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２ TeTraSの構築と運用

(1) 構築の基本的な考え方

「いつでも、どこでも、だれでも教育に関

する研修が可能」を基本理念として、TeTraS

を構築した。URLはhttp://www.ysn21.jp/tetr

as/である。

TeTraSの内容を情報教育に関するものに限

定し、情報教育領域､ソフトウェア領域､ハー

ドウェア領域、保守・管理領域の４領域で構

成することにした（ ）。表３

領域を構成する学習内容の一つのまとまり

をユニットとし、ユニットを細分化したもの

をモジュールとした。

構築にあたっては、以下の点に留意した。

・系統的なユニット構成にすることで、計画

的・段階的な学習ができるようにした。

・文章による説明はできるだけ簡潔にし、画

像を多く取り入れることで、視覚的に分か

りやすいものにした。

・提供するコンテンツをモジュール化し、短

時間で学習できる内容にした。

・画面上での閲覧以外に、プリントアウトす

る場合を考慮して、Ａ４用紙に収まるペー

ジ設定にした。

・サンプルデータも掲載し、操作を通して研

修を進めることができるようにした。

・教育現場でよく使われる題材を取り上げ、

研修への動機付けを図った。

・コンピュータ使用上のトラブルへの対処法

についても取り上げ、初心者でも対応でき

るようにした。

表３ TeTraSの４領域

(2) 構築の実際

情報教育部が作成した研修講座用テキスト

と調査研究協力員の協力を得て作成したテキ

ストを基にしてWebページ化した。

図11 作成手順

ア Webページ化におけるネーミングルール

・領域のネーミングは、情報教育領域をＴ、

ソフトウェア領域をＡ、ハードウェア領域

をＨ、保守･管理領域をＭで始めることにし

た。

・ユニット番号は、領域を表すアルファベッ

トと連番数字・アルファベットの組み合わ

せで表すことにした。

・モジュール番号は２桁の通し番号にした。

図12 ネーミング例

イ 用語集の作成

・専門的な用語や特殊キーについての簡単な

解説を掲載した。

・項目は、用語、分類、読み方、英語表記、

説明、登録年月日の六つとした。

・五十音やアルファベットでの検索ができる

ようにした。

ウ 画面の体裁

・用語集へのリンクは｢青字アンダーライン｣

とした。

・登録商標、商品名等は各開発メーカーのガ

イドラインに沿った名称で記述した。

・著作権に配慮して必要な表示を行った。

・機種依存文字や半角カタカナ文字は使用し

ないことにした。

・サンプルデータにはリンクを設定し、実行
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領　域 内　　容　

情報教育
情報教育の基本的な概念、教育の情報化に対す

る考え方、著作権の問題、教科｢情報」の内容等

ソフトウェア
コンピュータで使用するＯＳ及びアプリケー

ションソフトウェアの基本的操作の方法等

ハードウェア
コンピュータの基本的な構造や周辺機器の接

続、ネットワークの構築等

保守・管理
コンピュータの基礎的な用語や、学校等で共

同利用する場合の保守や管理の仕方等
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もしくはダウンロードできるようにした。

