
授業コード P181401

科目ナンバリン
グコード P11904

第 1 週 ：

第 2 週 ： 公開問題の解説，学習計画

○授業計画

学修内容 学修課題（予習・復習）

ガイダンス，理解度確認テスト

ITパスポート公開問題①を用いて，理解度確認テストを実施します． 試験問題・解答の予復習
（2H,2H）

関連科目 コンピュータ基礎，IT基礎，eビジネス基礎

授業の目的

本授業では，ICTを利活用するために必要な幅広い知識について，演習を通じてさらに理解を深
め，その結果として複数の資格を取得することを目的とします．前期では，「コンピュータ基礎」，
「IT基礎」，および，「eビジネス基礎」で学んできた分野をカバーする「ITパスポート資格」を取得し
ます．後期では「Comptia IT Fundamentals」，「基本情報処理」，「情報セキュリティマネジメント」，
「IoT検定」「MOS Word/Excel」等から1個以上の資格取得を目標とします．

授業の概要

第1回目に ITパスポートの公開問題を用いて試験を実施し，その結果に基づいて各自の学習計
画を立て，前期中にITパスポート試験を受けるものとします．その結果，合格した場合は次に目
指す資格を選定して学習計画を立て，不合格の場合は，学習計画を見直して演習を続ける再度
試験を受けるものとします．なお，個人の理解度に合わせて目標設定や学習計画立案を行うた
め，学習内容や進行速度右は個人ごとに異なります．ただし，共通に学習すべき事項について
は互いに説明しあうワークを行い，理解を深めます．
後期は，より個人ベースで進めていきますが，資格試験勉強と並行して，PCを実務で使う上で必
要な知識や実践的技術（Comptia IT Fundamentals相当の内容）についての理解も深めます．

受講心得
基本的に，現在の個人の理解度や目指す資格に応じて，学習内容や進み具合が変わります．計
画性をもって自主的・積極的に取り組んでください．

教科書 必要に応じて資料を配布します．

参考文献及び指定
図書

イメージ&クレバー方式でよくわかる 栢木先生のITパスポート教室 CBT対応 (情報処理技術者
試験) 技術評論社 栢木厚(著)
ITパスポート試験対策テキスト&過去問題集　平成30－31年度版
情報処理教科書 出るとこだけ！ 情報セキュリティマネジメント 2018年版
IoTの教科書
Get! CompTIA IT Fundamentals ICT教育の必修科目(試験番号:FC0-U51)
Microsoft Office Specialist Microsoft Excel 2016 対策テキスト& 問題集 (よくわかるマスター) 
Microsoft Office Specialist Microsoft Word 2016 対策テキスト& 問題集 (よくわかるマスター) 
Microsoft Office Specialist Microsoft Excel 2016 Expert 対策テキスト&問題集 (よくわかるマス
ター) 
MOS Microsoft Word 2016 Expert 対策テキスト&問題集 (よくわかるマスター)

必修・選択区分

コース必修
　情報コミュコース
選択
　情報工学コース
　メディアデザインコース
　こども・情報教育コース

単位数 2

履修上の注意また
は履修条件

期間中に，ICT関連の資格試験（ITパスポートを含む）を2つ以上受験することが必須となります．

平成３０年度 授業シラバスの詳細内容

科目名（英） ＩＣＴ基礎演習 (Basic ICT Skills )

