
 3-4. コンピューターウイルス 

①無視・放置 ②破壊（はかい）・改ざん ③送信 ④デジタル化 ⑤全自動 ⑥マクロ 
⑦ダウンロード ⑧ログオフ ⑨件名 ⑩添付ファイル  

（1）コンピューターウイルス 
 コンピューターウイルスとは、コンピューター内のデータを（ア    ）したり、外部へデータを勝
手に（イ    ）したりする、悪意のあるプログラムのことをいいます。 
 また、表計算ソフトやワープロソフトの機能で、特定の操作をプログラムにして自動化するマクロ
機能を利用したコンピューターウイルスを（ウ    ）ウイルスといいます。 
 インターネットから（エ    ）したプログラムや、電子メールの（オ    ）などからも、感染する
可能性があります。 

①発見や駆除（くじょ）  ②見積もりや販売  ③ウイルス検索ファイル  
④ウイルス定義（ていぎ）ファイル  ⑤OS（ｵｰｴｽ）  ⑥SCSI（ｽｶｼﾞｰ）  

（2）ウイルス対策ソフト 
 ウイルス対策ソフトとは、コンピューターウイルスの（ア    ）を行うプログラムのことです。 
 コンピューターウイルスのパターン情報を収録したものを（イ    ）といい、これが古い場合は
新種のウイルスに対応できないため、常に最新の状態に更新する必要があります。 
 また、使用しているパソコンの（ウ    ）に対する修正プログラムが公開されたら、すぐにアップ
デートして適用することも大切です。 

（3）ウイルス感染の予防 
 コンピューターウイルスの感染を防ぐ対策として、正しいものには○を、間違っているものには×を
つけてください。 

（4）ウイルス感染後の対応 

 コンピューターウイルスに感染してしまった際の対応として、正しいものには○を、間違っている
ものには×をつけてください。     

・・・（ア    ） 
・・・（イ    ） 
・・・（ウ    ） 
 
・・・（エ    ） 

・・・（ア    ） 
・・・（イ    ） 
・・・（ウ    ） 
・・・（エ    ） 
・・・（オ    ） 
・・・（カ    ） 

（ア）インターネットでダウンロードしたプログラムは実行前にウイルスチェックを 
     する  
（イ）ウイルス対策ソフトは、ウイルス定義ファイルの更新はしなくてよい     
（ウ）見知らぬ人からの電子メールやその添付ファイルは、開かずに削除する  
（エ）ブラウザーやOSの修正プログラムは、パソコンの動作が遅くなるので適用 
     しない 

（ア）感染したコンピューターをネットワークから切断する               
（イ）感染したコンピューターにある大事なデータを他のコンピューターに移す 
（ウ）電子メールソフトのSMTPサーバーの設定を無効にする               
（エ）ウイルス対策ソフトをアンインストールする                    
（オ）ウイルス対策ソフトでウイルスを駆除する                      
（カ）ウイルス対策ソフトのウイルス定義ファイルが最新状態か確認する  

（3-4） 

第３章 情報モラルと情報セキュリティ 

4-1．意思決定する問題

（4-1）

＜状況＞
ワンダーランドでは、天候と曜日が入場者数に与えている影響を調査し、入場者数の少ない日に、お客様感謝デーを企画
する予定です。

問1　 グラフは、それぞれの入場者数を示したものです。入場者数が一番少ないと予想される組み合わせを選択肢より選
んでください。

問2　 「お客様感謝デー」の100組目のお客様が、12歳以下の子供がいる場合は「ぬいぐるみ」をプレゼントし、そうで
ない場合は記念バッチをプレゼントします。このフローチャートを下図のように作成しました。

　　　 1組ごとのお客様を例にとり、（1）～（3）に該当するものを選択肢より選んで、フローチャートを完成させてください。
（ただし、1人だけのお客様も1組として計算します）