エ 画像

・画像データはJPEG形式またはGIF形式とし、

ファイルサイズを100KB未満にした。

・画像には代替テキストを付けた。

図13 TeTraSトップ画面
（http://www.ysn21.jp/tetras/）

図14 ユニット画面例

図15 モジュール画面例

(3) ユニット及びモジュールの一覧

情報教育領域６ユニット21モジュール、ソ

フトウェア領域14ユニット108モジュール、

ハードウェア領域３ユニット17モジュール、

保守･管理領域４ユニット22モジュール、計27

ユニット168モジュールを作成した。

～ に各領域の一覧を示す。表４ 表７

表４ 情報教育領域

表５ ハードウェア領域

【教育の情報化】教育の情報化と情報教育／著作権について
ユニット 内　　　　容

T1_01教育の情報化 教育の情報化に対する基本的な考え方

T1_02情報教育の目標 情報教育の三つのねらいについて

T1_03教育における著作権 学校で問題となりがちな著作権について

【Webページの基本】Webページを作成するために知っておきたいこと
ユニット 内　　　　容

T3_01Webページの基本 Webページ作成前に知っておきたい基本

T3_02Webページ作成上の 注意Webページを作成して公開する場合の作成上の注意事項

T3_03Webページ用の図形 処理Webページ用の図形作成の基礎

【情報モラル】
ユニット 内　　　　容

T5_01情報モラルの概要 情報モラルとは

T5_02情報化社会に参画する態度 情報化社会を生きていく上で必要な態度

T5_03情報の受け手として 情報の受け手として注意すべきこと

T5_04情報の送り手として 情報の送り手として注意すべきこと

T5_05ネチケット ネットワークを使用するときのエチケット

【情報セキュリティ】
ユニット 内　　　　容

T6_01情報セキュリティの必要性 情報セキュリティはなぜ必要か

T6_02情報セキュリティの方法 情報化セキュリティを保つためにはどのような方法があるか

【デジタル教材作成のこつ】
ユニット 内　　　　容

T7_01マルチメディア教材作成の 基礎マルチメディア教材とは

T7_02マルチメディア教材の活用形態 指導の場面に応じた活用形態

T7_03マルチメディア教材の作成 手順具体的な作成手順

【教科「情報」】
ユニット 内　　　　容

T9_01情報教育の体系化 体系的な情報教育の実施のために

T9_02教科「情報」新設の趣旨 教科「情報」が新設された趣旨

T9_03科目「情報Ａ」 科目「情報Ａ」の目標

T9_04科目「情報Ｂ」 科目「情報Ｂ］の目標

T9_05科目「情報Ｃ」 科目「情報Ｃ」の目標

T7

T9

T1

T3

T5

T6

モジュール

モジュール

モジュール

モジュール

モジュール

モジュール

【入門編ー１】コンピュータの基礎知識
ユニット 内　　　　容

H1_01コンピュータの種類 コンピュータの種類

H1_02コンピュータの基本構成 コンピュータの基本構成

H1_03コンピュータの周辺機器 周辺機器の種類と接続方法

H1_04マウスの基本 マウスの基本的操作

H1_05キーボードの基本 キーボードの名称と入力方法

【入門編ー２】校内ＬＡＮの構築
ユニット 内　　　　容

H2_01ネットワークの構成 ネットワークの基本構成

H2_02ネットワークケーブルの作成と接続 ネットワークケーブルの作成方法

【入門編ー３】マルチメディア機器の使い方
ユニット 内　　　　容

H3_01デジタルカメラの特徴 デジタルカメラの構造と特徴

H3_02デジタルカメラ撮影の基本 撮影の基本テクニック

H3_03デジタルカメラ画像の取り込み 撮影した画像のコンピュータへの取り込み

H3_04イメージスキャナの使い方 イメージスキャナの使用方法

