
ネットワークに関する教材の作成・活用をとおした
学習意欲を向上させるための指導と評価の改善を図る研究

研究課題

情報社会の発展を担う情報分野で活躍する人材を育成
するための学習・指導方法及び評価方法の工夫・改善に
関する実践的研究

秋田県立仁賀保高等学校

教諭 早 藤 素 史



秋田県立仁賀保高校について

昭和52年 開校 普通科６クラス
平成15年 情報メディア科開科
平成29年 創立40周年記念式典

http://www.nikaho-h.ed.jp/

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　





プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　本校では，平成１５年度から情報の専門学科である情報メディア科を開設し、それ以来、情報のスペシャリストの育成を目指しています。現在、普通科が3クラス、情報メディア科は、1クラスです。　情報メディア科の教育課程は、このようになっております。１年生で情報の基礎的な科目を学習し、2年生からはコース制を取っており、ＣＧデザインコースとＮｅｔシステムコースの２つに分かれ，それぞれの分野でより専門的な学習を行っています。　CGデザインコースでは、「CGの制作」と「デザイン教育」が中心となっており、Ｎｅｔシステムコースでは，「ネットワーク」に関する学習と「アプリ作成」に関する学習の２つがメインとなっています。
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研究主題設定の理由

 「ネットワークをイメージすることが難しい」

スイッチボックス

？
ネットワークは見えないところにある
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研究主題設定の理由

 ネットワークの仕組みが、理論的で複雑な内容が
多く、生徒の関心・意欲が失われやすい
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ネットワークが大切なのは分かるけど、
こんなことは知らなくともインターネットにはつながる。
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研究主題設定の理由

理解しやすい教材の作成や実習内容を検討する。

作成した教材について「学習した」→「やってみ
た」→「理解した・できた」という学習サイクルを適
切に活用する。

生徒が思考し、判断し、表現する教材を活用する。



研究内容及び具体的な研究活動

ア 企業アンケートとインタビューの実施
・「ネットワークに関して学習すべき内容」

・「企業が求める人材について」

イ 教材研究
・学習サイクルの中に実習を適切に位置づける

・生徒が「思考し、判断し、表現する」ことを重視する

授業・実習

ウ 評価方法の工夫
・「授業アンケート」による生徒の評価

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それでは、次に具体的な研究内容について説明します。今年度行った内容は、つぎの3つです。１つめは、企業アンケートの実施と教材研究2つめは、指導方法の工夫3つめは、評価の工夫



ア 企業アンケートとインタビュー

 企業アンケートについて

●目的

①授業で教えている内容が実際の企業が
求めている内容か検証する

②「企業が求める人材」を知り、生徒の育成
に役立てる

●対象企業

・秋田県情報産業協会に所属している企業

・本校の卒業生が働いている企業

・高校生の求人を出している企業



ア 企業アンケートとインタビュー

 企業アンケートについて

●実施方法

１）実施期間 ６月１２日～７月３１日
H28年度実施期間 ６月１３日～７月３１日

２）アンケート実施方法

・無料アンケートサイトを使用。



（依頼68社中）

計30社

業務内容 回答数

ソフトウェア製作・開発・受託
システム設計・運用・管理
ネットワーク設計・運用・管理

15

ソフトウェア制作・開発・受託
システム設計・運用・管理 5

ネットワーク設計・運用・管理
（ネットワークエンジニア） 2

システム設計・運用・管理
（システムエンジニア） 2

その他 6

アンケート回答企業の業務内訳

H28年度回答企業11社（依頼36社中）



企業アンケートの結果より

生徒に身につけておいてもらいたい知識や技術について
（上位5項目）

数値は、５段階で回答したものの平均



生徒に身につけておいてもらいたい知識や技術について
（下位5項目）

企業アンケートの結果より



回答企業の意見

 固定メーカに依存しないネットワーク基礎、応用。および情
報セキュリティリスク広範の基礎知識。

 Ciscoの重要度を低く回答したのは、実装に関しては各社
の特徴があり、若い方たちにはコマンドを覚えるよりは、
ネットワークの基礎や基本的な設計をしっかり学習してほ
しいためです。

 特にネットワーク機器については、機種を限定するのでは
なく、基本的な考え方、役割を理解するような形態が良い
のではないかと思います。機種は日々進歩していきます
ので、ベースとなる知識習得をお願いしたいです。

企業アンケートの結果より



企業インタビューより

質問：「例えば、秋田県内でCiscoルータを、使っている企業
というのはどういう企業か。」

・秋田に本社がある会社ではCiscoを扱うことはほとんどない。年に１台
扱うかどうかという頻度。

・導入している企業は、基本的に従業員やパソコンの台数の多い会社。

・ネットワーク担当者の意識が高い会社ではCiscoを使用している。

・本社が東京にある会社や取引で回線が必要な会社は、本社や取引先
が指定し送ってくる。

質問：「Ciscoの学習に関してはどうだろうか。」
・Ciscoも基本といえる。Ciscoを知るには、結局プロトコルも知らなけれ
ばいけないし、IPも知らなければいけない。

・他社のルータでも階層型のcｏｎｆｉｇとか考え方は、Ciscoと同じである。
また、コマンドも全部ではないが、Ciscoと同じコマンドを使用する。

Ciscoができれば、他社製品も使える。



第１カテゴリ 「自分の行動に関するもの」
「責任感」 「誠実さ」 「行動力」 「好奇心」 「チャレンジ精神」 「使命感」 「客観性」

第2カテゴリ 「物事に対する取り組みに関するもの」
「計画性」 「状況対応能力」 「粘り強さ」 「正確性」 「ストレス耐性」 「迅速性」 「危機管理能力」

第３カテゴリ 「対人関係に関するもの」
「コミュニケーション能力」 「説明力」 「プレゼンテーション能力」 「交渉力」 「説得力」 「ネゴシエーション能力」

第４カテゴリ 「組織内の人間関係に関するもの」
「チームワーク」 「気配り」 「人間関係構築力」 「柔軟性」 「傾聴性」 「リーダーシップ」 「調整力」

第５カテゴリ 「学ぶ力や考える力に関するもの」
「自学・自習」 「理解力」 「創造力・発想力」 「判断力」 「分析力」 「探究心」

第６カテゴリ 「問題や課題の解決に関するもの」

「論理的思考能力」 「課題認識能力」 「情報収集能力」 「応用力」 「洞察力」

第７カテゴリ 「実務能力に関するもの」
「マナー」 「文章力」 「要点整理能力」 「IT専門知識」 「資料作成能力」 「PC操作能力」 「計算力」

企業アンケートの結果より



企業が求める人材について

アンケート①（カテゴリ別）
７つのカテゴリそれぞれの中から高校生に身につけて

欲しい項目を優先順位を付けて３つを選択してもらう。

アンケート②（全体）
カテゴリを考えず、４５項目の中から高校生に身につけ

て欲しい項目を優先順位を付けて３つ選択してもらう。

集計について
・選択されたものを単純にカウントしたもの
・一番優先順位の高い１位のものをカウントしたもの



企業が求める人材について～カテゴリ別 １

第１カテゴリ「自分の行動に関するもの」
順位 3位まで 順位 1位のみ

1 責任感 1 誠実さ
誠実さ 責任感
行動力 行動力

第2カテゴリ「物事に対する取り組みに関するもの」
順位 3位まで 順位 1位のみ

1 計画性 1 計画性
2 状況対応能力 2 状況対応能力
3 粘り強さ 3 ストレス耐性

2 2


業務（まとめ）

				アンケートに答えてくれた会社の業務内容について コタ カイシャ ギョウム ナイヨウ

				業務内容 ギョウム ナイヨウ		回答数 カイトウスウ				業務内容 ギョウム ナイヨウ		回答数 カイトウスウ

				システム設計・運用・管理
（システムエンジニア）		24				ソフトウェア製作・開発・受託
システム設計・運用・管理
ネットワーク設計・運用・管理 セイサク カイハツ ジュタク セッケイ ウンヨウ カンリ セッケイ ウンヨウ カンリ		15

				ソフトウェア制作・開発・受託
（プログラマ）		21				ソフトウェア制作・開発・受託
システム設計・運用・管理 セッケイ ウンヨウ カンリ		5

				ネットワーク設計・運用・管理
（ネットワークエンジニア）		17				ネットワーク設計・運用・管理
（ネットワークエンジニア）		2

				情報コンテンツ産業
（CGデザイナ、DTPオペレータ、Webデザイナ）		4				システム設計・運用・管理
（システムエンジニア）		2

				コンピュータ作成・販売
（ショップ）		1				印刷・DTP インサツ		2

				その他 タ		7				ソフトウェア製作・開発・受託
システム設計・運用・管理
その他 セイサク カイハツ ジュタク セッケイ ウンヨウ カンリ タ		1

				業務内容（延べ数） ギョウム ナイヨウ ノ スウ		50				システム設計・運用・管理
ネットワーク設計・運用・管理 セッケイ ウンヨウ カンリ		1

										その他
（OA機器販売修理）
（情報・通信機器製造） タ キキ ハンバイ シュウリ ジョウホウ ツウシン キキ セイゾウ		2

										業務内容（合計） ギョウム ナイヨウ ゴウケイ		30





学習内容について(数値)

		ネットワークの授業の重要度 ジュギョウ ジュウヨウド

						1		2		3		4		5		平均 ヘイキン

		1		パソコン同士の接続（固定ＩＰアドレスの設定）		1		0		7		8		18		4.2

		2		パソコン同士の接続（ファイル共有の設定）		1		2		5		8		18		4.2

		3		ローカルプリンタとネットワークプリンタの設定。  		1		3		8		8		14		3.9

		4		家庭用ルータを使った、DHCPを使ったネットワークについての学習		2		1		8		11		12		3.9

		5		簡易サーバによるTCP/IPのプロトコル群の学習
(DHCP、DNS、SMTP、POP、IMAP、HTTP、HTTPS等)		2		0		9		8		15		4.0

		6		家庭用ルータを使用したスタティックルーティング		3		1		16		6		8		3.4

		7		IPアドレスの基礎知識		1		0		5		7		21		4.4

		8		IPv4アドレスによるサブネットの基礎		1		0		10		9		14		4.0

		9		サブネットを使ったネットワーク設計実習		2		0		12		8		12		3.8

		10		家庭用ルータによるNAT(NAPT)について		3		1		16		6		8		3.4

		11		無線LANアクセスポイントの設定		2		1		10		6		15		3.9

		12		Ciscoルータの基本設定		4		5		14		6		5		3.1

		13		Ciscoルータによる静的ルーティングの設定		4		5		14		6		5		3.1

		14		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(RIPによるルーティング)		4		5		16		6		3		3.0

		15		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(OSPFによるルーティング)		4		5		16		6		3		3.0

		16		Ciscoルータを使ったネットワーク構築		4		4		16		4		6		3.1

		17		Ciscoスイッチを使い、VLANを使用したネットワーク		4		3		15		5		7		3.2

		18		パケットキャプチャ		3		4		15		7		5		3.2

		19		サーバ（WindowsとLinux）へのサービスのインストール		0		3		11		11		9		3.8

						1		2		3		4		5

		その他の意見 タ イケン

		・		ネットワークセキュリティに関する内容について。例えばファイアウォールの概要や、アンチウイルスの基本についても身につけてもらいたい。

		・		固定メーカに依存しないネットワーク基礎、応用。および情報セキュリティリスク広範の基礎知識。

		・		WindowsやLinux等でネットワークへの接続技術とトラブル対応技術（繋がらない場合の原因究明等の調査技術）。

		・		浅くでいいので、広く概念を知っておいてほしいです。

		・		基本的なサーバ・パソコンのネットワーク設定はできる前提で考えています。
統合脅威管理（ＵＴＭ）やウィルス対策ソフトの知識や設定ができれば良いと考えます。

		・		基礎知識はもちろん必要となりますが、他者とのコミュニケーション（知らないことを聞く、どこまでできているか報告する）も重視しています

		・		ネットワークエンジニアを目指す上で最低限必要な知識（ＩＰアドレス・プロトコル等の基礎知識）を習得する観点で回答させていただきました。また、Ciscoスイッチでの実習も大変魅力的かと思います。可用性・信頼性・保守性やセキュリティを考慮したネットワーク設計について補足していただくと理解も深まり、実務でのギャップ低減も図れるかと思います。

		・		Ciscoの重要度を低く回答したのは、実装に関しては各社の特徴があり、若い方たちにはコマンドを覚えるよりは、ネットワークの基礎や基本的な設計をしっかり学習してほしいためです。

		・		ファイアウォール設定

		・		スイッチやルータの設定は、NEに進むのであれば重要かと思いますが、SEであれば、PCやサーバの接続設定ができれば十分です。

		・		VPN

		・		最近ではUTMやFWを導入するケースが多いのでネットワークのセキュリティの部分も必要かと思います。

		・		ネットワーク設定状態の確認（netstat等の出力の解釈）





学習内容について(平均 データバー)

		ネットワークの授業の重要度 ジュギョウ ジュウヨウド

						1－2－3－4－5

		1		パソコン同士の接続（固定ＩＰアドレスの設定）		4.2

		2		パソコン同士の接続（ファイル共有の設定）		4.2

		3		ローカルプリンタとネットワークプリンタの設定。  		3.9

		4		家庭用ルータを使った、DHCPを使ったネットワークについての学習		3.9

		5		簡易サーバによるTCP/IPのプロトコル群の学習
(DHCP、DNS、SMTP、POP、IMAP、HTTP、HTTPS等)		4.0

		6		家庭用ルータを使用したスタティックルーティング		3.4

		7		IPアドレスの基礎知識		4.4

		8		IPv4アドレスによるサブネットの基礎		4.0

		9		サブネットを使ったネットワーク設計実習		3.8

		10		家庭用ルータによるNAT(NAPT)について		3.4

		11		無線LANアクセスポイントの設定		3.9

		12		Ciscoルータの基本設定		3.1

		13		Ciscoルータによる静的ルーティングの設定		3.1

		14		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(RIPによるルーティング)		3.0

		15		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(OSPFによるルーティング)		3.0

		16		Ciscoルータを使ったネットワーク構築		3.1

		17		Ciscoスイッチを使い、VLANを使用したネットワーク		3.2

		18		パケットキャプチャ		3.2

		19		サーバ（WindowsとLinux）へのサービスのインストール		3.8

						1－2－3－4－5

		その他の意見 タ イケン

		・		ネットワークセキュリティに関する内容について。例えばファイアウォールの概要や、アンチウイルスの基本についても身につけてもらいたい。

		・		固定メーカに依存しないネットワーク基礎、応用。および情報セキュリティリスク広範の基礎知識。

		・		WindowsやLinux等でネットワークへの接続技術とトラブル対応技術（繋がらない場合の原因究明等の調査技術）。

		・		浅くでいいので、広く概念を知っておいてほしいです。

		・		基本的なサーバ・パソコンのネットワーク設定はできる前提で考えています。
統合脅威管理（ＵＴＭ）やウィルス対策ソフトの知識や設定ができれば良いと考えます。

		・		基礎知識はもちろん必要となりますが、他者とのコミュニケーション（知らないことを聞く、どこまでできているか報告する）も重視しています

		・		ネットワークエンジニアを目指す上で最低限必要な知識（ＩＰアドレス・プロトコル等の基礎知識）を習得する観点で回答させていただきました。また、Ciscoスイッチでの実習も大変魅力的かと思います。可用性・信頼性・保守性やセキュリティを考慮したネットワーク設計について補足していただくと理解も深まり、実務でのギャップ低減も図れるかと思います。

