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情報技術基礎平成１６年度シラバス

教 科 工業科 単位数 ３単位 学科・学年・コース・組 電気システム科 １年○組

使用教科書 情報技術基礎 （ ○○出版 ）

副 教 材 等 ２級情報技術検定試験演習問題集、各アプリケーション解説書、プリント

１ 学習の到達目標

［学習指導要領の目標］
社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに、情報技術に関する基礎的な
知識と技術を習得させ、情報及び情報手段を活用する能力と態度を育てる。
［具体的な目標］
(１)これから学ぶ専門科目や実習等で情報活用ができる基礎的な知識や技能を確実に身に付ける。
・ワープロソフトを用いて、課題や目的に合わせ読みやすい文書が作成できる。
・ウィルス感染や不正使用等の情報倫理について理解し、インターネットを用いた情報の収集や
電子メールの送受信を必要に応じて積極的に活用できる。

・Ｃ言語の基本的な関数の働きを理解し、目的に応じて簡単なプログラムが作成できる。
・基本的な論理回路の働きを理解し、デジタルＩＣを用いて簡単な回路や実験ができる。
・コンピュータを構成する装置の種類と機能を理解し、目的に合わせ適切に選択できる。
・情報を整理し、相手にわかりやすく表現するＷｅｂ画面を作成することができる。
・表計算ソフトを用いて、集計表やグラフの作成などの基本的なデータ処理ができる。
(２)情報技術への関心や学ぶ意欲をもち、自ら調べて学ぶ習慣を身に付ける。
(３)「知識・理解」の到達度の目安として、「２級情報技術検定試験」の合格を目指す。
(４)代替する普通教科「情報」が科目の目標とする情報活用能力を身に付ける。

※「評価」欄に各項目の理解度を自己評価し、Ａ～Ｅを記入する。２ 学習の計画

月 学 習 内 容 学 習 活 動 ・ ね ら い 実 験 ・ 実 習 な ど 提出課題・考査など評価

1-1 情報化の進展と産業社会 ・情報技術の進展を事例を通して理解し、コ ビデオ教材の活用 アンケート４
2-1 コンピュータのハードウェア ンピュータを効果的に活用しようとする。 レポート
2-2 ソフトウェア ・コンピュータのハードウェアやソフトウェ ＣＤ－ＲＯＭ教材を 確認テスト
2-3 コンピュータの基本操作 ア役割について理解する。 活用した授業
2-5 オペレーティングシステム ・Ｗｉｎｄｏｗｓの基本操作ができる。

2-4 ワードプロセッサの利用 ・ワープロソフト（MS-Word）を用いて基本 [コンピュータ実習室]５
的な文書作成と印刷ができる。 ・ワードの基本操作 課題作品製作
・課題や目的に合わせ読みやすい文書作成に ・例題文書の作成
ついて工夫する。 ・課題文書の作成 実技テスト

2-6 アクセサリの利用 ・簡単な画像処理と画像の貼り付けができる ・デジタル画像処理

3-3 ソフトウェアの応用 ・インターネットを用いた情報の収集・検索 [コンピュータ実習室] 課題作品製作６
が効率よくできる。 ・効果的な情報の収
・電子メールの受信・送信やファイルの送付 集と発信の実習 実技テスト
ができる。

1-2 情報化社会への対応 ・ウィルス感染や不正使用等の情報社会の安 ・ビデオ教材活用 確認テスト
全性や情報倫理について理解する ・ロ－ルプレーイング レポート

［テスト範囲］教科書○○～○○ページ テスト得点前期中間考査

4-1 プログラミングの概要 ・処理作業を分析し、流れ図に表現できる。 ・問題集 確認テスト

4-2 プログラミング ・Ｃ言語の基本的な関数の働きを理解し、そ [コンピュータ実習室]７
4-3 順次形処理 の活用ができる。 ・プログラミング実習 確認テスト
4-4 選択形と反復形処理 ・順次形・選択形・反復形処理を行うプログ ・問題演習

ラムが作成できる。

・夏季休業中に取り組める教材（問題集・課題）により自主的な学習を進める。 自主学習のための実習室利用が可能８

4-5 その他の処理 ・配列を用いたプログラムが作成できる。 ・課題プログラミング レポート９

［テスト範囲］教科書○○～○○ページ、演習問題集○○～○○ページ、プリント テスト得点前期期末考査

5-1 データの表現 ・２進数と１６進数の基礎知識を身に付け簡 ・問題演習 確認テスト
単な演算ができる。

5-2 論理回路の基礎 ・文字コードやハードウェアのデータ表現の [コンピュータ実習室]10
方法を理解する。 ・ｅ-ラーニング
・基本的な論理回路の働きを理解し、真理値 ・プリント、問題集 確認テスト
表や論理式で表現することができる。 による演習
・半加算器などの簡単な組合せ論理回路の設
計方法を理解する。（ブール代数）