H3_05ノンリニアビデオ編集１（取り込み） ビデオカメラから動画の取り込み

H3_06ノンリニアビデオ編集２（編集） 動画の編集

H3_07ノンリニアビデオ編集３（効果） 動画に効果をつける

H3_08ノンリニアビデオ編集４（オーディオ） 音声、ＢＧＭなどの編集

H3_09ノンリニアビデオ編集５（テロップ） テロップをつける方法

H3_10ノンリニアビデオ編集６（書き出し） デジタルビデオテープへの書き出し

H1

H2

H3

モジュール

モジュール

モジュール
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表６ ソフトウェア領域

【入門編ー１】まずは知っておきたいコンピュータの動かし方（起動と終了）
ユニット 内　　　　容

A1_01 Ｗｉｎｄｏｗｓの画面 Windowsのデスクトップ画面の説明

A1_02 Ｗｉｎｄｏｗｓの起動と終了 コンピュータの起動と終了の方法

A1_03 ソフトウェアの起動と終了 ソフトウェアの起動と終了の方法

A1_04 タスクバーが見えない タスクバーが隠れてしまったときの操作方法

A1_05 スタートメニューの使い方 スタートメニューの操作方法と役割

A1_06 コンピュータが動かない フリーズの状態と対処とsafeモードでの起動の意味と方法

A1_07 よく使うソフトはこうしよう スタートメニューに追加する方法

A1_08 デスクトップの整理整頓 アイコンを並べる方法

A1_09 ソフトウェアのアンインストール コンピュータから使わなくなったソフトウェアを削除する方法

A1_10 あるはずのプログラムがない 便利なショートカットの作り方、プログラムを探し出すコツ

【入門編ー２】ウィンドウを使いこなそう（窓の操作方法）
ユニット 内　　　　容

A2_01 ウィンドウの表示 Windowsのウィンドウ操作の方法ー１

A2_02 サイズの変更・ウィンドウの移動 Windowsのウィンドウ操作の方法ー２

A2_03 ツールバーの使い方 ウィンドウのツールバーの操作方法

A2_04 ウインドウの整理 アイコンの表示方法と使い方

A2_05 スクロールバーの使い方 スクロールバー、ツールバーの使い方

A2_06 表示の方法と並べ方 拡張子の意味

A2_07 フォルダオプションの設定 ドラッグによるファイル移動、エクスプローラの使い方

【入門編ー３】ファイルやフォルダの操作
ユニット 内　　　　容

A3_01 フォルダの作成 フォルダの概念と基本操作

A3_02 フォルダ間の移動 フォルダ間を移動する方法、ファイルの移動方法

A3_03 フォルダやファイルの名前の変更 フォルダやファイルの名前を変更する方法

A3_04 フォルダやファイルの削除 フォルダやファイルを削除する方法、ゴミ箱の使い方

A3_05 フォルダやファイルの移動とコピー フォルダやファイルの移動やコピーの方法

A3_06 アイコンの整列 フォルダやファイルの並べ替えの方法、グループ化の方法

A3_07 ファイルの検索 ファイルを見つけ出す方法

A3_08 拡張子とアイコン 拡張子の意味と拡張子を表示する方法

A3_09 ファイルやフォルダの種類や大きさ プロパティの意味と

A3_10 便利なショートカット ショートカットの意味とショートカットの作り方

【日本語入力の方法（ATOK13編）】
ユニット 内　　　　容

A5_01 日本語入力ソフトって何？ 機能と種類

A5_02 日本語入力ソフトの切り替え 起動と終了、ＯＮ／ＯＦＦ切り替えの方法

A5_03 ローマ字入力とかな入力 ローマ字入力とカナ入力の切り替えの方法

A5_04 基本的な入力 文字の入力方法、カナ表示・カタカナ表示・アルファベット表示の方法

A5_05 ローマ字入力の方法 ローマ字入力の方法と入力のコツ