		・		Ciscoの重要度を低く回答したのは、実装に関しては各社の特徴があり、若い方たちにはコマンドを覚えるよりは、ネットワークの基礎や基本的な設計をしっかり学習してほしいためです。

		・		ファイアウォール設定

		・		スイッチやルータの設定は、NEに進むのであれば重要かと思いますが、SEであれば、PCやサーバの接続設定ができれば十分です。

		・		VPN

		・		最近ではUTMやFWを導入するケースが多いのでネットワークのセキュリティの部分も必要かと思います。

		・		ネットワーク設定状態の確認（netstat等の出力の解釈）





学習内容について(平均 データバー) (数値の大きい順）

		ネットワークの授業の重要度 ジュギョウ ジュウヨウド

						1－2－3－4－5

		1		IPアドレスの基礎知識		4.4

		2		パソコン同士の接続（固定ＩＰアドレスの設定）		4.2

		3		パソコン同士の接続（ファイル共有の設定）		4.2

		4		簡易サーバによるTCP/IPのプロトコル群の学習
(DHCP、DNS、SMTP、POP、IMAP、HTTP、HTTPS等)		4.0

		5		IPv4アドレスによるサブネットの基礎		4.0

		6		ローカルプリンタとネットワークプリンタの設定。  		3.9

		7		家庭用ルータを使った、DHCPを使ったネットワークについての学習		3.9

		8		無線LANアクセスポイントの設定		3.9

		9		サブネットを使ったネットワーク設計実習		3.8

		10		サーバ（WindowsとLinux）へのサービスのインストール		3.8

		11		家庭用ルータを使用したスタティックルーティング		3.4

		12		家庭用ルータによるNAT(NAPT)について		3.4

		13		Ciscoスイッチを使い、VLANを使用したネットワーク		3.2

		14		パケットキャプチャ		3.2

						1－2－3－4－5

		15		Ciscoルータの基本設定		3.1

		16		Ciscoルータによる静的ルーティングの設定		3.1

		17		Ciscoルータを使ったネットワーク構築		3.1

		18		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(RIPによるルーティング)		3.0

		19		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(OSPFによるルーティング)		3.0

						1－2－3－4－5

		その他の意見 タ イケン

		・		ネットワークセキュリティに関する内容について。例えばファイアウォールの概要や、アンチウイルスの基本についても身につけてもらいたい。

		・		固定メーカに依存しないネットワーク基礎、応用。および情報セキュリティリスク広範の基礎知識。

		・		WindowsやLinux等でネットワークへの接続技術とトラブル対応技術（繋がらない場合の原因究明等の調査技術）。

		・		浅くでいいので、広く概念を知っておいてほしいです。

		・		基本的なサーバ・パソコンのネットワーク設定はできる前提で考えています。
統合脅威管理（ＵＴＭ）やウィルス対策ソフトの知識や設定ができれば良いと考えます。

		・		基礎知識はもちろん必要となりますが、他者とのコミュニケーション（知らないことを聞く、どこまでできているか報告する）も重視しています

		・		ネットワークエンジニアを目指す上で最低限必要な知識（ＩＰアドレス・プロトコル等の基礎知識）を習得する観点で回答させていただきました。また、Ciscoスイッチでの実習も大変魅力的かと思います。可用性・信頼性・保守性やセキュリティを考慮したネットワーク設計について補足していただくと理解も深まり、実務でのギャップ低減も図れるかと思います。

		・		Ciscoの重要度を低く回答したのは、実装に関しては各社の特徴があり、若い方たちにはコマンドを覚えるよりは、ネットワークの基礎や基本的な設計をしっかり学習してほしいためです。

		・		ファイアウォール設定

		・		スイッチやルータの設定は、NEに進むのであれば重要かと思いますが、SEであれば、PCやサーバの接続設定ができれば十分です。

		・		VPN

		・		最近ではUTMやFWを導入するケースが多いのでネットワークのセキュリティの部分も必要かと思います。

		・		ネットワーク設定状態の確認（netstat等の出力の解釈）





カテゴリー別

				●カテゴリ別の身につけておいてもらいたいこと ベツ ミ

				第１カテゴリ「自分の行動に関するもの」 ダイ ジブン コウドウ カン

						３位まで イ		１位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		1		「責任感」 セキニンカン		22		7				1		責任感 セキニンカン				1		誠実さ セイジツ

		2		「誠実さ」 セイジツ		20		12				2		誠実さ セイジツ				2		責任感 セキニンカン

		3		「行動力」 コウドウリョク		20		7				2		行動力 コウドウリョク				2		行動力 コウドウリョク

		4		「好奇心」 コウキシン		17		6

		5		「チャレンジ精神」 セイシン		17		1

		6		「使命感」 シメイカン		3		0

		7		「客観性」 キャッカンセイ		3		1



				第2カテゴリ「物事に対する取り組みに関するもの」 ダイ モノゴト タイ ト ク カン

						３位まで イ		１位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		8		「計画性」		25		12				1		計画性 ケイカクセイ				1		計画性 ケイカクセイ

		9		「状況対応能力」		24		7				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク

		10		「粘り強さ」		16		3				3		粘り強さ ネバ ヅヨ				3		ストレス耐性 タイセイ

		11		「正確性」		14		4

		12		「ストレス耐性」		10		6

		13		「迅速性」		6		2

		14		「危機管理能力」 キキ カンリ ノウリョク		6		0

				第３カテゴリ「対人関係に関するもの」 ダイ タイジン カンケイ カン

						３位まで イ		１位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		15		「コミュニケーション能力」		32		24				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

		16		「説明力」		23		4				2		説明力 セツメイリョク				2		プレゼンテーション能力 ノウリョク

		17		「プレゼンテーション能力」		22		5				3		プレゼンテーション能力 ノウリョク				3		説明力 セツメイリョク

		18		「交渉力」		11		1

		19		「説得力」 セットクリョク		5		0

		20		「ネゴシエーション能力」 ノウリョク		3		0



				第４カテゴリ「組織内の人間関係に関するもの」 ダイ ソシキナイ ニンゲン カンケイ カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		21		「チームワーク」		23		12				1		チームワーク				1		チームワーク

		22		「気配り」 キクバ		18		6				2		気配り キクバ				2		気配り キクバ

		23		「人間関係構築力」 ニンゲン カンケイ コウチクリョク		17		4				3		人間関係構築力 ニンゲン カンケイ コウチクリョク				3		柔軟性 ジュウナンセイ

		24		「柔軟性」 ジュウナン セイ		15		5										3		傾聴性 ケイチョウ セイ

		25		「傾聴性」 ケイチョウ セイ		14		5

		26		「リーダーシップ」		8		2

		27		「調整力」 チョウセイリョク		4		0

				第５カテゴリ「学ぶ力や考える力に関するもの」 ダイ マナ チカラ カンガ チカラ カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		28		「自学・自習」 ジガク ジシュウ		22		14				1		自学・自習 ジガク ジシュウ				1		自学・自習 ジガク ジシュウ

		29		「理解力」 リカイリョク		19		9				2		理解力 リカイリョク				2		理解力 リカイリョク

		30		「創造力・発想力」 ソウゾウリョク ハッソウリョク		16		4				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク

		31		「判断力」 ハンダンリョク		14		1

		32		「分析力」 ブンセキリョク		14		3

		33		「探究心」 タンキュウシン		13		3

				第６カテゴリ「問題や課題の解決に関するもの」 ダイ モンダイ カダイ カイケツ カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		34		「論理的思考能力」 ロンリテキ シコウ ノウリョク		28		13				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

		35		「課題認識能力」 カダイ ニンシキ ノウリョク		24		8				2		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク				2		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク

		36		「情報収集能力」 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク		23		10				3		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク				3		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク

		37		「応用力」 オウヨウリョク		13		1

		38		「洞察力」 ドウサツリョク		11		2

				第７カテゴリ「実務能力に関するもの」 ダイ ジツム ノウリョク カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		39		「マナー」		23		12				1		マナー				1		マナー

		40		「文章力」 ブンショウリョク		21		5				2		文章力 ブンショウリョク				2		文章力 ブンショウリョク

		41		「要点整理能力」 ヨウテン セイリ ノウリョク		20		5				3		要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク				2		要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク

		42		「IT専門知識」 センモン チシキ		12		3

		43		「資料作成能力」 シリョウ サクセイ ノウリョク		10		4

		44		「PC操作能力」 ソウサ ノウリョク		8		2

		45		「計算力」 ケイサンリョク		4		2





全体

		●全項目の中から、特に身につけておいてもらいたいと思うもの ゼンコウモク ナカ トク ミ オモ

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		第１カテゴリ ダイ		誠実さ セイジツ		7		4				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

		自分の行動
に関するもの ジブン コウドウ カン		責任感 セキニンカン		6		1				2		マナー				2		マナー

				行動力 コウドウリョク		6		2				3		誠実さ セイジツ				3		誠実さ セイジツ

				好奇心 コウキシン		4		2				4		責任感 セキニンカン				4		好奇心 コウキシン

				チャレンジ精神 セイシン		1		0						行動力 コウドウリョク						行動力 コウドウリョク

				使命感 シメイカン		0		0						論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

				客観性 キャッカンセイ		0		0

		第2カテゴリ ダイ		ストレス耐性		4		1

		物事に対する取り組み
に関するもの モノゴト タイ ト ク カン		粘り強さ		2		0

				正確性		2		0

				計画性		1		0

				状況対応能力		1		1

				迅速性		0		0

				危機管理能力 キキ カンリ ノウリョク		0		0

		第３カテゴリ ダイ		コミュニケーション能力		19		11

		対人関係
に関するもの タイジン カンケイ カン		説明力		2		1

				プレゼンテーション能力		1		0

				ネゴシエーション能力 ノウリョク		0		0

				交渉力		0		0

				説得力 セットクリョク		0		0

		第４カテゴリ ダイ		チームワーク		5		1

		組織内の人間関係
に関するもの ソシキナイ ニンゲン カンケイ カン		気配り キクバ		3		0

				傾聴性 ケイチョウ セイ		2		1

				リーダーシップ		1		1

				柔軟性 ジュウナン セイ		0		0

				人間関係構築力 ニンゲン カンケイ コウチクリョク		0		0

		第５カテゴリ ダイ		自学・自習 ジガク ジシュウ		2		0

		学ぶ力や考える力
に関するもの マナ チカラ カンガ チカラ カン		探究心 タンキュウシン		2		0

				創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク		1		0

				理解力 リカイリョク		1		0

				判断力 ハンダンリョク		1		0

				分析力 ブンセキリョク		1		0

		第６カテゴリ ダイ		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク		6		1

		問題や課題の解決
に関するもの モンダイ カダイ カイケツ カン		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク		3		0

				応用力 オウヨウリョク		1		0

				課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク		0		0

				洞察力 ドウサツリョク		0		0

		第７カテゴリ ダイ		マナー		11		5

		実務能力
に関するもの ジツム ノウリョク カン		IT専門知識 センモン チシキ		2		0

				要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク		1		1

				文章力 ブンショウリョク		0		0

				計算力 ケイサンリョク		0		0

				PC操作能力 ソウサ ノウリョク		0		0

				資料作成能力 シリョウ サクセイ ノウリョク		0		0





カテゴリー別 (2)

				●カテゴリ別の身につけておいてもらいたいこと ベツ ミ

				全45項目中 ゼン コウモク チュウ

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

				2		マナー				2		マナー

				3		誠実さ セイジツ				3		誠実さ セイジツ

				4		責任感 セキニンカン				4		好奇心 コウキシン

						行動力 コウドウリョク						行動力 コウドウリョク

						論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

				第１カテゴリ「自分の行動に関するもの」 ダイ ジブン コウドウ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		責任感 セキニンカン				1		誠実さ セイジツ

				2		誠実さ セイジツ				2		責任感 セキニンカン

						行動力 コウドウリョク						行動力 コウドウリョク

				第2カテゴリ「物事に対する取り組みに関するもの」 ダイ モノゴト タイ ト ク カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		計画性 ケイカクセイ				1		計画性 ケイカクセイ

				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク

				3		粘り強さ ネバ ヅヨ				3		ストレス耐性 タイセイ



				第３カテゴリ「対人関係に関するもの」 ダイ タイジン カンケイ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

				2		説明力 セツメイリョク				2		プレゼンテーション能力 ノウリョク

				3		プレゼンテーション能力 ノウリョク				3		説明力 セツメイリョク

				第４カテゴリ「組織内の人間関係に関するもの」 ダイ ソシキナイ ニンゲン カンケイ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		チームワーク				1		チームワーク

				2		気配り キクバ				2		気配り キクバ

				3		人間関係構築力 ニンゲン カンケイ コウチクリョク				3		柔軟性 ジュウナンセイ

												傾聴性 ケイチョウ セイ

				第５カテゴリ「学ぶ力や考える力に関するもの」 ダイ マナ チカラ カンガ チカラ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		自学・自習 ジガク ジシュウ				1		自学・自習 ジガク ジシュウ

				2		理解力 リカイリョク				2		理解力 リカイリョク

				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク



				第６カテゴリ「問題や課題の解決に関するもの」 ダイ モンダイ カダイ カイケツ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

				2		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク				2		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク

				3		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク				3		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク

				第７カテゴリ「実務能力に関するもの」 ダイ ジツム ノウリョク カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		マナー				1		マナー

				2		文章力 ブンショウリョク				2		文章力 ブンショウリョク

				3		要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク						要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク















企業が求める人材について～カテゴリ別 ２

第３カテゴリ「対人関係に関するもの」
順位 3位まで 順位 1位のみ

1 コミュニケーション能力 1 コミュニケーション能力
2 説明力 2 プレゼンテーション能力
3 プレゼンテーション能力 3 説明力

第４カテゴリ「組織内の人間関係に関するもの」
順位 3位まで 順位 1位のみ

1 チームワーク 1 チームワーク
2 気配り 2 気配り
3 人間関係構築力 柔軟性

傾聴性
3


業務（まとめ）

				アンケートに答えてくれた会社の業務内容について コタ カイシャ ギョウム ナイヨウ

				業務内容 ギョウム ナイヨウ		回答数 カイトウスウ				業務内容 ギョウム ナイヨウ		回答数 カイトウスウ

				システム設計・運用・管理
（システムエンジニア）		24				ソフトウェア製作・開発・受託
システム設計・運用・管理
ネットワーク設計・運用・管理 セイサク カイハツ ジュタク セッケイ ウンヨウ カンリ セッケイ ウンヨウ カンリ		15

