
法／制度・倫
理

1
法／制度・倫理に関す
る記述を理解し、質問
に答えられる

2
法／制度・倫理に関す
る記述を具体的な場面
に適用して考えること
ができる

3
与えられた目的を満た
す規則／制度・倫理基
準を提案できる

4-1
法／制度・倫理に関し
てジレンマがある状況
において、優先度を考
慮して判断できる

4-2
多くの人が合意できる
規則／制度・倫理基準
を提案できる

メディアとコ
ミュニケー
ション

1-1
与えられたメディアに
関する質問に答えられ
る

1-2
与えられたメディアの
性質、特徴などについ
て説明できる

2
与えられたメディアを
用いて、その特徴を生
かしたコミュニケー
ションができる

3
与えられたメディアを
用いて、コミュニケー
ションのために有効な
方法を設計できる

4
与えられた目的に沿っ
て複数のメディアを効
果的に組み合わせた方
法を設計できる

情報デザイン
とコンテンツ

1
与えられたコンテンツ
が表現する情報や社会
への役割を認識できる

2-1
与えられたコンテンツ
が表現する情報デザイ
ンの考え方や手法を理
解し、説明できる

2-2
与えられたコンテンツ
が表現する情報デザイ
ンが、伝達したい情報
と合致しているか評価
し、改善できる

3
伝達したい情報を、目
的に応じてコンテンツ
としてデザイン・制作
できる

4
コミュニケーションの
目的に応じて、より効
果的なコンテンツの情
報デザインを考え、制
作できる

5
デザイン・制作したコ
ンテンツを発信した場
合の効果や影響を考
え、評価し、改善でき
る

コンピュータ
の仕組み

1-1
コンピュータのハード
ウェア（本体及び周辺
装置）・ソフトウェア
の機能に関する質問に
答えられる

1-2
コンピュータのハード
ウェア（本体及び周辺
装置）・ソフトウェア
が動作する仕組みを説
明できる

2-1
コンピュータのハード
ウェア（本体及び周辺
装置）・ソフトウェア
の性質・特徴を説明で
きる

2-2
指示に従ってコン
ピュータのハードウェ
ア（本体及び周辺装
置）・ソフトウェアを
構成できる

3
与えられた目的に従っ
てコンピュータのハー
ドウェア（本体及び周
辺装置）・ソフトウェ
アを構成できる

4
与えられた目的をより
良く満たすコンピュー
タのハードウェア（本
体及び周辺装置）・ソ
フトウェアを構成でき
る

ディジタル表
現

1-1
与えられたディジタル
表現に関する質問に答
えられる

1-2
与えられた方法でディ
ジタル表現を生成・変
換できる

2
与えられたディジタル
表現について説明でき
る

3
目的に応じて適切な
ディジタル表現を選択
できる

アルゴリズム
とプログラミ
ング

1-1
与えられたアルゴリズ
ム・プログラムの記述
を認識できる

1-2
与えられたアルゴリズ
ム・プログラムの動作
をトレースできる

2-1
与えられたアルゴリズ
ム・プログラムの動作
を説明できる

2-2
与えられたアルゴリズ
ム・プログラムの動作
が指示と相違する場合
にその相違を修正でき
る

2-3
与えられたアルゴリズ
ム・プログラムを、指
示された動作になるよ
うに修正できる

3
目的に応じた機能を満
たすアルゴリズム・プ
ログラムを設計・作成
できる

4
目的に応じた機能・要
求をより良く満たすア
ルゴリズム・プログラ
ムを設計・作成できる

5
設計・作成したアルゴ
リズム・プログラムお
よびその過程を評価し
改善することができる



シミュレー
ション（モデ
ル化含む）

1-1
与えられたモデルとそ
のシミュレーション方
法に関する質問に答え
られる

1-2
与えられたモデルを与
えられたシミュレー
ション方法によって、
小さい例に対して手計
算したり、表計算など
によって実行したりす
ることができる

2-1
与えられたモデルとそ
のシミュレーション方
法について説明できる

2-2
与えられたモデルもし
くはシミュレーション
方法を、指示された目
的に沿うように修正で
きる

3
与えられた目的に沿っ
てモデルを構築し、そ
のシミュレーション方
法を設計し実行できる

4
与えられた尺度でより
良いモデルを構築した
り、より良いシミュ
レーション方法を設計
したりすることができ
る

ネットワーク
の仕組み

1-1
ネットワークの構成と
その構成要素に関する
質問に答えられる

1-2
与えられたネットワー
クの動きをトレースで
きる

2-1
与えられたネットワー
クの性質、特徴、問題
点などを説明できる

2-2
与えられたネットワー
クを、指示された機能
を持つように修正でき
る

3
与えられた機能を満た
すネットワークを設計
できる

4
与えられた機能・要求
をより良く満たすネッ
トワークを設計できる

情報システム
とデータベー
ス（情報シス
テム）

1-1
与えられた情報システ
ムに関する質問に答え
られる

1-2
与えられた情報システ
ムの利用方法を説明で
きる

2
与えられた情報システ
ムの利便性と問題点を
説明できる

3
示された目標に応じ
た、情報システムの改
善案を提案できる

4
示された課題に対し
て、目標の設定を含め
て、情報システムをデ
ザインできる

情報システム
とデータベー
ス（データ
ベース）

1-1
与えられたデータベー
スへの問い合わせに関
する質問に答えられる

1-2
与えられたデータベー
スにどのように問い合
わせたらよいか答えら
れる

2-1
与えられたデータベー
スの利点と問題点を説
明できる

2-2
与えられたデータベー
スの問題点を修正でき
る

3
示された課題に対し
て、データベースを作
成できる

4
示された課題に対し
て、目標の設定を含め
て、データベースをデ
ザインできる

データ分析

1-1
データを収集し整理・
整形することができる

1-2
整理・整形されたデー
タに対して、指定され
た方法でモデル化や
データ処理を行うこと
ができる

2-1
モデル化やデータ処理
によって、データを解
釈・表現することがで
きる

2-2
異なる目的に沿って、
指定されたモデル化や
データ処理の方法を適
切に変更・拡張し、
データを解釈・表現す
ることができる

3
データのより効果的な
解釈・表現のために、
モデル化やデータ処理
の方法を比較して、よ
り適切なものを選択す
ることができる

4
モデル化やデータ処理
の結果を評価し、モデ
ル化や処理，解釈・表
現の方法を改善するこ
とができる

情報セキュリ
ティ

1-1
情報セキュリティに関
する記述を読んで、質
問に答えられる

1-2
情報セキュリティを確
保する方法を実行でき
る

2-1
情報セキュリティを確
保する方法を説明でき
る

2-2
示された情報セキュリ
ティを確保する方法
を、指示された条件に
あわせて修正できる

3
与えられた目標にそっ
て、既存の情報セキュ
リティ手段を選択し、
活用できる

4
情報セキュリティのレ
ベルを向上させるため
に、情報セキュリティ
手段を改善できる