A5_06 消しゴムの使い方 DeleteキーとBackspaceキーの違い、範囲指定による削除の方法

A5_07 名前を入力してみよう 文字変換の方法、辞書の学習機能の働き

A5_08 文章をまとめて入力するには 一括変換と文節の区切り方

A5_09 ひらかな・カタカナ・アルファベット変換小さい文字の種類と入力の方法fぁ、ぃ、ぅ、ぇ、ぉ、っ、ゃ、ょ

A5_10 記号や顔文字の入力 ○×△÷※などの記号の入力方法

A5_11 クリックパレットでの入力・変換 クリックパレットを使った文字や記号の入力の方法

A5_12 手書き文字入力 手書き文字検索の方法

A1

A2

A3

A5

モジュール

モジュール

モジュール

モジュール

【ホームページビルダ入門】
ユニット 内　　　　容

A6_01 ホームページビルダの基礎 ホームページビルダの機能とＷｅｂページの仕組み

A6_02 ホームページビルダの起動と終了 起動と終了の方法

A6_03 編集スタイルの選択 編集方法を選択

A6_04 簡単につくろう テンプレートで作成する方法

A6_05 ウィザードで作成 ウィザードで作成する方法

【Word入門】学級新聞を作ろう
ユニット 内　　　　容

A7_01 Ｗordを起動する Wordを起動する方法

A7_02 見出しを書く ワードアートを使って見出し文字を作る方法

A7_03 保存する 作成したデータの保存とファイル名の付け方

A7_04 文書を開く 作成したデータを開いて編集する方法

A7_05 本文を書く 本文の入力

A7_06 文字の位置を決める 文字の右寄せ、左寄せの方法

A7_07 文字を飾る 文字を大きくしたり、太文字に変えたりする方法

A7_08 表を作る 表の作り方

A7_09 写真を入れる 写真などの画像を挿入する方法、吹き出しを入れる方法

A7_10 レイアウトを変える 表の大きさを変更してレイアウトを変える方法

A7_11 印刷する 印刷の方法

【一太郎入門】
ユニット 内　　　　容

A9_01 起動と基本画面 一太郎の起動の方法

A9_02 見出しを書いて保存 作成したータを保

A9_03 保存した文書を開く 作成したデータを開いて編集する方法

A9_04 見出しレイアウトの調節
日付やタイトルなどの文字の位置やサイズを調節、文字の右寄せ・
左寄せの方法、文字サイズや書体の変更方法

A9_05 表の作成 表の作り方、大きさの調整の方法

A9_06 画像の挿入 画像の選択、大きさや位置を決める方法

A9_07 文書の印刷 印刷の方法

【Excel入門】表計算ソフトの基本的な使い方
ユニット 内　　　　容

AB_01 表計算ソフトの概要 表計算ソフトの基本

AB_02 文字や数値の入力 文字や数値を入力する方法、連続データの入力

AB_03 セルの表示形式の変更 セルに書式を設定する方法

AB_04 簡単な計算方法 セルに式を設定し計算する

AB_05 表作成（罫線・セルの結合） 罫線を引いて表にする

AB_06 セルサイズの変更 セルのサイズを変更する方法

AB_07 列や行の挿入と削除 行や列を挿入したり削除したりする方法

AB_08 グラフの作成 セルのデータを元にグラフを作成する方法

モジュール

モジュール

モジュール

モジュール

A6

A7

A9

AB

表７ 保守・管理領域

【Excel活用】表計算ソフトで学級名簿を作ろう
ユニット 内　　　　容

AＣ_01 データの並べ替え データの並べ替え

AＣ_02 データの抽出 必要なデータの抽出方法

AＣ_03 学級名簿の作成 学級名簿の作り方

【Excel応用】運動会の会場配置図/きれいな地図を描こう
ユニット 内　　　　容

AF_01 Excelのカスタマイズ ツールボタンの変更の方法、1cm方眼の作り方