担当教員名 松永　多苗子

配当学年 2 開講期 通年



第 3 週 ：

第 4 週 ：

第 5 週 ：

第 6 週 ：

第 7 週 ：

第 8 週 ：

第 9 週 ：

第10週：

第11週：

第12週：

第13週：

第14週：

第15週：

第16週：

第17週：

第18週：

第19週：

第20週： アプリケーション / 計画に沿った学習

①アプリケーションの種類，管理方法について学びます．
②学習計画に沿って，資格取得のための演習を行います．

配布資料（アプリケーショ
ン）の予習・復習問題

①モバイルデバイスの種類，モバイルOSとアプリケーションについて学びます．
②学習計画に沿って，資格取得のための演習を行います．

配布資料（モバイルデバイ
ス）の予習・復習問題ストレージ / 計画に沿った学習

①ストレージの基本，ストレージの種類，取り付け・取り外し方法について学びます．
②学習計画に沿って，資格取得のための演習を行います．

配布資料（ストレージ）の予
復習・復習問題（1H,1H）

コンピュータとOS / 計画に沿った学習

①コンピュータとOS，ソフトウェアの要件とライセンス，クラウドコンピューティングと仮想
化について学びます．

配布資料（コンピュータと
OS）の予習・復習問題モバイルデバイス / 計画に沿った学習

前期の計画と実績を振り返り，夏休み，および，後期の学習計画を立てます．
ＩＴパスポート試験に合格していない場合は，夏休みに取得することを目指します．

学習計画に沿った演習
（4H）後期目標設定・学習計画

ICTの実践的な知識に関する理解度確認テストを行い，現状を把握します．この結果と，
前期末に作成した学習計画書を参考にして，本授業を受講する上での目標設定と学習

理解度確認テストの復習と
学習計画に基づいた予習

学習計画に沿った個別演習

計画に沿って演習を行います．ITパスポート試験に合格していない場合は，再度試験を
受験します．

Iパス：重点項目の予復習
（4H）前期振り返り

ITパスポート試験に不合格であった場合は，再度重点項目を洗い出し学習計画を立て直
し，演習を行います．
合格していた場合は，その他の資格の紹介をしますので，次にターゲットとする資格につ
いて調査・選定を行い，学習計画を立てます．

重点項目の復習（2H）

計画に沿った学習（2H）

学習計画に沿った個別演習

計画に沿って演習を行います． Iパス：重点項目の予復習
（4H）

IT パスポート試験受験

ITパスポート試験を受験し，結果を確認します． 模擬試験問題演習（4H）

学習計画の見直し・演習

公開問題⑤（H30春期公開問題）を実施し，結果の確認，フィードバックを行います． 設定した重点項目の予習
と公開問題⑤の誤った箇
所の理解（2H・2H）

CBT疑似体験

CBT疑似体験ソフトウェアを使って，ITパスポート模擬試験を行います． 試験問題，重点項目の予
復習（4H）

公開問題④実施

公開問題④（H29秋期公開問題）を実施し，結果の確認，フィードバックを行います． 設定した重点項目の予習
と公開問題④の誤った箇
所の理解（2H・2H）

公開問題⑤実施

公開問題②（H28秋期公開問題）を実施し，結果の確認，フィードバックを行います． 設定した重点項目の予習
と公開問題②の誤った箇
所の理解（2H・2H）

公開問題③実施

公開問題③（H29春期公開問題）を実施し，結果の確認，フィードバックを行います． 設定した重点項目の予習
と公開問題③の誤った箇
所の理解（2H・2H）

弱点に重点を置いた演習

個別学習計画に沿って演習を行います． 個別重点項目の予復習
（2H,2H）

公開問題②実施

共通重点学習項目についての問題を解き，解答を説明しあうことで理解を深めます．そ
の後，個別学習計画に沿って演習を行います．

個別重点項目の予復習
（2H,2H）

弱点に重点を置いた演習

共通重点学習項目についての問題を解き，解答を説明しあうことで理解を深めます．そ
の後，個別学習計画に沿って演習を行います．

個別重点項目の予復習
（2H,2H）

公開問題①の解答，およびその解説を踏まえて試験結果の解析を行い，個別重点項目
を確認します．また，正解率の低かった項目を共通の重点学習項目として設定します．ｌ
これらの重点項目を考慮にいれて，受験日およびそれまでの学習計画を立案します．

個別重点項目の予復習
（2H,2H）
提出物：学習計画書①

弱点に重点を置いた演習



第21週：

第22週：

第23週：

第24週：

第25週：

第26週：

第27週：

第28週：

第29週：

第30週：

合計欄 100点○成績評価基準（合計100点）

到達目標の各観点と成績評
価方法の関係および配点

期末試験・中間確認等
（テスト）

レポート・作品等
（提出物）

発表・その他
（無形成果）

【知識・理解】

①IT技術の基礎知識を理解できる（ITパスポートのテクノロジ系の範囲）．
②経営全般に関する基礎知識を理解できる（ITパスポートのストラテジ系の範囲）．
③IT管理に関する基礎知識を理解できる（ITパスポートのマネジメント系の範囲）．
④PCをセットアップし安全に運用していくのに必要な知識を理解し，実践的な技術を習得できる
（CompTIA IT Fundamentals の範囲）

