注意1：インストールディレクトリは「C:¥Program 
Files¥PostgreSQL¥9.5」から「C:¥PostgreSQL¥9.5」に変更

注意2：データを保存するディレクトリは「C:¥Program 
Files¥PostgreSQL¥9.5¥data」から「C:¥PostgreSQL¥9.5¥data 」
に変更

・データベース管理者のパスワードは覚えやすいものを設定

・ポート番号はそのまま「5432」で大丈夫

・Locateは「Japanese, Japan」を選択

・終了画面時「Launch Stack Builder at exit?」のチェックを外して
[Finish]
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