AF_02 １cm方眼の作り方 オートシェープの種類と使い方、画像の挿入の方法

AF_03 基本図形のかき方 ワードアートの使い方

AF_04 図形の整列 図形の整列とグープ化の方法

AF_05 図形の色や線の設定 オートシェイプの書式設定の方法

AF_06 地図の描き方 オートシェープを利用した地図の描き方

【ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ入門】
ユニット 内　　　　容

AH_01 プレゼンテーションの基礎 プレゼンテーションの基本的な考え方

AH_02 PowerPointの起動 PowerPointの起動の方法、画面の説明

AH_03 文字の入力 文字の入力方法

AH_04 デザインの変更 背景色の変更やデザインテンプレートの使い方

AH_05 スライドの追加と順番の変更 新しいスライドの挿入と順番を変更する方法

AH_06 文字の色や大きさの変更 文字の色や大きさを変更する方法

AH_07 文字と図形の入力 箇条書きや新しく文字を入力する方法、図形を作成する方法

AH_08 保存とスライドショーの実行 保存の方法とスライドショーのやり方

【ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ活用】
ユニット 内　　　　容

AI_01 アニメーションの活用
アニメーションを使って動きのあるプレゼンテーションを作る方法、
素材の作り方

AI_02 教材の作成（繰り上がりの足し算）

モジュール

モジュール

モジュール

モジュール

AＣ

AF

AH

AI

【Ａｃｃｅｓｓ入門】
ユニット 内　　　　容

AL_01データベースの基礎 データベースの基本的な考え方、AccessとExcelの違い

AL_02Ａｃｃｅｓｓの機能 Accessの機能とテーブルの構成

AL_03テーブルの機能 データの検索・置換・並び替え、フィルタ機能の使い方

AL_04ＤＢの新規作成 新しくデータベースを作成する方法

AL_05フィールドの編集 フィールドのプロパティの操作方法、データ入力の方法

AL_06データのインポート Excelなどの他のソフトウェアのデータを取り込む保方

AL_07リレーションシップ 複数のテーブルを結びつけて活用する方法

AL_08フォームの作成 データ入力が簡単に行えるフォームを作成する方法

AL_09レポートの作成 データを使いやすく印刷する方法

AL_10クエリの作成 選択クエリを使って必要なデータだけを取り出す方法

【Ａｃｃｅｓｓ活用】
ユニット 内　　　　容

AM_01ＤＢの最適化・修復 データベースの最適化・修復の方法

AM_02パスワードの設定 パスワードを設定してデータを守る方法

AM_03通知表の作成１

AM_04通知表の作成２

AM_05通知表の作成３

AM_06通知表の作成４

AM_07通知表の作成５

AM_08データアクセスページ１

AM_09 データアクセスページ２

AL

AM
実際にAccessを使って成績処理を行い、すでに印刷してある通知
表の枠内に印刷する方法

Webページ上で操作できるデータベースを作成する方法

モジュール

モジュール

【基本的な保守管理】
ユニット 内　　　　容

M1_01故障と思う前に 故障かなと思う前に確かめること

M1_02画面が真っ黒になった ディスプレイの画面が真っ黒になったときは

M1_03コンピュータの動きが遅い コンピュータの処理が遅い

M1_04コンピュータから音が出ない コンピュータから音が出ない

M1_05時刻を合わせたい コンピュータの時刻を合わせたい

【インターネットの注意】
ユニット 内　　　　容

M3_01ホームページの設定 起動画面の設定、教育情報ポータルサイト（EIPoS)