………

（1）…… （2）…… （3）……、 、

＜選択肢＞
①天候が曇りの月曜日
②天候が晴れの日曜日
③天候が曇りの土曜日
④天候が雨の水曜日

感謝デーにお客様が来る

（２） （３） プレゼントなし

NO

NO

YES

YES

12歳以下の子
供がいるか？

（１）

＜選択肢＞
①99組目か？
②記念バッチプレゼント
③ぬいぐるみプレゼント
④100組目か？
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＜状況＞
三浦さんの学校の図書室では、2つのデータベース（表）を使用して情報を管理しています。
各データベース（表）で管理されている内容は、以下の通りです。

「図書データベース」は、図書室にある本の情報（書籍名や著者名など）がまとめられています。
「貸出データベース」は、学生に貸し出した本の情報（貸出日や学生の名前など）がまとめられています。

問1　 下記には、「図書データベース」と「貸出データベース」の項目名が表示されています。
　　　空欄の（1）～（3）に関し、適切な項目名を選択より選んでください。

問2　 このデータベースでは、情報を検索するとき、下記のようなコマンドを使用します。
　　　◆AND検索　貸出日が「2010 ／ 12 ／ 1」で学籍番号が「123」を検索する場合
　　　 Search,（貸出日＝2010 ／ 12 ／ 1）AND（学籍番号＝123）
　　　◆OR検索　　著者名が「夏目漱石」または「太宰治」の本を検索する場合
 　　　Search,（著者名＝夏目漱石）OR（著者名＝太宰治）

では、以下の条件に合う情報を検索するコマンドを、選択肢より選んで完成させてください。
条件：著者名が「川端康成」で、出版社が「いろは出版」のものを検索する

Search,（著者名＝（1））（2）（（3）＝いろは出版）

（1）…… （2）…… （3）……、 、

図書番号 （１） 著者名 （２） 初版年

図書番号 貸出日 学籍番号 （３）

●図書データベース

●貸出データベース

（1）……

（2）……

（3）……

＜選択肢＞
①出版社
②名前
③最寄駅
④書籍名

＜選択肢＞
①AND
②川端康成
③OR
④出版社

4-2．システムを設計する問題

（4-2）

第４章　ICTを活用した問題解決

＜状況＞
プロジェクターのマニュアルには、下記のような記述があります。

問1　 下記の（1）～（4）のトラブルが発生した場合、ランプの色は何色になるか、選択肢より色を選んでください。
　　　（1）リモコンで操作できない
　　　（2）映像が出ない
　　　（3）映像がぼやける
　　　（4）映像が突然、暗くなってしまった

問2　 朝から行われていた研究発表で、プロジェクターが熱くなり、急に映像が出なくなりました。
　　  この場合のランプの色はどうなっているか、適切なものを選択してください。 ………

＜選択肢＞
①黄 
②青
③緑
④赤

＜選択肢＞
①黄
②青
③緑
④赤

（1）……

（2）……

（3）……

（4）……

4-3．不足の事態に対応する問題

（4-3）
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図書番号 （１） 著者名 （２） 初版年

図書番号 貸出日 学籍番号 （３）

●図書データベース

●貸出データベース

（1）……

（2）……

（3）……

＜選択肢＞
①出版社
②名前
③最寄駅
④書籍名

＜選択肢＞
①AND
②川端康成
③OR
④出版社

4-2．システムを設計する問題

（4-2）

第４章　ICTを活用した問題解決

＜状況＞
プロジェクターのマニュアルには、下記のような記述があります。

問1　 下記の（1）～（4）のトラブルが発生した場合、ランプの色は何色になるか、選択肢より色を選んでください。
　　　（1）リモコンで操作できない
　　　（2）映像が出ない
　　　（3）映像がぼやける
　　　（4）映像が突然、暗くなってしまった

問2　 朝から行われていた研究発表で、プロジェクターが熱くなり、急に映像が出なくなりました。
　　  この場合のランプの色はどうなっているか、適切なものを選択してください。 ………

＜選択肢＞
①黄 
②青
③緑
④赤

＜選択肢＞
①黄
②青
③緑
④赤

（1）……

（2）……

（3）……

（4）……

4-3．不足の事態に対応する問題

（4-3）

第４章　ICTを活用した問題解決
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