				ソフトウェア制作・開発・受託
（プログラマ）		21				ソフトウェア制作・開発・受託
システム設計・運用・管理 セッケイ ウンヨウ カンリ		5

				ネットワーク設計・運用・管理
（ネットワークエンジニア）		17				ネットワーク設計・運用・管理
（ネットワークエンジニア）		2

				情報コンテンツ産業
（CGデザイナ、DTPオペレータ、Webデザイナ）		4				システム設計・運用・管理
（システムエンジニア）		2

				コンピュータ作成・販売
（ショップ）		1				印刷・DTP インサツ		2

				その他 タ		7				ソフトウェア製作・開発・受託
システム設計・運用・管理
その他 セイサク カイハツ ジュタク セッケイ ウンヨウ カンリ タ		1

				業務内容（延べ数） ギョウム ナイヨウ ノ スウ		50				システム設計・運用・管理
ネットワーク設計・運用・管理 セッケイ ウンヨウ カンリ		1

										その他
（OA機器販売修理）
（情報・通信機器製造） タ キキ ハンバイ シュウリ ジョウホウ ツウシン キキ セイゾウ		2

										業務内容（合計） ギョウム ナイヨウ ゴウケイ		30





学習内容について(数値)

		ネットワークの授業の重要度 ジュギョウ ジュウヨウド

						1		2		3		4		5		平均 ヘイキン

		1		パソコン同士の接続（固定ＩＰアドレスの設定）		1		0		7		8		18		4.2

		2		パソコン同士の接続（ファイル共有の設定）		1		2		5		8		18		4.2

		3		ローカルプリンタとネットワークプリンタの設定。  		1		3		8		8		14		3.9

		4		家庭用ルータを使った、DHCPを使ったネットワークについての学習		2		1		8		11		12		3.9

		5		簡易サーバによるTCP/IPのプロトコル群の学習
(DHCP、DNS、SMTP、POP、IMAP、HTTP、HTTPS等)		2		0		9		8		15		4.0

		6		家庭用ルータを使用したスタティックルーティング		3		1		16		6		8		3.4

		7		IPアドレスの基礎知識		1		0		5		7		21		4.4

		8		IPv4アドレスによるサブネットの基礎		1		0		10		9		14		4.0

		9		サブネットを使ったネットワーク設計実習		2		0		12		8		12		3.8

		10		家庭用ルータによるNAT(NAPT)について		3		1		16		6		8		3.4

		11		無線LANアクセスポイントの設定		2		1		10		6		15		3.9

		12		Ciscoルータの基本設定		4		5		14		6		5		3.1

		13		Ciscoルータによる静的ルーティングの設定		4		5		14		6		5		3.1

		14		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(RIPによるルーティング)		4		5		16		6		3		3.0

		15		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(OSPFによるルーティング)		4		5		16		6		3		3.0

		16		Ciscoルータを使ったネットワーク構築		4		4		16		4		6		3.1

		17		Ciscoスイッチを使い、VLANを使用したネットワーク		4		3		15		5		7		3.2

		18		パケットキャプチャ		3		4		15		7		5		3.2

		19		サーバ（WindowsとLinux）へのサービスのインストール		0		3		11		11		9		3.8

						1		2		3		4		5

		その他の意見 タ イケン

		・		ネットワークセキュリティに関する内容について。例えばファイアウォールの概要や、アンチウイルスの基本についても身につけてもらいたい。

		・		固定メーカに依存しないネットワーク基礎、応用。および情報セキュリティリスク広範の基礎知識。

		・		WindowsやLinux等でネットワークへの接続技術とトラブル対応技術（繋がらない場合の原因究明等の調査技術）。

		・		浅くでいいので、広く概念を知っておいてほしいです。

		・		基本的なサーバ・パソコンのネットワーク設定はできる前提で考えています。
統合脅威管理（ＵＴＭ）やウィルス対策ソフトの知識や設定ができれば良いと考えます。

		・		基礎知識はもちろん必要となりますが、他者とのコミュニケーション（知らないことを聞く、どこまでできているか報告する）も重視しています

		・		ネットワークエンジニアを目指す上で最低限必要な知識（ＩＰアドレス・プロトコル等の基礎知識）を習得する観点で回答させていただきました。また、Ciscoスイッチでの実習も大変魅力的かと思います。可用性・信頼性・保守性やセキュリティを考慮したネットワーク設計について補足していただくと理解も深まり、実務でのギャップ低減も図れるかと思います。

		・		Ciscoの重要度を低く回答したのは、実装に関しては各社の特徴があり、若い方たちにはコマンドを覚えるよりは、ネットワークの基礎や基本的な設計をしっかり学習してほしいためです。

		・		ファイアウォール設定

		・		スイッチやルータの設定は、NEに進むのであれば重要かと思いますが、SEであれば、PCやサーバの接続設定ができれば十分です。

		・		VPN

		・		最近ではUTMやFWを導入するケースが多いのでネットワークのセキュリティの部分も必要かと思います。

		・		ネットワーク設定状態の確認（netstat等の出力の解釈）





学習内容について(平均 データバー)

		ネットワークの授業の重要度 ジュギョウ ジュウヨウド

						1－2－3－4－5

		1		パソコン同士の接続（固定ＩＰアドレスの設定）		4.2

		2		パソコン同士の接続（ファイル共有の設定）		4.2

		3		ローカルプリンタとネットワークプリンタの設定。  		3.9

		4		家庭用ルータを使った、DHCPを使ったネットワークについての学習		3.9

		5		簡易サーバによるTCP/IPのプロトコル群の学習
(DHCP、DNS、SMTP、POP、IMAP、HTTP、HTTPS等)		4.0

		6		家庭用ルータを使用したスタティックルーティング		3.4

		7		IPアドレスの基礎知識		4.4

		8		IPv4アドレスによるサブネットの基礎		4.0

		9		サブネットを使ったネットワーク設計実習		3.8

		10		家庭用ルータによるNAT(NAPT)について		3.4

		11		無線LANアクセスポイントの設定		3.9

		12		Ciscoルータの基本設定		3.1

		13		Ciscoルータによる静的ルーティングの設定		3.1

		14		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(RIPによるルーティング)		3.0

		15		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(OSPFによるルーティング)		3.0

		16		Ciscoルータを使ったネットワーク構築		3.1

		17		Ciscoスイッチを使い、VLANを使用したネットワーク		3.2

		18		パケットキャプチャ		3.2

		19		サーバ（WindowsとLinux）へのサービスのインストール		3.8

						1－2－3－4－5

		その他の意見 タ イケン

		・		ネットワークセキュリティに関する内容について。例えばファイアウォールの概要や、アンチウイルスの基本についても身につけてもらいたい。

		・		固定メーカに依存しないネットワーク基礎、応用。および情報セキュリティリスク広範の基礎知識。

		・		WindowsやLinux等でネットワークへの接続技術とトラブル対応技術（繋がらない場合の原因究明等の調査技術）。

		・		浅くでいいので、広く概念を知っておいてほしいです。

		・		基本的なサーバ・パソコンのネットワーク設定はできる前提で考えています。
統合脅威管理（ＵＴＭ）やウィルス対策ソフトの知識や設定ができれば良いと考えます。

		・		基礎知識はもちろん必要となりますが、他者とのコミュニケーション（知らないことを聞く、どこまでできているか報告する）も重視しています

		・		ネットワークエンジニアを目指す上で最低限必要な知識（ＩＰアドレス・プロトコル等の基礎知識）を習得する観点で回答させていただきました。また、Ciscoスイッチでの実習も大変魅力的かと思います。可用性・信頼性・保守性やセキュリティを考慮したネットワーク設計について補足していただくと理解も深まり、実務でのギャップ低減も図れるかと思います。

		・		Ciscoの重要度を低く回答したのは、実装に関しては各社の特徴があり、若い方たちにはコマンドを覚えるよりは、ネットワークの基礎や基本的な設計をしっかり学習してほしいためです。

		・		ファイアウォール設定

		・		スイッチやルータの設定は、NEに進むのであれば重要かと思いますが、SEであれば、PCやサーバの接続設定ができれば十分です。

		・		VPN

		・		最近ではUTMやFWを導入するケースが多いのでネットワークのセキュリティの部分も必要かと思います。

		・		ネットワーク設定状態の確認（netstat等の出力の解釈）





学習内容について(平均 データバー) (数値の大きい順）

		ネットワークの授業の重要度 ジュギョウ ジュウヨウド

						1－2－3－4－5

		1		IPアドレスの基礎知識		4.4

		2		パソコン同士の接続（固定ＩＰアドレスの設定）		4.2

		3		パソコン同士の接続（ファイル共有の設定）		4.2

		4		簡易サーバによるTCP/IPのプロトコル群の学習
(DHCP、DNS、SMTP、POP、IMAP、HTTP、HTTPS等)		4.0

		5		IPv4アドレスによるサブネットの基礎		4.0

		6		ローカルプリンタとネットワークプリンタの設定。  		3.9

		7		家庭用ルータを使った、DHCPを使ったネットワークについての学習		3.9

		8		無線LANアクセスポイントの設定		3.9

		9		サブネットを使ったネットワーク設計実習		3.8

		10		サーバ（WindowsとLinux）へのサービスのインストール		3.8

		11		家庭用ルータを使用したスタティックルーティング		3.4

		12		家庭用ルータによるNAT(NAPT)について		3.4

		13		Ciscoスイッチを使い、VLANを使用したネットワーク		3.2

		14		パケットキャプチャ		3.2

						1－2－3－4－5

		15		Ciscoルータの基本設定		3.1

		16		Ciscoルータによる静的ルーティングの設定		3.1

		17		Ciscoルータを使ったネットワーク構築		3.1

		18		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(RIPによるルーティング)		3.0

		19		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(OSPFによるルーティング)		3.0

						1－2－3－4－5

		その他の意見 タ イケン

		・		ネットワークセキュリティに関する内容について。例えばファイアウォールの概要や、アンチウイルスの基本についても身につけてもらいたい。

		・		固定メーカに依存しないネットワーク基礎、応用。および情報セキュリティリスク広範の基礎知識。

		・		WindowsやLinux等でネットワークへの接続技術とトラブル対応技術（繋がらない場合の原因究明等の調査技術）。

		・		浅くでいいので、広く概念を知っておいてほしいです。

		・		基本的なサーバ・パソコンのネットワーク設定はできる前提で考えています。
統合脅威管理（ＵＴＭ）やウィルス対策ソフトの知識や設定ができれば良いと考えます。

		・		基礎知識はもちろん必要となりますが、他者とのコミュニケーション（知らないことを聞く、どこまでできているか報告する）も重視しています

		・		ネットワークエンジニアを目指す上で最低限必要な知識（ＩＰアドレス・プロトコル等の基礎知識）を習得する観点で回答させていただきました。また、Ciscoスイッチでの実習も大変魅力的かと思います。可用性・信頼性・保守性やセキュリティを考慮したネットワーク設計について補足していただくと理解も深まり、実務でのギャップ低減も図れるかと思います。

		・		Ciscoの重要度を低く回答したのは、実装に関しては各社の特徴があり、若い方たちにはコマンドを覚えるよりは、ネットワークの基礎や基本的な設計をしっかり学習してほしいためです。

		・		ファイアウォール設定

		・		スイッチやルータの設定は、NEに進むのであれば重要かと思いますが、SEであれば、PCやサーバの接続設定ができれば十分です。

		・		VPN

		・		最近ではUTMやFWを導入するケースが多いのでネットワークのセキュリティの部分も必要かと思います。

		・		ネットワーク設定状態の確認（netstat等の出力の解釈）





カテゴリー別

				●カテゴリ別の身につけておいてもらいたいこと ベツ ミ

				第１カテゴリ「自分の行動に関するもの」 ダイ ジブン コウドウ カン

						３位まで イ		１位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		1		「責任感」 セキニンカン		22		7				1		責任感 セキニンカン				1		誠実さ セイジツ

		2		「誠実さ」 セイジツ		20		12				2		誠実さ セイジツ				2		責任感 セキニンカン

		3		「行動力」 コウドウリョク		20		7				2		行動力 コウドウリョク				2		行動力 コウドウリョク

		4		「好奇心」 コウキシン		17		6

		5		「チャレンジ精神」 セイシン		17		1

		6		「使命感」 シメイカン		3		0

		7		「客観性」 キャッカンセイ		3		1



				第2カテゴリ「物事に対する取り組みに関するもの」 ダイ モノゴト タイ ト ク カン

						３位まで イ		１位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		8		「計画性」		25		12				1		計画性 ケイカクセイ				1		計画性 ケイカクセイ

		9		「状況対応能力」		24		7				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク

		10		「粘り強さ」		16		3				3		粘り強さ ネバ ヅヨ				3		ストレス耐性 タイセイ

		11		「正確性」		14		4

		12		「ストレス耐性」		10		6

		13		「迅速性」		6		2

		14		「危機管理能力」 キキ カンリ ノウリョク		6		0

				第３カテゴリ「対人関係に関するもの」 ダイ タイジン カンケイ カン

						３位まで イ		１位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		15		「コミュニケーション能力」		32		24				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

		16		「説明力」		23		4				2		説明力 セツメイリョク				2		プレゼンテーション能力 ノウリョク

		17		「プレゼンテーション能力」		22		5				3		プレゼンテーション能力 ノウリョク				3		説明力 セツメイリョク

		18		「交渉力」		11		1

		19		「説得力」 セットクリョク		5		0

		20		「ネゴシエーション能力」 ノウリョク		3		0



				第４カテゴリ「組織内の人間関係に関するもの」 ダイ ソシキナイ ニンゲン カンケイ カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		21		「チームワーク」		23		12				1		チームワーク				1		チームワーク

		22		「気配り」 キクバ		18		6				2		気配り キクバ				2		気配り キクバ

		23		「人間関係構築力」 ニンゲン カンケイ コウチクリョク		17		4				3		人間関係構築力 ニンゲン カンケイ コウチクリョク				3		柔軟性 ジュウナンセイ

		24		「柔軟性」 ジュウナン セイ		15		5										3		傾聴性 ケイチョウ セイ

		25		「傾聴性」 ケイチョウ セイ		14		5

		26		「リーダーシップ」		8		2

		27		「調整力」 チョウセイリョク		4		0

				第５カテゴリ「学ぶ力や考える力に関するもの」 ダイ マナ チカラ カンガ チカラ カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		28		「自学・自習」 ジガク ジシュウ		22		14				1		自学・自習 ジガク ジシュウ				1		自学・自習 ジガク ジシュウ

		29		「理解力」 リカイリョク		19		9				2		理解力 リカイリョク				2		理解力 リカイリョク

		30		「創造力・発想力」 ソウゾウリョク ハッソウリョク		16		4				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク

		31		「判断力」 ハンダンリョク		14		1

		32		「分析力」 ブンセキリョク		14		3

		33		「探究心」 タンキュウシン		13		3

				第６カテゴリ「問題や課題の解決に関するもの」 ダイ モンダイ カダイ カイケツ カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		34		「論理的思考能力」 ロンリテキ シコウ ノウリョク		28		13				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

		35		「課題認識能力」 カダイ ニンシキ ノウリョク		24		8				2		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク				2		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク

		36		「情報収集能力」 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク		23		10				3		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク				3		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク

		37		「応用力」 オウヨウリョク		13		1

		38		「洞察力」 ドウサツリョク		11		2

				第７カテゴリ「実務能力に関するもの」 ダイ ジツム ノウリョク カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		39		「マナー」		23		12				1		マナー				1		マナー

		40		「文章力」 ブンショウリョク		21		5				2		文章力 ブンショウリョク				2		文章力 ブンショウリョク

		41		「要点整理能力」 ヨウテン セイリ ノウリョク		20		5				3		要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク				2		要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク

		42		「IT専門知識」 センモン チシキ		12		3

		43		「資料作成能力」 シリョウ サクセイ ノウリョク		10		4

		44		「PC操作能力」 ソウサ ノウリョク		8		2

		45		「計算力」 ケイサンリョク		4		2





全体

		●全項目の中から、特に身につけておいてもらいたいと思うもの ゼンコウモク ナカ トク ミ オモ

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		第１カテゴリ ダイ		誠実さ セイジツ		7		4				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

		自分の行動
に関するもの ジブン コウドウ カン		責任感 セキニンカン		6		1				2		マナー				2		マナー

				行動力 コウドウリョク		6		2				3		誠実さ セイジツ				3		誠実さ セイジツ

				好奇心 コウキシン		4		2				4		責任感 セキニンカン				4		好奇心 コウキシン

				チャレンジ精神 セイシン		1		0						行動力 コウドウリョク						行動力 コウドウリョク

				使命感 シメイカン		0		0						論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

				客観性 キャッカンセイ		0		0

		第2カテゴリ ダイ		ストレス耐性		4		1

		物事に対する取り組み
に関するもの モノゴト タイ ト ク カン		粘り強さ		2		0

				正確性		2		0

				計画性		1		0

				状況対応能力		1		1

				迅速性		0		0

				危機管理能力 キキ カンリ ノウリョク		0		0

		第３カテゴリ ダイ		コミュニケーション能力		19		11

		対人関係
に関するもの タイジン カンケイ カン		説明力		2		1

				プレゼンテーション能力		1		0

				ネゴシエーション能力 ノウリョク		0		0

				交渉力		0		0

				説得力 セットクリョク		0		0

		第４カテゴリ ダイ		チームワーク		5		1

		組織内の人間関係
に関するもの ソシキナイ ニンゲン カンケイ カン		気配り キクバ		3		0

				傾聴性 ケイチョウ セイ		2		1

				リーダーシップ		1		1

				柔軟性 ジュウナン セイ		0		0

				人間関係構築力 ニンゲン カンケイ コウチクリョク		0		0

		第５カテゴリ ダイ		自学・自習 ジガク ジシュウ		2		0

		学ぶ力や考える力
に関するもの マナ チカラ カンガ チカラ カン		探究心 タンキュウシン		2		0

				創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク		1		0

				理解力 リカイリョク		1		0

				判断力 ハンダンリョク		1		0

				分析力 ブンセキリョク		1		0

		第６カテゴリ ダイ		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク		6		1

		問題や課題の解決
に関するもの モンダイ カダイ カイケツ カン		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク		3		0

				応用力 オウヨウリョク		1		0

				課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク		0		0

				洞察力 ドウサツリョク		0		0

		第７カテゴリ ダイ		マナー		11		5

		実務能力
に関するもの ジツム ノウリョク カン		IT専門知識 センモン チシキ		2		0

				要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク		1		1

				文章力 ブンショウリョク		0		0

				計算力 ケイサンリョク		0		0

				PC操作能力 ソウサ ノウリョク		0		0

				資料作成能力 シリョウ サクセイ ノウリョク		0		0





カテゴリー別 (2)

				●カテゴリ別の身につけておいてもらいたいこと ベツ ミ

				全45項目中 ゼン コウモク チュウ

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

				2		マナー				2		マナー

				3		誠実さ セイジツ				3		誠実さ セイジツ

				4		責任感 セキニンカン				4		好奇心 コウキシン

						行動力 コウドウリョク						行動力 コウドウリョク

						論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

				第１カテゴリ「自分の行動に関するもの」 ダイ ジブン コウドウ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		責任感 セキニンカン				1		誠実さ セイジツ

				2		誠実さ セイジツ				2		責任感 セキニンカン

						行動力 コウドウリョク						行動力 コウドウリョク

				第2カテゴリ「物事に対する取り組みに関するもの」 ダイ モノゴト タイ ト ク カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		計画性 ケイカクセイ				1		計画性 ケイカクセイ

				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク

				3		粘り強さ ネバ ヅヨ				3		ストレス耐性 タイセイ



				第３カテゴリ「対人関係に関するもの」 ダイ タイジン カンケイ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

				2		説明力 セツメイリョク				2		プレゼンテーション能力 ノウリョク

				3		プレゼンテーション能力 ノウリョク				3		説明力 セツメイリョク

				第４カテゴリ「組織内の人間関係に関するもの」 ダイ ソシキナイ ニンゲン カンケイ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		チームワーク				1		チームワーク

				2		気配り キクバ				2		気配り キクバ

				3		人間関係構築力 ニンゲン カンケイ コウチクリョク				3		柔軟性 ジュウナンセイ

												傾聴性 ケイチョウ セイ

				第５カテゴリ「学ぶ力や考える力に関するもの」 ダイ マナ チカラ カンガ チカラ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		自学・自習 ジガク ジシュウ				1		自学・自習 ジガク ジシュウ

				2		理解力 リカイリョク				2		理解力 リカイリョク

				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク



				第６カテゴリ「問題や課題の解決に関するもの」 ダイ モンダイ カダイ カイケツ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

				2		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク				2		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク

				3		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク				3		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク

				第７カテゴリ「実務能力に関するもの」 ダイ ジツム ノウリョク カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		マナー				1		マナー

				2		文章力 ブンショウリョク				2		文章力 ブンショウリョク

				3		要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク						要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク















企業が求める人材について～カテゴリ別 ３

第５カテゴリ「学ぶ力や考える力に関するもの」
順位 3位まで 順位 1位のみ

1 自学・自習 1 自学・自習
2 理解力 2 理解力
3 創造力・発想力 3 創造力・発想力

第６カテゴリ「問題や課題の解決に関するもの」
順位 3位まで 順位 1位のみ

1 論理的思考能力 1 論理的思考能力
2 課題認識能力 2 情報収集能力
3 情報収集能力 3 課題認識能力


業務（まとめ）

				アンケートに答えてくれた会社の業務内容について コタ カイシャ ギョウム ナイヨウ

				業務内容 ギョウム ナイヨウ		回答数 カイトウスウ				業務内容 ギョウム ナイヨウ		回答数 カイトウスウ

				システム設計・運用・管理
（システムエンジニア）		24				ソフトウェア製作・開発・受託
システム設計・運用・管理
ネットワーク設計・運用・管理 セイサク カイハツ ジュタク セッケイ ウンヨウ カンリ セッケイ ウンヨウ カンリ		15

				ソフトウェア制作・開発・受託
（プログラマ）		21				ソフトウェア制作・開発・受託
システム設計・運用・管理 セッケイ ウンヨウ カンリ		5

				ネットワーク設計・運用・管理
（ネットワークエンジニア）		17				ネットワーク設計・運用・管理
（ネットワークエンジニア）		2

				情報コンテンツ産業
（CGデザイナ、DTPオペレータ、Webデザイナ）		4				システム設計・運用・管理
（システムエンジニア）		2

				コンピュータ作成・販売
（ショップ）		1				印刷・DTP インサツ		2

				その他 タ		7				ソフトウェア製作・開発・受託
システム設計・運用・管理
その他 セイサク カイハツ ジュタク セッケイ ウンヨウ カンリ タ		1

				業務内容（延べ数） ギョウム ナイヨウ ノ スウ		50				システム設計・運用・管理
ネットワーク設計・運用・管理 セッケイ ウンヨウ カンリ		1

										その他
（OA機器販売修理）
（情報・通信機器製造） タ キキ ハンバイ シュウリ ジョウホウ ツウシン キキ セイゾウ		2

										業務内容（合計） ギョウム ナイヨウ ゴウケイ		30





学習内容について(数値)

		ネットワークの授業の重要度 ジュギョウ ジュウヨウド

						1		2		3		4		5		平均 ヘイキン

		1		パソコン同士の接続（固定ＩＰアドレスの設定）		1		0		7		8		18		4.2

		2		パソコン同士の接続（ファイル共有の設定）		1		2		5		8		18		4.2

		3		ローカルプリンタとネットワークプリンタの設定。  		1		3		8		8		14		3.9

		4		家庭用ルータを使った、DHCPを使ったネットワークについての学習		2		1		8		11		12		3.9

		5		簡易サーバによるTCP/IPのプロトコル群の学習
(DHCP、DNS、SMTP、POP、IMAP、HTTP、HTTPS等)		2		0		9		8		15		4.0

		6		家庭用ルータを使用したスタティックルーティング		3		1		16		6		8		3.4

		7		IPアドレスの基礎知識		1		0		5		7		21		4.4

		8		IPv4アドレスによるサブネットの基礎		1		0		10		9		14		4.0

		9		サブネットを使ったネットワーク設計実習		2		0		12		8		12		3.8

		10		家庭用ルータによるNAT(NAPT)について		3		1		16		6		8		3.4

		11		無線LANアクセスポイントの設定		2		1		10		6		15		3.9

		12		Ciscoルータの基本設定		4		5		14		6		5		3.1

		13		Ciscoルータによる静的ルーティングの設定		4		5		14		6		5		3.1

		14		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(RIPによるルーティング)		4		5		16		6		3		3.0

		15		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(OSPFによるルーティング)		4		5		16		6		3		3.0

		16		Ciscoルータを使ったネットワーク構築		4		4		16		4		6		3.1

		17		Ciscoスイッチを使い、VLANを使用したネットワーク		4		3		15		5		7		3.2

		18		パケットキャプチャ		3		4		15		7		5		3.2

		19		サーバ（WindowsとLinux）へのサービスのインストール		0		3		11		11		9		3.8

						1		2		3		4		5

		その他の意見 タ イケン

		・		ネットワークセキュリティに関する内容について。例えばファイアウォールの概要や、アンチウイルスの基本についても身につけてもらいたい。

		・		固定メーカに依存しないネットワーク基礎、応用。および情報セキュリティリスク広範の基礎知識。

		・		WindowsやLinux等でネットワークへの接続技術とトラブル対応技術（繋がらない場合の原因究明等の調査技術）。

		・		浅くでいいので、広く概念を知っておいてほしいです。

		・		基本的なサーバ・パソコンのネットワーク設定はできる前提で考えています。
統合脅威管理（ＵＴＭ）やウィルス対策ソフトの知識や設定ができれば良いと考えます。

		・		基礎知識はもちろん必要となりますが、他者とのコミュニケーション（知らないことを聞く、どこまでできているか報告する）も重視しています

		・		ネットワークエンジニアを目指す上で最低限必要な知識（ＩＰアドレス・プロトコル等の基礎知識）を習得する観点で回答させていただきました。また、Ciscoスイッチでの実習も大変魅力的かと思います。可用性・信頼性・保守性やセキュリティを考慮したネットワーク設計について補足していただくと理解も深まり、実務でのギャップ低減も図れるかと思います。

		・		Ciscoの重要度を低く回答したのは、実装に関しては各社の特徴があり、若い方たちにはコマンドを覚えるよりは、ネットワークの基礎や基本的な設計をしっかり学習してほしいためです。

		・		ファイアウォール設定

		・		スイッチやルータの設定は、NEに進むのであれば重要かと思いますが、SEであれば、PCやサーバの接続設定ができれば十分です。

		・		VPN

		・		最近ではUTMやFWを導入するケースが多いのでネットワークのセキュリティの部分も必要かと思います。

		・		ネットワーク設定状態の確認（netstat等の出力の解釈）





学習内容について(平均 データバー)

		ネットワークの授業の重要度 ジュギョウ ジュウヨウド

						1－2－3－4－5

		1		パソコン同士の接続（固定ＩＰアドレスの設定）		4.2

		2		パソコン同士の接続（ファイル共有の設定）		4.2

		3		ローカルプリンタとネットワークプリンタの設定。  		3.9

		4		家庭用ルータを使った、DHCPを使ったネットワークについての学習		3.9

		5		簡易サーバによるTCP/IPのプロトコル群の学習
(DHCP、DNS、SMTP、POP、IMAP、HTTP、HTTPS等)		4.0

		6		家庭用ルータを使用したスタティックルーティング		3.4

		7		IPアドレスの基礎知識		4.4

		8		IPv4アドレスによるサブネットの基礎		4.0

		9		サブネットを使ったネットワーク設計実習		3.8

		10		家庭用ルータによるNAT(NAPT)について		3.4

		11		無線LANアクセスポイントの設定		3.9

		12		Ciscoルータの基本設定		3.1

		13		Ciscoルータによる静的ルーティングの設定		3.1

		14		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(RIPによるルーティング)		3.0

		15		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(OSPFによるルーティング)		3.0

		16		Ciscoルータを使ったネットワーク構築		3.1

		17		Ciscoスイッチを使い、VLANを使用したネットワーク		3.2

		18		パケットキャプチャ		3.2

		19		サーバ（WindowsとLinux）へのサービスのインストール		3.8

						1－2－3－4－5

		その他の意見 タ イケン

		・		ネットワークセキュリティに関する内容について。例えばファイアウォールの概要や、アンチウイルスの基本についても身につけてもらいたい。

		・		固定メーカに依存しないネットワーク基礎、応用。および情報セキュリティリスク広範の基礎知識。

		・		WindowsやLinux等でネットワークへの接続技術とトラブル対応技術（繋がらない場合の原因究明等の調査技術）。

		・		浅くでいいので、広く概念を知っておいてほしいです。

		・		基本的なサーバ・パソコンのネットワーク設定はできる前提で考えています。
統合脅威管理（ＵＴＭ）やウィルス対策ソフトの知識や設定ができれば良いと考えます。

		・		基礎知識はもちろん必要となりますが、他者とのコミュニケーション（知らないことを聞く、どこまでできているか報告する）も重視しています

		・		ネットワークエンジニアを目指す上で最低限必要な知識（ＩＰアドレス・プロトコル等の基礎知識）を習得する観点で回答させていただきました。また、Ciscoスイッチでの実習も大変魅力的かと思います。可用性・信頼性・保守性やセキュリティを考慮したネットワーク設計について補足していただくと理解も深まり、実務でのギャップ低減も図れるかと思います。

		・		Ciscoの重要度を低く回答したのは、実装に関しては各社の特徴があり、若い方たちにはコマンドを覚えるよりは、ネットワークの基礎や基本的な設計をしっかり学習してほしいためです。