M3_02セキュリティを高める セキュリティの向上、接続先の確認

M3_03インターネットにつながらない プロキシの指定

M3_04変な文字が出てくる 文字コードの変更

M3_05それに触ると危ない 危険な警告、exeファイルのダウンロード、個人情報の保護

M3_06履歴は消しておきましょう クッキーの削除、履歴の削除

M3_07ウイルス対策の基本 セキュリティホール対策、ウィルス対策ソフト

M3_08メールのバックアップ メールのバックアップをとる方法

M3_09添付ファイルが開けない 添付ファイルが開けない理由

M3_10知らない人からメールが来た 迷惑メールの撃退法

M3_11ウィルス付きメールかもしれない 怪しいメールの対処法

M3_12メールを間違って送ってしまった 誤ってメールを送ってしまった場合

【補助機能の使い方】
ユニット 内　　　　容

MA_01
ユーザー補助オプションのインストー
ル

ユーザー補助機能とは、ユーザー補助オプションのインストール、
ユーザー補助機能の利用

MA_02ユーザー補助ウイザードの使い方
ユーザー補助ウィザードの呼び出し、ユーザー補助ウィザードの起
動、ユーザー補助ウィザードオプションの設定

MA_03画面の表示が見えにくいとき ユーザー補助ウィザードの設定、コントロールパネルで設定

MA_04音が聞こえにくいとき ユーザー補助ウィザードの設定、コントロールパネルの設定

【便利なショートカットキー】
ユニット 内　　　　容

MB MB_01ショートカットキーの説明 覚えておくと便利なショートカットキー

M1

M3

MA

モジュール

モジュール

モジュール

モジュール
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(4) チェックシートの作成

チェックシートは、内容やレベルにより

「初級編」、「中級編」、「情報教育編」に

分けた。さらに、質問項目を、Windowsの基本

操作やアプリケーションソフトウェアの種類

別に設定し、質問項目に関連するTeTraSのユ

ニットを示した。

質問項目に対して、「できる」か「できな

い」かを自己評価することで、どの分野の研

修が必要か判断できるようにした。そして、

「できない」と判断した項目については、TeT

raSの関連ユニットを学習することでＩＴ活用

能力の向上を図ることができるようにした。

また、このチェックシートを用いて、研修

前と研修後の自己評価を比較することで、研

修成果の自己確認ができると考えた。

～ にチェックシートを示す。表８ 表10

分野 番号 内　　容 ﾁｪｯｸ
ＴｅＴｒａＳの
関連ユニット

a-1 コンピュータの起動・終了ができる A1_02

a-2 ウィンドウを開いたり閉じたりできる A2_01

a-3 ウィンドウのサイズ変更や移動ができる A2_02

a-4 スタートメニューからプログラムを起動できる A1_05

a-5 複数のウィンドウの切り替えができる A1_04

a-6 ファイルを開くことができる

a-7 フォルダの作成・削除ができる A3_01、04

a-8 ファイルやフォルダのコピーや移動ができる A3_05

a-9 アイコンの整列ができる A1_08、A3_06

a-10 ファイルやフォルダの名前を変更できる A3_03

a-11 ファイルやフォルダを検索できる A3_07

a-12 フロッピーディスクなどの指定した場所にファイルを保存できる

a-13 複数のファイルやフォルダを選択できる

a-14 ごみ箱を空にできる A3_04

a-15 ごみ箱の入っているファイルを元の場所に戻すことができる A3_04

a-16 日本語で文章の入力ができる A5_01～05、08

a-17 入力した文章の訂正ができる A5_06

a-18 文字のコピー、切り取り、貼り付けができる

a-19 作成した文書を保存や開くことができる A7_03、A9_02

a-20 罫線で表を作成できる A7_08、A9_05

a-21 文書の書式（用紙サイズ、字数、行数、余白等）を設定できる

a-22 作成した文書を印刷できる A7_11、A9_07

a-23 文字のサイズや書体を変更できる A7_07、A9_04

a-24 文字や数値を入力できる AB_02

a-25 関数を用いて縦横の合計や平均を計算できる AB_04

a-26 行や列の大きさを変更できる AB_03

a-27 罫線で表を作成できる AB_05

a-28 印刷範囲を設定して印刷ができる

a-29 行や列の挿入、削除ができる AB_07

a-30 入力したデータのコピーや移動ができる

a-31 見たいホＷｅｂページのアドレスを入力して閲覧できる

a-32 Ｗｅｂページのリンクをたどって別のページにジャンプできる

a-33 ジャンプしたページから元のページに戻ることができる

a-34 Ｙａｈｏｏなどの検索サイトを利用してホームページの検索ができる

a-35 よく見るページをお気に入りに追加できる

a-36 メールの受信ができる

a-37 新しいメールを作成し送信できる

a-38 受信したメールを印刷できる

a-39 メールにファイルを添付することができる

a-40 受信したメールに返信できる

a-41 受信したメールを他に転送できる

a-42 不要なメールを削除できる
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表８ チェックシート（初級編）