5-2 論理回路の基礎 ・デジタルＩＣの取扱を理解し、簡単な実験 ・ブレッドボードに レポート11
ができる。 よる実習 実技テスト
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5-3 処理装置と周辺装置 ・ＣＰＵやメモリの役割と命令実行の流れを ・コンテンツ活用授業 プリント
理解する。
・入出力装置や補助記憶装置の種類と機能を ・パソコン組立実習 確認テスト
理解し、目的に合わせ適切に選択できる。

5-4 コンピュータ制御の概要 ・インターフェースやセンサなどの基礎知識 ・コンテンツ活用授業12
を身に付ける。
・各種機器がコンピュータで制御されること ・組込用マイコンに レポート
の特長を理解する。 よる制御実習

［テスト範囲］教科書○○～○○ページ、演習問題集○○～○○ページ、プリント テスト得点後期中間考査

復習問題 ・情報技術検定試験問題中心の演習 冬季休業中に取り組 過去問題テスト
める教材により自主

復習問題 ・情報技術検定試験問題中心の演習 的な学習を進める。 １月○○日（○）１
情報技術検定試験6-1 インターネット ・インターネットの仕組みや接続方法の基礎

6-3 データ通信とネットワーク 知識を身に付ける。 ・ＬＡＮ基礎実習
6-2 マルチメディアの概要 ・簡単なＨＴＭＬの知識を身に付け、ホーム [コンピュータ実習室] 得点

ページ作成ソフト等によりマルチメディア ・Ｗｅｂページ作成
素材を用いたＷｅｂ画面の作成ができる。 実習 合否

6-2 マルチメディアの概要 ・各自テーマをもってＷｅｂ画面を作成し、 [コンピュータ実習室] 課題作品制作２
相手にわかりやすく表現する工夫をする。 ・学習成果のまとめ

3-1 アプリケーションソフト概要 ・表計算ソフト（MS-Excel）を用いて集計表 ・エクセル基礎実習 実技テスト
3-2 表計算ソフトウェアの利用 やグラフの作成と印刷ができる。

3-2 表計算ソフトウェアの利用 ・身近な事例について、簡単な問題のモデル [コンピュータ実習室] レポート３
化の方法を考察し、コンピュータによるシ ・エクセル課題実習
ミュレーションができる。 ・学習成果のまとめ

［テスト範囲］教科書○○～○○ページ、プリント テスト得点後期期末考査

学習成果発表会 ・科目の目標となる学力が身に付いた。 ・発表 レポート

３ 課題・提出物等

・各学習内容における課題、レポート、作品等は、学習支援サーバの指定場所にディジタルファイル
で学習履歴として保存する。（授業時間以外に提出する場合は、電子メールで送付する。）
・授業ノート（学習の区切りごとに提出する。疑問やアイデア、意見なども記入しておくこと。）

４ 評価規準・評価方法

評価は次の４つの観点から行います。

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解

情報化社会を構築する技 ・情報技術の活用法を適 ・情報及び情報手段を適 ・社会における情報化の・

評 術について関心をもって 切に判断できるか。 切に活用する技術を身に 進展と情報の意義や役
価 いるか。 ・情報技術に関する諸問 付けているか。 割を理解しているか。
規 情報活用能力の向上に意 題の解決を目指して自 ・実際の仕事を合理的に ・情報技術に関する基礎・

準 欲的に取り組んでいる ら思考を深め、創意工 計画し、適切に処理する 的な知識を確実に身に
か。 夫する能力を身に付け ことができるか。 付けているか。
情報技術を実際に役立て ているか。 ・学習成果を的確にわかり・

ようとしているか。 やすく表現できるか。

評 授業に取り組む態度 ・定期考査 ・実習への取組 ・定期考査・小テスト
価 ノート､プリント､作品 ・ノートやレポート、 ・課題作品、実技テスト ・ノートやレポート、
方 等の内容と提出状況 プリントの内容 ・学習成果の発表内容 プリントの内容
法 発展学習への取組 ・作品の創意工夫 ・発展学習への取組 ・課題作品

・ポートフォリオ評価の手法を用いて、授業中だけでなく家庭や放課後等に自主的に取り組んだ学習や資格取
得等の発展的に取り組んだ学習も評価に加えますので、積極的にいろいろ挑戦し学習履歴に残しましょう。
・自己評価や相互評価を積極的に取り入れ評価の参考にします。自分の学習への取組を評価してみましょう。
・以上のことを総合的に判断して評価を決定します。

５ 担当者からのメッセージ

・技術者を目指すために、確実に身に付けるべき学習内容です。意欲的に授業に取り組みましょう。
・課題等の提出は必ず期日を守ってください。
・実習室のコンピュータは、利用規程を守って正しく使用してください。
・次の科目を履修することで、情報に関する学習をさらに深めることができます。
｢電子情報技術｣｢プログラミング技術｣｢ハードウェア技術｣｢ソフトウェア技術｣｢マルチメディア応用｣
・家庭で学習するためにパソコンが必要な場合は、学習支援用パソコンの貸し出しができます。
・家庭にコンピュータがある場合は、普段から積極的に活用するように心がけましょう。