		・		ファイアウォール設定

		・		スイッチやルータの設定は、NEに進むのであれば重要かと思いますが、SEであれば、PCやサーバの接続設定ができれば十分です。

		・		VPN

		・		最近ではUTMやFWを導入するケースが多いのでネットワークのセキュリティの部分も必要かと思います。

		・		ネットワーク設定状態の確認（netstat等の出力の解釈）





学習内容について(平均 データバー) (数値の大きい順）

		ネットワークの授業の重要度 ジュギョウ ジュウヨウド

						1－2－3－4－5

		1		IPアドレスの基礎知識		4.4

		2		パソコン同士の接続（固定ＩＰアドレスの設定）		4.2

		3		パソコン同士の接続（ファイル共有の設定）		4.2

		4		簡易サーバによるTCP/IPのプロトコル群の学習
(DHCP、DNS、SMTP、POP、IMAP、HTTP、HTTPS等)		4.0

		5		IPv4アドレスによるサブネットの基礎		4.0

		6		ローカルプリンタとネットワークプリンタの設定。  		3.9

		7		家庭用ルータを使った、DHCPを使ったネットワークについての学習		3.9

		8		無線LANアクセスポイントの設定		3.9

		9		サブネットを使ったネットワーク設計実習		3.8

		10		サーバ（WindowsとLinux）へのサービスのインストール		3.8

		11		家庭用ルータを使用したスタティックルーティング		3.4

		12		家庭用ルータによるNAT(NAPT)について		3.4

		13		Ciscoスイッチを使い、VLANを使用したネットワーク		3.2

		14		パケットキャプチャ		3.2

						1－2－3－4－5

		15		Ciscoルータの基本設定		3.1

		16		Ciscoルータによる静的ルーティングの設定		3.1

		17		Ciscoルータを使ったネットワーク構築		3.1

		18		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(RIPによるルーティング)		3.0

		19		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(OSPFによるルーティング)		3.0

						1－2－3－4－5

		その他の意見 タ イケン

		・		ネットワークセキュリティに関する内容について。例えばファイアウォールの概要や、アンチウイルスの基本についても身につけてもらいたい。

		・		固定メーカに依存しないネットワーク基礎、応用。および情報セキュリティリスク広範の基礎知識。

		・		WindowsやLinux等でネットワークへの接続技術とトラブル対応技術（繋がらない場合の原因究明等の調査技術）。

		・		浅くでいいので、広く概念を知っておいてほしいです。

		・		基本的なサーバ・パソコンのネットワーク設定はできる前提で考えています。
統合脅威管理（ＵＴＭ）やウィルス対策ソフトの知識や設定ができれば良いと考えます。

		・		基礎知識はもちろん必要となりますが、他者とのコミュニケーション（知らないことを聞く、どこまでできているか報告する）も重視しています

		・		ネットワークエンジニアを目指す上で最低限必要な知識（ＩＰアドレス・プロトコル等の基礎知識）を習得する観点で回答させていただきました。また、Ciscoスイッチでの実習も大変魅力的かと思います。可用性・信頼性・保守性やセキュリティを考慮したネットワーク設計について補足していただくと理解も深まり、実務でのギャップ低減も図れるかと思います。

		・		Ciscoの重要度を低く回答したのは、実装に関しては各社の特徴があり、若い方たちにはコマンドを覚えるよりは、ネットワークの基礎や基本的な設計をしっかり学習してほしいためです。

		・		ファイアウォール設定

		・		スイッチやルータの設定は、NEに進むのであれば重要かと思いますが、SEであれば、PCやサーバの接続設定ができれば十分です。

		・		VPN

		・		最近ではUTMやFWを導入するケースが多いのでネットワークのセキュリティの部分も必要かと思います。

		・		ネットワーク設定状態の確認（netstat等の出力の解釈）





カテゴリー別

				●カテゴリ別の身につけておいてもらいたいこと ベツ ミ

				第１カテゴリ「自分の行動に関するもの」 ダイ ジブン コウドウ カン

						３位まで イ		１位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		1		「責任感」 セキニンカン		22		7				1		責任感 セキニンカン				1		誠実さ セイジツ

		2		「誠実さ」 セイジツ		20		12				2		誠実さ セイジツ				2		責任感 セキニンカン

		3		「行動力」 コウドウリョク		20		7				2		行動力 コウドウリョク				2		行動力 コウドウリョク

		4		「好奇心」 コウキシン		17		6

		5		「チャレンジ精神」 セイシン		17		1

		6		「使命感」 シメイカン		3		0

		7		「客観性」 キャッカンセイ		3		1



				第2カテゴリ「物事に対する取り組みに関するもの」 ダイ モノゴト タイ ト ク カン

						３位まで イ		１位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		8		「計画性」		25		12				1		計画性 ケイカクセイ				1		計画性 ケイカクセイ

		9		「状況対応能力」		24		7				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク

		10		「粘り強さ」		16		3				3		粘り強さ ネバ ヅヨ				3		ストレス耐性 タイセイ

		11		「正確性」		14		4

		12		「ストレス耐性」		10		6

		13		「迅速性」		6		2

		14		「危機管理能力」 キキ カンリ ノウリョク		6		0

				第３カテゴリ「対人関係に関するもの」 ダイ タイジン カンケイ カン

						３位まで イ		１位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		15		「コミュニケーション能力」		32		24				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

		16		「説明力」		23		4				2		説明力 セツメイリョク				2		プレゼンテーション能力 ノウリョク

		17		「プレゼンテーション能力」		22		5				3		プレゼンテーション能力 ノウリョク				3		説明力 セツメイリョク

		18		「交渉力」		11		1

		19		「説得力」 セットクリョク		5		0

		20		「ネゴシエーション能力」 ノウリョク		3		0



				第４カテゴリ「組織内の人間関係に関するもの」 ダイ ソシキナイ ニンゲン カンケイ カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		21		「チームワーク」		23		12				1		チームワーク				1		チームワーク

		22		「気配り」 キクバ		18		6				2		気配り キクバ				2		気配り キクバ

		23		「人間関係構築力」 ニンゲン カンケイ コウチクリョク		17		4				3		人間関係構築力 ニンゲン カンケイ コウチクリョク				3		柔軟性 ジュウナンセイ

		24		「柔軟性」 ジュウナン セイ		15		5										3		傾聴性 ケイチョウ セイ

		25		「傾聴性」 ケイチョウ セイ		14		5

		26		「リーダーシップ」		8		2

		27		「調整力」 チョウセイリョク		4		0

				第５カテゴリ「学ぶ力や考える力に関するもの」 ダイ マナ チカラ カンガ チカラ カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		28		「自学・自習」 ジガク ジシュウ		22		14				1		自学・自習 ジガク ジシュウ				1		自学・自習 ジガク ジシュウ

		29		「理解力」 リカイリョク		19		9				2		理解力 リカイリョク				2		理解力 リカイリョク

		30		「創造力・発想力」 ソウゾウリョク ハッソウリョク		16		4				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク

		31		「判断力」 ハンダンリョク		14		1

		32		「分析力」 ブンセキリョク		14		3

		33		「探究心」 タンキュウシン		13		3

				第６カテゴリ「問題や課題の解決に関するもの」 ダイ モンダイ カダイ カイケツ カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		34		「論理的思考能力」 ロンリテキ シコウ ノウリョク		28		13				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

		35		「課題認識能力」 カダイ ニンシキ ノウリョク		24		8				2		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク				2		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク

		36		「情報収集能力」 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク		23		10				3		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク				3		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク

		37		「応用力」 オウヨウリョク		13		1

		38		「洞察力」 ドウサツリョク		11		2

				第７カテゴリ「実務能力に関するもの」 ダイ ジツム ノウリョク カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		39		「マナー」		23		12				1		マナー				1		マナー

		40		「文章力」 ブンショウリョク		21		5				2		文章力 ブンショウリョク				2		文章力 ブンショウリョク

		41		「要点整理能力」 ヨウテン セイリ ノウリョク		20		5				3		要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク				2		要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク

		42		「IT専門知識」 センモン チシキ		12		3

		43		「資料作成能力」 シリョウ サクセイ ノウリョク		10		4

		44		「PC操作能力」 ソウサ ノウリョク		8		2

		45		「計算力」 ケイサンリョク		4		2





全体

		●全項目の中から、特に身につけておいてもらいたいと思うもの ゼンコウモク ナカ トク ミ オモ

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		第１カテゴリ ダイ		誠実さ セイジツ		7		4				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

		自分の行動
に関するもの ジブン コウドウ カン		責任感 セキニンカン		6		1				2		マナー				2		マナー

				行動力 コウドウリョク		6		2				3		誠実さ セイジツ				3		誠実さ セイジツ

				好奇心 コウキシン		4		2				4		責任感 セキニンカン				4		好奇心 コウキシン

				チャレンジ精神 セイシン		1		0						行動力 コウドウリョク						行動力 コウドウリョク

				使命感 シメイカン		0		0						論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

				客観性 キャッカンセイ		0		0

		第2カテゴリ ダイ		ストレス耐性		4		1

		物事に対する取り組み
に関するもの モノゴト タイ ト ク カン		粘り強さ		2		0

				正確性		2		0

				計画性		1		0

				状況対応能力		1		1

				迅速性		0		0

				危機管理能力 キキ カンリ ノウリョク		0		0

		第３カテゴリ ダイ		コミュニケーション能力		19		11

		対人関係
に関するもの タイジン カンケイ カン		説明力		2		1

				プレゼンテーション能力		1		0

				ネゴシエーション能力 ノウリョク		0		0

				交渉力		0		0

				説得力 セットクリョク		0		0

		第４カテゴリ ダイ		チームワーク		5		1

		組織内の人間関係
に関するもの ソシキナイ ニンゲン カンケイ カン		気配り キクバ		3		0

				傾聴性 ケイチョウ セイ		2		1

				リーダーシップ		1		1

				柔軟性 ジュウナン セイ		0		0

				人間関係構築力 ニンゲン カンケイ コウチクリョク		0		0

		第５カテゴリ ダイ		自学・自習 ジガク ジシュウ		2		0

		学ぶ力や考える力
に関するもの マナ チカラ カンガ チカラ カン		探究心 タンキュウシン		2		0

				創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク		1		0

				理解力 リカイリョク		1		0

				判断力 ハンダンリョク		1		0

				分析力 ブンセキリョク		1		0

		第６カテゴリ ダイ		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク		6		1

		問題や課題の解決
に関するもの モンダイ カダイ カイケツ カン		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク		3		0

				応用力 オウヨウリョク		1		0

				課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク		0		0

				洞察力 ドウサツリョク		0		0

		第７カテゴリ ダイ		マナー		11		5

		実務能力
に関するもの ジツム ノウリョク カン		IT専門知識 センモン チシキ		2		0

				要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク		1		1

				文章力 ブンショウリョク		0		0

				計算力 ケイサンリョク		0		0

				PC操作能力 ソウサ ノウリョク		0		0

				資料作成能力 シリョウ サクセイ ノウリョク		0		0





カテゴリー別 (2)

				●カテゴリ別の身につけておいてもらいたいこと ベツ ミ

				全45項目中 ゼン コウモク チュウ

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

				2		マナー				2		マナー

				3		誠実さ セイジツ				3		誠実さ セイジツ

				4		責任感 セキニンカン				4		好奇心 コウキシン

						行動力 コウドウリョク						行動力 コウドウリョク

						論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

				第１カテゴリ「自分の行動に関するもの」 ダイ ジブン コウドウ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		責任感 セキニンカン				1		誠実さ セイジツ

				2		誠実さ セイジツ				2		責任感 セキニンカン

						行動力 コウドウリョク						行動力 コウドウリョク

				第2カテゴリ「物事に対する取り組みに関するもの」 ダイ モノゴト タイ ト ク カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		計画性 ケイカクセイ				1		計画性 ケイカクセイ

				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク

				3		粘り強さ ネバ ヅヨ				3		ストレス耐性 タイセイ



				第３カテゴリ「対人関係に関するもの」 ダイ タイジン カンケイ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

				2		説明力 セツメイリョク				2		プレゼンテーション能力 ノウリョク

				3		プレゼンテーション能力 ノウリョク				3		説明力 セツメイリョク

				第４カテゴリ「組織内の人間関係に関するもの」 ダイ ソシキナイ ニンゲン カンケイ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		チームワーク				1		チームワーク

				2		気配り キクバ				2		気配り キクバ

				3		人間関係構築力 ニンゲン カンケイ コウチクリョク				3		柔軟性 ジュウナンセイ

												傾聴性 ケイチョウ セイ

				第５カテゴリ「学ぶ力や考える力に関するもの」 ダイ マナ チカラ カンガ チカラ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		自学・自習 ジガク ジシュウ				1		自学・自習 ジガク ジシュウ

				2		理解力 リカイリョク				2		理解力 リカイリョク

				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク



				第６カテゴリ「問題や課題の解決に関するもの」 ダイ モンダイ カダイ カイケツ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

				2		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク				2		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク

				3		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク				3		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク

				第７カテゴリ「実務能力に関するもの」 ダイ ジツム ノウリョク カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		マナー				1		マナー

				2		文章力 ブンショウリョク				2		文章力 ブンショウリョク

				3		要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク						要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク















企業が求める人材について～カテゴリ別 ４

第７カテゴリ「実務能力に関するもの」
順位 3位まで 順位 1位のみ

1 マナー 1 マナー
2 文章力 文章力
3 要点整理能力 要点整理能力

2

企業が求める人材について～全項目より
全45項目中
順位 3位まで 順位 1位のみ

1 コミュニケーション能力 1 コミュニケーション能力
2 マナー 2 マナー
3 誠実さ 3 誠実さ

責任感 好奇心
行動力 行動力
論理的思考能力

4
4


業務（まとめ）

				アンケートに答えてくれた会社の業務内容について コタ カイシャ ギョウム ナイヨウ

				業務内容 ギョウム ナイヨウ		回答数 カイトウスウ				業務内容 ギョウム ナイヨウ		回答数 カイトウスウ

				システム設計・運用・管理
（システムエンジニア）		24				ソフトウェア製作・開発・受託
システム設計・運用・管理
ネットワーク設計・運用・管理 セイサク カイハツ ジュタク セッケイ ウンヨウ カンリ セッケイ ウンヨウ カンリ		15

				ソフトウェア制作・開発・受託
（プログラマ）		21				ソフトウェア制作・開発・受託
システム設計・運用・管理 セッケイ ウンヨウ カンリ		5

				ネットワーク設計・運用・管理
（ネットワークエンジニア）		17				ネットワーク設計・運用・管理
（ネットワークエンジニア）		2

				情報コンテンツ産業
（CGデザイナ、DTPオペレータ、Webデザイナ）		4				システム設計・運用・管理
（システムエンジニア）		2

				コンピュータ作成・販売
（ショップ）		1				印刷・DTP インサツ		2

				その他 タ		7				ソフトウェア製作・開発・受託
システム設計・運用・管理
その他 セイサク カイハツ ジュタク セッケイ ウンヨウ カンリ タ		1

				業務内容（延べ数） ギョウム ナイヨウ ノ スウ		50				システム設計・運用・管理
ネットワーク設計・運用・管理 セッケイ ウンヨウ カンリ		1

										その他
（OA機器販売修理）
（情報・通信機器製造） タ キキ ハンバイ シュウリ ジョウホウ ツウシン キキ セイゾウ		2

										業務内容（合計） ギョウム ナイヨウ ゴウケイ		30





学習内容について(数値)