【技能・表現・コミュニ
ケーション】

専門的な知識を他者にわかりやすく説明することができる．

【思考・判断・創
造】

学習計画の立案，計画に沿った演習，結果の確認，フィードバック，のPDCAサイクルを実践する
ことができる．

地域志向科目 該当しない

備考

○単位を修得するために達成すべき到達目標

【関心・意欲・態
度】

資格取得のために，自発的，積極的に取り組むことができる．

理解度小テストを再度実行し，理解の定着度を確認します．
資格取得に向けた通年の取り組みを振り返り，自己評価を行うとともに，今後の学習計
画を立てます．

小テストの復習と資格取得
のための演習（２Ｈ,2H）
提出物：自己評価・今後の
計画書

授業の運営方法

（１）授業の形式 「演習等形式」

（２）複数担当の場合の方式

（３）アクティブ・ラーニング 「アクティブ・ラーニング科目」

理解度小テストフィードバック / 計画に沿った学習

①理解度小テストの解説・フィードバックを行います．
②学習計画に沿って，資格取得のための演習を行います．

小テストの復習と資格取得
のための演習（２Ｈ,2H）

理解度小テスト再試・振り返り

①コンピュータの取り扱いと，不具合対策について学びます．
②学習計画に沿って，資格取得のための演習を行います．

配布資料（メンテナンス）の
復習問題（2H）
個別学習計画に基づいた
資格取得のための演習（２
Ｈ)

理解度小テスト　/ 計画に沿った学習

①2～12週で学んだ内容に対して理解度小テストを実施します．
②学習計画に沿って，資格取得のための演習を行います．

個別学習計画に基づいた
資格取得のための演習（4
Ｈ)

セキュリティ　/ 計画に沿った学習

①セキュリティの概念，対策方法，コンピュータの安全な使用と管理について学びます．
②学習計画に沿って，資格取得のための演習を行います．

配布資料（セキュリティ）の
予習・復習問題（1H,1H）メンテナンスとトラブルシューティング　/ 計画に沿った学習

①ネットワーク接続の概念や方式について学びます．
②学習計画に沿って，資格取得のための演習を行います．

配布資料（ネットワーク接
続）の予習・復習問題ネットワークプロトコル / 計画に沿った学習

①ネットワークプロトコルやネットワークの設定について学びます．
②学習計画に沿って，資格取得のための演習を行います．

配布資料（ネットワークプロ
トコル）の予習・復習問題

入出力デバイス / 計画に沿った学習

①各種入力デバイス，出力デバイスの種類や機能について学びます．
②資格勉強の進捗確認を行い，学習計画を見直します．新学習計画に沿って，資格取

配布資料（入出力デバイ
ス）の予習・復習問題ネットワーク接続 / 計画に沿った学習

①CPU，チップセット，メモリについて，仕組，種類，取り付け方法について学びます．
②学習計画に沿って，資格取得のための演習を行います．

配布資料（CPUとメモリ）の
予習・復習問題（1H,1H）インターフェイス / 計画に沿った学習

①ディスプレイや各種周辺機器とのインターフェイスについて学びます．
②学習計画に沿って，資格取得のための演習を行います．

配布資料（インターフェイ
ス）の予習・復習問題

CPUとメモリ / 計画に沿った学習・進捗確認



○配点の明確でない成績評価方法における評価の実施方法と達成水準の目安

成績評価方法 評価の実施方法と達成水準の目安

レポート・作品等
（提出物）

【関心・意欲・態度】【思考・判断・創造】
　学習計画書に対して，「計画内容の具体性」「学修への取り組み姿勢「フィードバックが行われ
ているかどうか」を指標として評価します．

【知識・理解】
　理解度小テストの再試結果で評価します．

発表・その他
（無形成果）

【知識・理解】
1つの資格試験に対して，
　受験して合格した場合：30点
　1回以上受験したが不合格であった場合　30点
　1回も受験していない場合  0点
として，前後期2回分の合計で評価します．

【技能・表現・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ】
　演習への取り組み，および，共通重点項目に対する取り組み姿勢について，「積極性」「自立
性」の観点から評価します．

【思考・判断・創造】
※「考え抜く力」を含む。 10点

（「人間力」について）

※以上の観点に、「こころの力」（自己の能力を最大限に発揮するとともに、「自分自身」「他者」「自然」「文化」等との望ましい関係
を築き、人格の向上を目指す能力）と「職業能力」（職業観、読解力、論理的思考、表現能力など、産業界の一員となり地域・社会
に貢献するために必要な能力）を加えた能力が「人間力」です。

【知識・理解】
※「専門能力〈知識の獲得〉」を含

む。
10点 60点

【技能・表現・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ】
※「専門能力〈知識の活用〉」「チー
ムで働く力」「前に踏み出す力」を含

む。

10点

【関心・意欲・態度】
※「学修に取り組む姿勢・意欲」

を含む。
10点