表９ チェックシート（中級編）

表10 チェックシート（情報教育編）

分野 番号 内　　容 ﾁｪｯｸ
ＴｅＴｒａＳの
関連ユニット

b-1 ショートカットを作成しデスクトップに置くことができる A1_10

b-2 音量の変更やミュートの設定ができる M1_04

b-3 壁紙やスクリーンセイバーの設定ができる MA_04

b-4 コントロールパネルからアプリケーションの追加と削除ができる A1_09

b-5 OSのバージョンや搭載しているメモリの容量を調べることができる

b-6 簡単なスライドの作成ができる AH_03

b-7 スライドの順番を入れ替えることができる AH_05

b-8 スライドのデザインやレイアウトを変更できる AH_04

b-9 スライドにグラフや表を取り込むことができる AH_07

b-10 タイトルや図にアニメーションを設定できる AI_01

b-11 スライドを元に配布資料を印刷できる

b-12 文字の均等割付や密着割付ができる

b-13 文字飾りを設定できる

b-14 １行目と２行目のインデントの設定ができる

b-15 文字列の検索置換ができる

b-16 改行幅の変更ができる

b-17 罫線で作成した表のサイズを変更できる A7_10、A9_05

b-18 ローマ字入力とカナ入力の切り替えができる A5_03

b-19 特殊な記号や文字の入力ができる A5_10

b-20 画面の表示倍率を変更できる

b-21 作成した文書に画像を貼り付けることができる A7_09

b-22 表計算ソフトで作成した表やグラフを文書に取り込める A9_06

b-23 文字のサイズやフォントを変更できる

b-24 セルの書式設定で文字の配置を変更できる AB_03

b-25 ワークシートの挿入、移動、コピーができる

b-26 形式を選択して貼り付けができる

b-27 画面の表示倍率を変更できる

b-28 ヘッダー、フッターの編集ができる

b-29 改ページプレビューで印刷範囲の調節ができる

b-30 ウィンドウ枠の固定ができる

b-31 文字列の検索置換ができる

b-32 オートフィルタでデータの抽出ができる

b-33 入力したデータをグラフ化できる AB_08

b-34 マクロウィルスに対するセキュリティの設定を変更できる

b-35 簡単なマクロの記録ができる

b-36 メールのＣＣとＢＣＣの違いを説明できる

b-37 受信したメールをフォルダに整理できる

b-38 アドレス帳に新規アドレスを登録できる

b-39 Ｗｅｂページ内で文字列の検索ができる

b-40 ブラウザのセキュリティレベルを変更できる M3_02

b-41 インターネット一時ファイルや履歴を削除できる M3_06

b-42 インターネットの接続設定ができる M3_03

b-43 メールのアカウントの設定ができる
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分野 番号 内　　　容 ﾁｪｯｸ
ＴｅＴｒａＳの
関連ユニット

c-1 情報教育の３つの目標を上げることができる T1_02

c-2 「情報活用の実践力」について説明できる T9_03

c-3 「情報の科学的理解」について説明できる T9_04

c-4 「情報社会に参画する態度」について説明できる T9_05

c-5 教育活動に関連した著作権について説明できる T1_03

c-6 教育の情報化と情報教育の違いについて説明できる T1_01

c-7 個人情報の保護の必要性を説明できる T5_04

c-8 情報モラルの概要について説明できる T5_01

c-9 情報セキュリティの必要性について説明できる T6_01

c-10 教育の情報化の影の部分について説明できる

c-11 Ｗｅｂページを作成するときに配慮すべき事項について説明できる T3_02

c-12 電子メールの送受信について指導できる M3_08～12

c-13 主なネチケットの内容について説明できる T5_05

c-14 情報機器を活用して教材の提示ができる AH_01～08

c-15 情報機器を活用したプレゼンテーションの指導ができる AH_01～08

c-16 教材作成のための素材や資料をインターネットから検索・収集できる

c-17 マルチメディア教材を作成できる T7_01～03,AI

c-18 教材作成のためにデジタルカメラやビデオカメラを活用できる H3_01～10

c-19 学習用ソフトの操作方法を理解して授業で活用できる

c-20 スキャナを活用して印刷物のディジタル化ができる H3_04

c-21 インターネットから情報を検索・収集する方法について指導できる

c-22 学級通信や学年便りをワープロソフトで作成できる A7､A9

c-23 フリーソフトをダウンロードして校務に活用できる

c-24 成績処理に表計算ソフトを活用できる AB_01～08

c-25 生徒名票などを表計算ソフトを使って作成できる AC_01～03

c-26 行事などの記録にデジタルカメラやビデオカメラを活用できる H3_01～10

c-27 進路指導のための情報をインターネットから検索・収集できる

c-28 教員同士や保護者との連絡に電子メールを活用できる

c-29 学校のＷｅｂページを作成できる A6_01～05

c-30 校内ＬＡＮの管理ができる H2_01～02

c-31 校内サーバを活用して情報の共有ができる

c-32 研究会などで情報機器を使ってプレゼンテーションがで AH_01～08
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