		ネットワークの授業の重要度 ジュギョウ ジュウヨウド

						1		2		3		4		5		平均 ヘイキン

		1		パソコン同士の接続（固定ＩＰアドレスの設定）		1		0		7		8		18		4.2

		2		パソコン同士の接続（ファイル共有の設定）		1		2		5		8		18		4.2

		3		ローカルプリンタとネットワークプリンタの設定。  		1		3		8		8		14		3.9

		4		家庭用ルータを使った、DHCPを使ったネットワークについての学習		2		1		8		11		12		3.9

		5		簡易サーバによるTCP/IPのプロトコル群の学習
(DHCP、DNS、SMTP、POP、IMAP、HTTP、HTTPS等)		2		0		9		8		15		4.0

		6		家庭用ルータを使用したスタティックルーティング		3		1		16		6		8		3.4

		7		IPアドレスの基礎知識		1		0		5		7		21		4.4

		8		IPv4アドレスによるサブネットの基礎		1		0		10		9		14		4.0

		9		サブネットを使ったネットワーク設計実習		2		0		12		8		12		3.8

		10		家庭用ルータによるNAT(NAPT)について		3		1		16		6		8		3.4

		11		無線LANアクセスポイントの設定		2		1		10		6		15		3.9

		12		Ciscoルータの基本設定		4		5		14		6		5		3.1

		13		Ciscoルータによる静的ルーティングの設定		4		5		14		6		5		3.1

		14		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(RIPによるルーティング)		4		5		16		6		3		3.0

		15		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(OSPFによるルーティング)		4		5		16		6		3		3.0

		16		Ciscoルータを使ったネットワーク構築		4		4		16		4		6		3.1

		17		Ciscoスイッチを使い、VLANを使用したネットワーク		4		3		15		5		7		3.2

		18		パケットキャプチャ		3		4		15		7		5		3.2

		19		サーバ（WindowsとLinux）へのサービスのインストール		0		3		11		11		9		3.8

						1		2		3		4		5

		その他の意見 タ イケン

		・		ネットワークセキュリティに関する内容について。例えばファイアウォールの概要や、アンチウイルスの基本についても身につけてもらいたい。

		・		固定メーカに依存しないネットワーク基礎、応用。および情報セキュリティリスク広範の基礎知識。

		・		WindowsやLinux等でネットワークへの接続技術とトラブル対応技術（繋がらない場合の原因究明等の調査技術）。

		・		浅くでいいので、広く概念を知っておいてほしいです。

		・		基本的なサーバ・パソコンのネットワーク設定はできる前提で考えています。
統合脅威管理（ＵＴＭ）やウィルス対策ソフトの知識や設定ができれば良いと考えます。

		・		基礎知識はもちろん必要となりますが、他者とのコミュニケーション（知らないことを聞く、どこまでできているか報告する）も重視しています

		・		ネットワークエンジニアを目指す上で最低限必要な知識（ＩＰアドレス・プロトコル等の基礎知識）を習得する観点で回答させていただきました。また、Ciscoスイッチでの実習も大変魅力的かと思います。可用性・信頼性・保守性やセキュリティを考慮したネットワーク設計について補足していただくと理解も深まり、実務でのギャップ低減も図れるかと思います。

		・		Ciscoの重要度を低く回答したのは、実装に関しては各社の特徴があり、若い方たちにはコマンドを覚えるよりは、ネットワークの基礎や基本的な設計をしっかり学習してほしいためです。

		・		ファイアウォール設定

		・		スイッチやルータの設定は、NEに進むのであれば重要かと思いますが、SEであれば、PCやサーバの接続設定ができれば十分です。

		・		VPN

		・		最近ではUTMやFWを導入するケースが多いのでネットワークのセキュリティの部分も必要かと思います。

		・		ネットワーク設定状態の確認（netstat等の出力の解釈）





学習内容について(平均 データバー)

		ネットワークの授業の重要度 ジュギョウ ジュウヨウド

						1－2－3－4－5

		1		パソコン同士の接続（固定ＩＰアドレスの設定）		4.2

		2		パソコン同士の接続（ファイル共有の設定）		4.2

		3		ローカルプリンタとネットワークプリンタの設定。  		3.9

		4		家庭用ルータを使った、DHCPを使ったネットワークについての学習		3.9

		5		簡易サーバによるTCP/IPのプロトコル群の学習
(DHCP、DNS、SMTP、POP、IMAP、HTTP、HTTPS等)		4.0

		6		家庭用ルータを使用したスタティックルーティング		3.4

		7		IPアドレスの基礎知識		4.4

		8		IPv4アドレスによるサブネットの基礎		4.0

		9		サブネットを使ったネットワーク設計実習		3.8

		10		家庭用ルータによるNAT(NAPT)について		3.4

		11		無線LANアクセスポイントの設定		3.9

		12		Ciscoルータの基本設定		3.1

		13		Ciscoルータによる静的ルーティングの設定		3.1

		14		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(RIPによるルーティング)		3.0

		15		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(OSPFによるルーティング)		3.0

		16		Ciscoルータを使ったネットワーク構築		3.1

		17		Ciscoスイッチを使い、VLANを使用したネットワーク		3.2

		18		パケットキャプチャ		3.2

		19		サーバ（WindowsとLinux）へのサービスのインストール		3.8

						1－2－3－4－5

		その他の意見 タ イケン

		・		ネットワークセキュリティに関する内容について。例えばファイアウォールの概要や、アンチウイルスの基本についても身につけてもらいたい。

		・		固定メーカに依存しないネットワーク基礎、応用。および情報セキュリティリスク広範の基礎知識。

		・		WindowsやLinux等でネットワークへの接続技術とトラブル対応技術（繋がらない場合の原因究明等の調査技術）。

		・		浅くでいいので、広く概念を知っておいてほしいです。

		・		基本的なサーバ・パソコンのネットワーク設定はできる前提で考えています。
統合脅威管理（ＵＴＭ）やウィルス対策ソフトの知識や設定ができれば良いと考えます。

		・		基礎知識はもちろん必要となりますが、他者とのコミュニケーション（知らないことを聞く、どこまでできているか報告する）も重視しています

		・		ネットワークエンジニアを目指す上で最低限必要な知識（ＩＰアドレス・プロトコル等の基礎知識）を習得する観点で回答させていただきました。また、Ciscoスイッチでの実習も大変魅力的かと思います。可用性・信頼性・保守性やセキュリティを考慮したネットワーク設計について補足していただくと理解も深まり、実務でのギャップ低減も図れるかと思います。

		・		Ciscoの重要度を低く回答したのは、実装に関しては各社の特徴があり、若い方たちにはコマンドを覚えるよりは、ネットワークの基礎や基本的な設計をしっかり学習してほしいためです。

		・		ファイアウォール設定

		・		スイッチやルータの設定は、NEに進むのであれば重要かと思いますが、SEであれば、PCやサーバの接続設定ができれば十分です。

		・		VPN

		・		最近ではUTMやFWを導入するケースが多いのでネットワークのセキュリティの部分も必要かと思います。

		・		ネットワーク設定状態の確認（netstat等の出力の解釈）





学習内容について(平均 データバー) (数値の大きい順）

		ネットワークの授業の重要度 ジュギョウ ジュウヨウド

						1－2－3－4－5

		1		IPアドレスの基礎知識		4.4

		2		パソコン同士の接続（固定ＩＰアドレスの設定）		4.2

		3		パソコン同士の接続（ファイル共有の設定）		4.2

		4		簡易サーバによるTCP/IPのプロトコル群の学習
(DHCP、DNS、SMTP、POP、IMAP、HTTP、HTTPS等)		4.0

		5		IPv4アドレスによるサブネットの基礎		4.0

		6		ローカルプリンタとネットワークプリンタの設定。  		3.9

		7		家庭用ルータを使った、DHCPを使ったネットワークについての学習		3.9

		8		無線LANアクセスポイントの設定		3.9

		9		サブネットを使ったネットワーク設計実習		3.8

		10		サーバ（WindowsとLinux）へのサービスのインストール		3.8

		11		家庭用ルータを使用したスタティックルーティング		3.4

		12		家庭用ルータによるNAT(NAPT)について		3.4

		13		Ciscoスイッチを使い、VLANを使用したネットワーク		3.2

		14		パケットキャプチャ		3.2

						1－2－3－4－5

		15		Ciscoルータの基本設定		3.1

		16		Ciscoルータによる静的ルーティングの設定		3.1

		17		Ciscoルータを使ったネットワーク構築		3.1

		18		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(RIPによるルーティング)		3.0

		19		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(OSPFによるルーティング)		3.0

						1－2－3－4－5

		その他の意見 タ イケン

		・		ネットワークセキュリティに関する内容について。例えばファイアウォールの概要や、アンチウイルスの基本についても身につけてもらいたい。

		・		固定メーカに依存しないネットワーク基礎、応用。および情報セキュリティリスク広範の基礎知識。

		・		WindowsやLinux等でネットワークへの接続技術とトラブル対応技術（繋がらない場合の原因究明等の調査技術）。

		・		浅くでいいので、広く概念を知っておいてほしいです。

		・		基本的なサーバ・パソコンのネットワーク設定はできる前提で考えています。
統合脅威管理（ＵＴＭ）やウィルス対策ソフトの知識や設定ができれば良いと考えます。

		・		基礎知識はもちろん必要となりますが、他者とのコミュニケーション（知らないことを聞く、どこまでできているか報告する）も重視しています

		・		ネットワークエンジニアを目指す上で最低限必要な知識（ＩＰアドレス・プロトコル等の基礎知識）を習得する観点で回答させていただきました。また、Ciscoスイッチでの実習も大変魅力的かと思います。可用性・信頼性・保守性やセキュリティを考慮したネットワーク設計について補足していただくと理解も深まり、実務でのギャップ低減も図れるかと思います。

		・		Ciscoの重要度を低く回答したのは、実装に関しては各社の特徴があり、若い方たちにはコマンドを覚えるよりは、ネットワークの基礎や基本的な設計をしっかり学習してほしいためです。

		・		ファイアウォール設定

		・		スイッチやルータの設定は、NEに進むのであれば重要かと思いますが、SEであれば、PCやサーバの接続設定ができれば十分です。

		・		VPN

		・		最近ではUTMやFWを導入するケースが多いのでネットワークのセキュリティの部分も必要かと思います。

		・		ネットワーク設定状態の確認（netstat等の出力の解釈）





カテゴリー別

				●カテゴリ別の身につけておいてもらいたいこと ベツ ミ

				第１カテゴリ「自分の行動に関するもの」 ダイ ジブン コウドウ カン

						３位まで イ		１位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		1		「責任感」 セキニンカン		22		7				1		責任感 セキニンカン				1		誠実さ セイジツ

		2		「誠実さ」 セイジツ		20		12				2		誠実さ セイジツ				2		責任感 セキニンカン

		3		「行動力」 コウドウリョク		20		7				2		行動力 コウドウリョク				2		行動力 コウドウリョク

		4		「好奇心」 コウキシン		17		6

		5		「チャレンジ精神」 セイシン		17		1

		6		「使命感」 シメイカン		3		0

		7		「客観性」 キャッカンセイ		3		1



				第2カテゴリ「物事に対する取り組みに関するもの」 ダイ モノゴト タイ ト ク カン

						３位まで イ		１位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		8		「計画性」		25		12				1		計画性 ケイカクセイ				1		計画性 ケイカクセイ

		9		「状況対応能力」		24		7				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク

		10		「粘り強さ」		16		3				3		粘り強さ ネバ ヅヨ				3		ストレス耐性 タイセイ

		11		「正確性」		14		4

		12		「ストレス耐性」		10		6

		13		「迅速性」		6		2

		14		「危機管理能力」 キキ カンリ ノウリョク		6		0

				第３カテゴリ「対人関係に関するもの」 ダイ タイジン カンケイ カン

						３位まで イ		１位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		15		「コミュニケーション能力」		32		24				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

		16		「説明力」		23		4				2		説明力 セツメイリョク				2		プレゼンテーション能力 ノウリョク

		17		「プレゼンテーション能力」		22		5				3		プレゼンテーション能力 ノウリョク				3		説明力 セツメイリョク

		18		「交渉力」		11		1

		19		「説得力」 セットクリョク		5		0

		20		「ネゴシエーション能力」 ノウリョク		3		0



				第４カテゴリ「組織内の人間関係に関するもの」 ダイ ソシキナイ ニンゲン カンケイ カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		21		「チームワーク」		23		12				1		チームワーク				1		チームワーク

		22		「気配り」 キクバ		18		6				2		気配り キクバ				2		気配り キクバ

		23		「人間関係構築力」 ニンゲン カンケイ コウチクリョク		17		4				3		人間関係構築力 ニンゲン カンケイ コウチクリョク				3		柔軟性 ジュウナンセイ

		24		「柔軟性」 ジュウナン セイ		15		5										3		傾聴性 ケイチョウ セイ

		25		「傾聴性」 ケイチョウ セイ		14		5

		26		「リーダーシップ」		8		2

		27		「調整力」 チョウセイリョク		4		0

				第５カテゴリ「学ぶ力や考える力に関するもの」 ダイ マナ チカラ カンガ チカラ カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		28		「自学・自習」 ジガク ジシュウ		22		14				1		自学・自習 ジガク ジシュウ				1		自学・自習 ジガク ジシュウ

		29		「理解力」 リカイリョク		19		9				2		理解力 リカイリョク				2		理解力 リカイリョク

		30		「創造力・発想力」 ソウゾウリョク ハッソウリョク		16		4				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク

		31		「判断力」 ハンダンリョク		14		1

		32		「分析力」 ブンセキリョク		14		3

		33		「探究心」 タンキュウシン		13		3

				第６カテゴリ「問題や課題の解決に関するもの」 ダイ モンダイ カダイ カイケツ カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		34		「論理的思考能力」 ロンリテキ シコウ ノウリョク		28		13				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

		35		「課題認識能力」 カダイ ニンシキ ノウリョク		24		8				2		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク				2		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク

		36		「情報収集能力」 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク		23		10				3		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク				3		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク

		37		「応用力」 オウヨウリョク		13		1

		38		「洞察力」 ドウサツリョク		11		2

				第７カテゴリ「実務能力に関するもの」 ダイ ジツム ノウリョク カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		39		「マナー」		23		12				1		マナー				1		マナー

		40		「文章力」 ブンショウリョク		21		5				2		文章力 ブンショウリョク				2		文章力 ブンショウリョク

		41		「要点整理能力」 ヨウテン セイリ ノウリョク		20		5				3		要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク				2		要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク

		42		「IT専門知識」 センモン チシキ		12		3

		43		「資料作成能力」 シリョウ サクセイ ノウリョク		10		4

		44		「PC操作能力」 ソウサ ノウリョク		8		2

		45		「計算力」 ケイサンリョク		4		2





全体

		●全項目の中から、特に身につけておいてもらいたいと思うもの ゼンコウモク ナカ トク ミ オモ

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		第１カテゴリ ダイ		誠実さ セイジツ		7		4				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

		自分の行動
に関するもの ジブン コウドウ カン		責任感 セキニンカン		6		1				2		マナー				2		マナー

				行動力 コウドウリョク		6		2				3		誠実さ セイジツ				3		誠実さ セイジツ

				好奇心 コウキシン		4		2				4		責任感 セキニンカン				4		好奇心 コウキシン

				チャレンジ精神 セイシン		1		0						行動力 コウドウリョク						行動力 コウドウリョク

				使命感 シメイカン		0		0						論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

				客観性 キャッカンセイ		0		0

		第2カテゴリ ダイ		ストレス耐性		4		1

		物事に対する取り組み
に関するもの モノゴト タイ ト ク カン		粘り強さ		2		0

				正確性		2		0

				計画性		1		0

				状況対応能力		1		1

				迅速性		0		0

				危機管理能力 キキ カンリ ノウリョク		0		0

		第３カテゴリ ダイ		コミュニケーション能力		19		11

		対人関係
に関するもの タイジン カンケイ カン		説明力		2		1

				プレゼンテーション能力		1		0

				ネゴシエーション能力 ノウリョク		0		0

				交渉力		0		0

				説得力 セットクリョク		0		0

		第４カテゴリ ダイ		チームワーク		5		1

		組織内の人間関係
に関するもの ソシキナイ ニンゲン カンケイ カン		気配り キクバ		3		0

				傾聴性 ケイチョウ セイ		2		1

				リーダーシップ		1		1

				柔軟性 ジュウナン セイ		0		0

				人間関係構築力 ニンゲン カンケイ コウチクリョク		0		0

		第５カテゴリ ダイ		自学・自習 ジガク ジシュウ		2		0

		学ぶ力や考える力
に関するもの マナ チカラ カンガ チカラ カン		探究心 タンキュウシン		2		0

				創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク		1		0

				理解力 リカイリョク		1		0

				判断力 ハンダンリョク		1		0

				分析力 ブンセキリョク		1		0

		第６カテゴリ ダイ		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク		6		1

		問題や課題の解決
に関するもの モンダイ カダイ カイケツ カン		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク		3		0

				応用力 オウヨウリョク		1		0

				課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク		0		0

				洞察力 ドウサツリョク		0		0

		第７カテゴリ ダイ		マナー		11		5

		実務能力
に関するもの ジツム ノウリョク カン		IT専門知識 センモン チシキ		2		0

				要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク		1		1

				文章力 ブンショウリョク		0		0

				計算力 ケイサンリョク		0		0

				PC操作能力 ソウサ ノウリョク		0		0

				資料作成能力 シリョウ サクセイ ノウリョク		0		0





カテゴリー別 (2)

				●カテゴリ別の身につけておいてもらいたいこと ベツ ミ

				全45項目中 ゼン コウモク チュウ

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

				2		マナー				2		マナー

				3		誠実さ セイジツ				3		誠実さ セイジツ

				4		責任感 セキニンカン				4		好奇心 コウキシン

						行動力 コウドウリョク						行動力 コウドウリョク

						論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

				第１カテゴリ「自分の行動に関するもの」 ダイ ジブン コウドウ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		責任感 セキニンカン				1		誠実さ セイジツ

				2		誠実さ セイジツ				2		責任感 セキニンカン

						行動力 コウドウリョク						行動力 コウドウリョク

				第2カテゴリ「物事に対する取り組みに関するもの」 ダイ モノゴト タイ ト ク カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		計画性 ケイカクセイ				1		計画性 ケイカクセイ

				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク

				3		粘り強さ ネバ ヅヨ				3		ストレス耐性 タイセイ



				第３カテゴリ「対人関係に関するもの」 ダイ タイジン カンケイ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

				2		説明力 セツメイリョク				2		プレゼンテーション能力 ノウリョク

				3		プレゼンテーション能力 ノウリョク				3		説明力 セツメイリョク

				第４カテゴリ「組織内の人間関係に関するもの」 ダイ ソシキナイ ニンゲン カンケイ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		チームワーク				1		チームワーク

				2		気配り キクバ				2		気配り キクバ

				3		人間関係構築力 ニンゲン カンケイ コウチクリョク				3		柔軟性 ジュウナンセイ

												傾聴性 ケイチョウ セイ

				第５カテゴリ「学ぶ力や考える力に関するもの」 ダイ マナ チカラ カンガ チカラ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		自学・自習 ジガク ジシュウ				1		自学・自習 ジガク ジシュウ

				2		理解力 リカイリョク				2		理解力 リカイリョク

				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク



				第６カテゴリ「問題や課題の解決に関するもの」 ダイ モンダイ カダイ カイケツ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

				2		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク				2		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク

				3		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク				3		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク

				第７カテゴリ「実務能力に関するもの」 ダイ ジツム ノウリョク カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		マナー				1		マナー

				2		文章力 ブンショウリョク				2		文章力 ブンショウリョク

				3		要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク						要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク














業務（まとめ）

				アンケートに答えてくれた会社の業務内容について コタ カイシャ ギョウム ナイヨウ

				業務内容 ギョウム ナイヨウ		回答数 カイトウスウ				業務内容 ギョウム ナイヨウ		回答数 カイトウスウ

				システム設計・運用・管理
（システムエンジニア）		24				ソフトウェア製作・開発・受託
システム設計・運用・管理
ネットワーク設計・運用・管理 セイサク カイハツ ジュタク セッケイ ウンヨウ カンリ セッケイ ウンヨウ カンリ		15

				ソフトウェア制作・開発・受託
（プログラマ）		21				ソフトウェア制作・開発・受託
システム設計・運用・管理 セッケイ ウンヨウ カンリ		5

				ネットワーク設計・運用・管理
（ネットワークエンジニア）		17				ネットワーク設計・運用・管理
（ネットワークエンジニア）		2

				情報コンテンツ産業
（CGデザイナ、DTPオペレータ、Webデザイナ）		4				システム設計・運用・管理
（システムエンジニア）		2

				コンピュータ作成・販売
（ショップ）		1				印刷・DTP インサツ		2

				その他 タ		7				ソフトウェア製作・開発・受託
システム設計・運用・管理
その他 セイサク カイハツ ジュタク セッケイ ウンヨウ カンリ タ		1

				業務内容（延べ数） ギョウム ナイヨウ ノ スウ		50				システム設計・運用・管理
ネットワーク設計・運用・管理 セッケイ ウンヨウ カンリ		1

										その他
（OA機器販売修理）
（情報・通信機器製造） タ キキ ハンバイ シュウリ ジョウホウ ツウシン キキ セイゾウ		2

										業務内容（合計） ギョウム ナイヨウ ゴウケイ		30





学習内容について(数値)

		ネットワークの授業の重要度 ジュギョウ ジュウヨウド

						1		2		3		4		5		平均 ヘイキン

		1		パソコン同士の接続（固定ＩＰアドレスの設定）		1		0		7		8		18		4.2

		2		パソコン同士の接続（ファイル共有の設定）		1		2		5		8		18		4.2

		3		ローカルプリンタとネットワークプリンタの設定。  		1		3		8		8		14		3.9

		4		家庭用ルータを使った、DHCPを使ったネットワークについての学習		2		1		8		11		12		3.9

		5		簡易サーバによるTCP/IPのプロトコル群の学習
(DHCP、DNS、SMTP、POP、IMAP、HTTP、HTTPS等)		2		0		9		8		15		4.0

		6		家庭用ルータを使用したスタティックルーティング		3		1		16		6		8		3.4

		7		IPアドレスの基礎知識		1		0		5		7		21		4.4

		8		IPv4アドレスによるサブネットの基礎		1		0		10		9		14		4.0

		9		サブネットを使ったネットワーク設計実習		2		0		12		8		12		3.8

		10		家庭用ルータによるNAT(NAPT)について		3		1		16		6		8		3.4

		11		無線LANアクセスポイントの設定		2		1		10		6		15		3.9

		12		Ciscoルータの基本設定		4		5		14		6		5		3.1

		13		Ciscoルータによる静的ルーティングの設定		4		5		14		6		5		3.1

		14		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(RIPによるルーティング)		4		5		16		6		3		3.0

		15		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(OSPFによるルーティング)		4		5		16		6		3		3.0

		16		Ciscoルータを使ったネットワーク構築		4		4		16		4		6		3.1

		17		Ciscoスイッチを使い、VLANを使用したネットワーク		4		3		15		5		7		3.2

		18		パケットキャプチャ		3		4		15		7		5		3.2

		19		サーバ（WindowsとLinux）へのサービスのインストール		0		3		11		11		9		3.8

						1		2		3		4		5

		その他の意見 タ イケン

		・		ネットワークセキュリティに関する内容について。例えばファイアウォールの概要や、アンチウイルスの基本についても身につけてもらいたい。

		・		固定メーカに依存しないネットワーク基礎、応用。および情報セキュリティリスク広範の基礎知識。

		・		WindowsやLinux等でネットワークへの接続技術とトラブル対応技術（繋がらない場合の原因究明等の調査技術）。

		・		浅くでいいので、広く概念を知っておいてほしいです。

		・		基本的なサーバ・パソコンのネットワーク設定はできる前提で考えています。
統合脅威管理（ＵＴＭ）やウィルス対策ソフトの知識や設定ができれば良いと考えます。

		・		基礎知識はもちろん必要となりますが、他者とのコミュニケーション（知らないことを聞く、どこまでできているか報告する）も重視しています

		・		ネットワークエンジニアを目指す上で最低限必要な知識（ＩＰアドレス・プロトコル等の基礎知識）を習得する観点で回答させていただきました。また、Ciscoスイッチでの実習も大変魅力的かと思います。可用性・信頼性・保守性やセキュリティを考慮したネットワーク設計について補足していただくと理解も深まり、実務でのギャップ低減も図れるかと思います。

		・		Ciscoの重要度を低く回答したのは、実装に関しては各社の特徴があり、若い方たちにはコマンドを覚えるよりは、ネットワークの基礎や基本的な設計をしっかり学習してほしいためです。

		・		ファイアウォール設定

		・		スイッチやルータの設定は、NEに進むのであれば重要かと思いますが、SEであれば、PCやサーバの接続設定ができれば十分です。

		・		VPN

		・		最近ではUTMやFWを導入するケースが多いのでネットワークのセキュリティの部分も必要かと思います。

		・		ネットワーク設定状態の確認（netstat等の出力の解釈）





学習内容について(平均 データバー)

		ネットワークの授業の重要度 ジュギョウ ジュウヨウド

						1－2－3－4－5

		1		パソコン同士の接続（固定ＩＰアドレスの設定）		4.2

		2		パソコン同士の接続（ファイル共有の設定）		4.2

		3		ローカルプリンタとネットワークプリンタの設定。  		3.9

		4		家庭用ルータを使った、DHCPを使ったネットワークについての学習		3.9

		5		簡易サーバによるTCP/IPのプロトコル群の学習
(DHCP、DNS、SMTP、POP、IMAP、HTTP、HTTPS等)		4.0

		6		家庭用ルータを使用したスタティックルーティング		3.4

		7		IPアドレスの基礎知識		4.4

		8		IPv4アドレスによるサブネットの基礎		4.0

		9		サブネットを使ったネットワーク設計実習		3.8

		10		家庭用ルータによるNAT(NAPT)について		3.4

		11		無線LANアクセスポイントの設定		3.9

		12		Ciscoルータの基本設定		3.1

		13		Ciscoルータによる静的ルーティングの設定		3.1

		14		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(RIPによるルーティング)		3.0

		15		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(OSPFによるルーティング)		3.0

		16		Ciscoルータを使ったネットワーク構築		3.1

		17		Ciscoスイッチを使い、VLANを使用したネットワーク		3.2

		18		パケットキャプチャ		3.2

		19		サーバ（WindowsとLinux）へのサービスのインストール		3.8

						1－2－3－4－5

		その他の意見 タ イケン

		・		ネットワークセキュリティに関する内容について。例えばファイアウォールの概要や、アンチウイルスの基本についても身につけてもらいたい。

		・		固定メーカに依存しないネットワーク基礎、応用。および情報セキュリティリスク広範の基礎知識。

		・		WindowsやLinux等でネットワークへの接続技術とトラブル対応技術（繋がらない場合の原因究明等の調査技術）。

		・		浅くでいいので、広く概念を知っておいてほしいです。

		・		基本的なサーバ・パソコンのネットワーク設定はできる前提で考えています。
統合脅威管理（ＵＴＭ）やウィルス対策ソフトの知識や設定ができれば良いと考えます。

		・		基礎知識はもちろん必要となりますが、他者とのコミュニケーション（知らないことを聞く、どこまでできているか報告する）も重視しています

		・		ネットワークエンジニアを目指す上で最低限必要な知識（ＩＰアドレス・プロトコル等の基礎知識）を習得する観点で回答させていただきました。また、Ciscoスイッチでの実習も大変魅力的かと思います。可用性・信頼性・保守性やセキュリティを考慮したネットワーク設計について補足していただくと理解も深まり、実務でのギャップ低減も図れるかと思います。

		・		Ciscoの重要度を低く回答したのは、実装に関しては各社の特徴があり、若い方たちにはコマンドを覚えるよりは、ネットワークの基礎や基本的な設計をしっかり学習してほしいためです。

		・		ファイアウォール設定

		・		スイッチやルータの設定は、NEに進むのであれば重要かと思いますが、SEであれば、PCやサーバの接続設定ができれば十分です。

		・		VPN

		・		最近ではUTMやFWを導入するケースが多いのでネットワークのセキュリティの部分も必要かと思います。

		・		ネットワーク設定状態の確認（netstat等の出力の解釈）





学習内容について(平均 データバー) (数値の大きい順）

		ネットワークの授業の重要度 ジュギョウ ジュウヨウド

						1－2－3－4－5

		1		IPアドレスの基礎知識		4.4

		2		パソコン同士の接続（固定ＩＰアドレスの設定）		4.2

		3		パソコン同士の接続（ファイル共有の設定）		4.2

		4		簡易サーバによるTCP/IPのプロトコル群の学習
(DHCP、DNS、SMTP、POP、IMAP、HTTP、HTTPS等)		4.0

		5		IPv4アドレスによるサブネットの基礎		4.0

		6		ローカルプリンタとネットワークプリンタの設定。  		3.9

		7		家庭用ルータを使った、DHCPを使ったネットワークについての学習		3.9

		8		無線LANアクセスポイントの設定		3.9

		9		サブネットを使ったネットワーク設計実習		3.8

		10		サーバ（WindowsとLinux）へのサービスのインストール		3.8

		11		家庭用ルータを使用したスタティックルーティング		3.4

		12		家庭用ルータによるNAT(NAPT)について		3.4

		13		Ciscoスイッチを使い、VLANを使用したネットワーク		3.2

		14		パケットキャプチャ		3.2

						1－2－3－4－5

		15		Ciscoルータの基本設定		3.1

		16		Ciscoルータによる静的ルーティングの設定		3.1

		17		Ciscoルータを使ったネットワーク構築		3.1

		18		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(RIPによるルーティング)		3.0

		19		Ciscoルータによる動的ルーティングの設定
(OSPFによるルーティング)		3.0

						1－2－3－4－5

		その他の意見 タ イケン

		・		ネットワークセキュリティに関する内容について。例えばファイアウォールの概要や、アンチウイルスの基本についても身につけてもらいたい。

		・		固定メーカに依存しないネットワーク基礎、応用。および情報セキュリティリスク広範の基礎知識。

		・		WindowsやLinux等でネットワークへの接続技術とトラブル対応技術（繋がらない場合の原因究明等の調査技術）。

		・		浅くでいいので、広く概念を知っておいてほしいです。

		・		基本的なサーバ・パソコンのネットワーク設定はできる前提で考えています。
統合脅威管理（ＵＴＭ）やウィルス対策ソフトの知識や設定ができれば良いと考えます。

		・		基礎知識はもちろん必要となりますが、他者とのコミュニケーション（知らないことを聞く、どこまでできているか報告する）も重視しています

		・		ネットワークエンジニアを目指す上で最低限必要な知識（ＩＰアドレス・プロトコル等の基礎知識）を習得する観点で回答させていただきました。また、Ciscoスイッチでの実習も大変魅力的かと思います。可用性・信頼性・保守性やセキュリティを考慮したネットワーク設計について補足していただくと理解も深まり、実務でのギャップ低減も図れるかと思います。

		・		Ciscoの重要度を低く回答したのは、実装に関しては各社の特徴があり、若い方たちにはコマンドを覚えるよりは、ネットワークの基礎や基本的な設計をしっかり学習してほしいためです。

		・		ファイアウォール設定

		・		スイッチやルータの設定は、NEに進むのであれば重要かと思いますが、SEであれば、PCやサーバの接続設定ができれば十分です。

		・		VPN

		・		最近ではUTMやFWを導入するケースが多いのでネットワークのセキュリティの部分も必要かと思います。

		・		ネットワーク設定状態の確認（netstat等の出力の解釈）





カテゴリー別

				●カテゴリ別の身につけておいてもらいたいこと ベツ ミ

				第１カテゴリ「自分の行動に関するもの」 ダイ ジブン コウドウ カン

						３位まで イ		１位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		1		「責任感」 セキニンカン		22		7				1		責任感 セキニンカン				1		誠実さ セイジツ

		2		「誠実さ」 セイジツ		20		12				2		誠実さ セイジツ				2		責任感 セキニンカン

		3		「行動力」 コウドウリョク		20		7				2		行動力 コウドウリョク				2		行動力 コウドウリョク

		4		「好奇心」 コウキシン		17		6

		5		「チャレンジ精神」 セイシン		17		1

		6		「使命感」 シメイカン		3		0

		7		「客観性」 キャッカンセイ		3		1



				第2カテゴリ「物事に対する取り組みに関するもの」 ダイ モノゴト タイ ト ク カン

						３位まで イ		１位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		8		「計画性」		25		12				1		計画性 ケイカクセイ				1		計画性 ケイカクセイ

		9		「状況対応能力」		24		7				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク

		10		「粘り強さ」		16		3				3		粘り強さ ネバ ヅヨ				3		ストレス耐性 タイセイ

		11		「正確性」		14		4

		12		「ストレス耐性」		10		6

		13		「迅速性」		6		2

		14		「危機管理能力」 キキ カンリ ノウリョク		6		0

				第３カテゴリ「対人関係に関するもの」 ダイ タイジン カンケイ カン

						３位まで イ		１位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		15		「コミュニケーション能力」		32		24				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

		16		「説明力」		23		4				2		説明力 セツメイリョク				2		プレゼンテーション能力 ノウリョク

		17		「プレゼンテーション能力」		22		5				3		プレゼンテーション能力 ノウリョク				3		説明力 セツメイリョク

		18		「交渉力」		11		1

		19		「説得力」 セットクリョク		5		0

		20		「ネゴシエーション能力」 ノウリョク		3		0



				第４カテゴリ「組織内の人間関係に関するもの」 ダイ ソシキナイ ニンゲン カンケイ カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		21		「チームワーク」		23		12				1		チームワーク				1		チームワーク

		22		「気配り」 キクバ		18		6				2		気配り キクバ				2		気配り キクバ

		23		「人間関係構築力」 ニンゲン カンケイ コウチクリョク		17		4				3		人間関係構築力 ニンゲン カンケイ コウチクリョク				3		柔軟性 ジュウナンセイ

		24		「柔軟性」 ジュウナン セイ		15		5										3		傾聴性 ケイチョウ セイ

		25		「傾聴性」 ケイチョウ セイ		14		5

		26		「リーダーシップ」		8		2

		27		「調整力」 チョウセイリョク		4		0

				第５カテゴリ「学ぶ力や考える力に関するもの」 ダイ マナ チカラ カンガ チカラ カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		28		「自学・自習」 ジガク ジシュウ		22		14				1		自学・自習 ジガク ジシュウ				1		自学・自習 ジガク ジシュウ

		29		「理解力」 リカイリョク		19		9				2		理解力 リカイリョク				2		理解力 リカイリョク

		30		「創造力・発想力」 ソウゾウリョク ハッソウリョク		16		4				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク

		31		「判断力」 ハンダンリョク		14		1

		32		「分析力」 ブンセキリョク		14		3

		33		「探究心」 タンキュウシン		13		3

				第６カテゴリ「問題や課題の解決に関するもの」 ダイ モンダイ カダイ カイケツ カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		34		「論理的思考能力」 ロンリテキ シコウ ノウリョク		28		13				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

		35		「課題認識能力」 カダイ ニンシキ ノウリョク		24		8				2		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク				2		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク

		36		「情報収集能力」 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク		23		10				3		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク				3		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク

		37		「応用力」 オウヨウリョク		13		1

		38		「洞察力」 ドウサツリョク		11		2

				第７カテゴリ「実務能力に関するもの」 ダイ ジツム ノウリョク カン

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		39		「マナー」		23		12				1		マナー				1		マナー

		40		「文章力」 ブンショウリョク		21		5				2		文章力 ブンショウリョク				2		文章力 ブンショウリョク

		41		「要点整理能力」 ヨウテン セイリ ノウリョク		20		5				3		要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク				2		要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク

		42		「IT専門知識」 センモン チシキ		12		3

		43		「資料作成能力」 シリョウ サクセイ ノウリョク		10		4

		44		「PC操作能力」 ソウサ ノウリョク		8		2

		45		「計算力」 ケイサンリョク		4		2





全体

		●全項目の中から、特に身につけておいてもらいたいと思うもの ゼンコウモク ナカ トク ミ オモ

						3位まで イ		1位のみ イ				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

		第１カテゴリ ダイ		誠実さ セイジツ		7		4				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

		自分の行動
に関するもの ジブン コウドウ カン		責任感 セキニンカン		6		1				2		マナー				2		マナー

				行動力 コウドウリョク		6		2				3		誠実さ セイジツ				3		誠実さ セイジツ

				好奇心 コウキシン		4		2				4		責任感 セキニンカン				4		好奇心 コウキシン

				チャレンジ精神 セイシン		1		0						行動力 コウドウリョク						行動力 コウドウリョク

				使命感 シメイカン		0		0						論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

				客観性 キャッカンセイ		0		0

		第2カテゴリ ダイ		ストレス耐性		4		1

		物事に対する取り組み
に関するもの モノゴト タイ ト ク カン		粘り強さ		2		0

				正確性		2		0

				計画性		1		0

				状況対応能力		1		1

				迅速性		0		0

				危機管理能力 キキ カンリ ノウリョク		0		0

		第３カテゴリ ダイ		コミュニケーション能力		19		11

		対人関係
に関するもの タイジン カンケイ カン		説明力		2		1

				プレゼンテーション能力		1		0

				ネゴシエーション能力 ノウリョク		0		0

				交渉力		0		0

				説得力 セットクリョク		0		0

		第４カテゴリ ダイ		チームワーク		5		1

		組織内の人間関係
に関するもの ソシキナイ ニンゲン カンケイ カン		気配り キクバ		3		0

				傾聴性 ケイチョウ セイ		2		1

				リーダーシップ		1		1

				柔軟性 ジュウナン セイ		0		0

				人間関係構築力 ニンゲン カンケイ コウチクリョク		0		0

		第５カテゴリ ダイ		自学・自習 ジガク ジシュウ		2		0

		学ぶ力や考える力
に関するもの マナ チカラ カンガ チカラ カン		探究心 タンキュウシン		2		0

				創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク		1		0

				理解力 リカイリョク		1		0

				判断力 ハンダンリョク		1		0

				分析力 ブンセキリョク		1		0

		第６カテゴリ ダイ		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク		6		1

		問題や課題の解決
に関するもの モンダイ カダイ カイケツ カン		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク		3		0

				応用力 オウヨウリョク		1		0

				課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク		0		0

				洞察力 ドウサツリョク		0		0

		第７カテゴリ ダイ		マナー		11		5

		実務能力
に関するもの ジツム ノウリョク カン		IT専門知識 センモン チシキ		2		0

				要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク		1		1

				文章力 ブンショウリョク		0		0

				計算力 ケイサンリョク		0		0

				PC操作能力 ソウサ ノウリョク		0		0

				資料作成能力 シリョウ サクセイ ノウリョク		0		0





カテゴリー別 (2)

				●カテゴリ別の身につけておいてもらいたいこと ベツ ミ

				全45項目中 ゼン コウモク チュウ

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

				2		マナー				2		マナー

				3		誠実さ セイジツ				3		誠実さ セイジツ

				4		責任感 セキニンカン				4		好奇心 コウキシン

						行動力 コウドウリョク						行動力 コウドウリョク

						論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

				第１カテゴリ「自分の行動に関するもの」 ダイ ジブン コウドウ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		責任感 セキニンカン				1		誠実さ セイジツ

				2		誠実さ セイジツ				2		責任感 セキニンカン

						行動力 コウドウリョク						行動力 コウドウリョク

				第2カテゴリ「物事に対する取り組みに関するもの」 ダイ モノゴト タイ ト ク カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		計画性 ケイカクセイ				1		計画性 ケイカクセイ

				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク				2		状況対応能力 ジョウキョウ タイオウ ノウリョク

				3		粘り強さ ネバ ヅヨ				3		ストレス耐性 タイセイ



				第３カテゴリ「対人関係に関するもの」 ダイ タイジン カンケイ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		コミュニケーション能力 ノウリョク				1		コミュニケーション能力 ノウリョク

				2		説明力 セツメイリョク				2		プレゼンテーション能力 ノウリョク

				3		プレゼンテーション能力 ノウリョク				3		説明力 セツメイリョク

				第４カテゴリ「組織内の人間関係に関するもの」 ダイ ソシキナイ ニンゲン カンケイ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		チームワーク				1		チームワーク

				2		気配り キクバ				2		気配り キクバ

				3		人間関係構築力 ニンゲン カンケイ コウチクリョク				3		柔軟性 ジュウナンセイ

												傾聴性 ケイチョウ セイ

				第５カテゴリ「学ぶ力や考える力に関するもの」 ダイ マナ チカラ カンガ チカラ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		自学・自習 ジガク ジシュウ				1		自学・自習 ジガク ジシュウ

				2		理解力 リカイリョク				2		理解力 リカイリョク

				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク				3		創造力・発想力 ソウゾウリョク ハッソウリョク



				第６カテゴリ「問題や課題の解決に関するもの」 ダイ モンダイ カダイ カイケツ カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク				1		論理的思考能力 ロンリテキ シコウ ノウリョク

				2		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク				2		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク

				3		情報収集能力 ジョウホウ シュウシュウ ノウリョク				3		課題認識能力 カダイ ニンシキ ノウリョク

				第７カテゴリ「実務能力に関するもの」 ダイ ジツム ノウリョク カン

				順位 ジュンイ		3位まで イ				順位 ジュンイ		1位のみ イ

				1		マナー				1		マナー

				2		文章力 ブンショウリョク				2		文章力 ブンショウリョク

				3		要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク						要点整理能力 ヨウテン セイリ ノウリョク















イ 教材研究

・ネットワークの学習で重要な内容

１．TCP/IPの基礎

・IPアドレスの基礎（サブネットを含む）

・サーバやサービスの基礎的な知識

２．LAN構築の基礎的な技術

・PC同士を接続させる

・トラブルシューティング

３．ルータに関する学習

・LANとWANの接続

・Ciscoルータの学習

学習指導要領に含まれる内容



イ 教材研究（指導方法の工夫）

学習した

やってみた

理解した

・できた 自分で

やってみた
できた

学習サイクルを意識して授業を展開する

生徒が思考し、判断し、表現する授業

＋

H28

H29



トポロジーの確認をしてから取り組む

ネットワークをイメージできるように工夫

イ 教材研究



イ 教材研究

第１段階：簡易LANの構築

スイッチ

スイッチ１ スイッチ２



イ 教材研究

第２段階：LAN間接続

ルータ

ルータ２ルータ１



イ 教材研究

第３段階：インターネットへの接続

インターネット



グループによる実習

プリント内容の工夫

わからない場合は、ヒントを与える

トラブルは、全員で共有

イ 教材研究

生徒に思考させる、判断させる、表現させる
ことを重視する実習



イ 教材研究

実習 LiveDVD による Ubuntu の試用 

機器の設定 

操作１ パソコンを起動し、自分のPCのネットワーク設定を調べる。 
IPアドレス  
サブネットマスク  
デフォルトゲートウェイ  
DNS  
無線WiFi暗号化セキュリティキー 

 
操作２ パソコンのBIOSを起動する。起動順位を確認し、DVDが最初に起動するように変更する。 
 
操作３ パソコンにUbuntuのLiveDVDを入れ起動する。 
 
操作３ ネットワーク設定を開き、設定しインターネットに接続する。 
 

（本校の場合は、プロキシの設定が必要。） 


実習　LiveDVDによるUbuntuの試用

機器の設定

操作１　パソコンを起動し、自分のPCのネットワーク設定を調べる。

		IPアドレス

		



		サブネットマスク

		



		デフォルトゲートウェイ

		



		DNS

		





無線WiFi暗号化セキュリティキー



操作２　パソコンのBIOSを起動する。起動順位を確認し、DVDが最初に起動するように変更する。



操作３　パソコンにUbuntuのLiveDVDを入れ起動する。



操作３　ネットワーク設定を開き、設定しインターネットに接続する。



（本校の場合は、プロキシの設定が必要。）



イ 教材研究

９個の実習を実施

 自分のPCのIPアドレスとMACアドレスの確認

 ARPテーブルの確認

 IPアドレスによるLAN構築の基礎

 MACアドレスとIPアドレス

 IPアドレスとサブネットマスク

 ファイル共有実習

 Ubuntu Live DVD

 家庭用ルータを使用したスタティックルート

 デフォルトルートの設定



ウ 評価方法の工夫
企業アンケートをとる際にも使用した、無料のアンケートサイト

を活用し、生徒の興味・関心や理解度を調査。



ウ 評価方法の工夫
アンケートの変更点



 「興味がある」「役に立つ」「わかりやすい」「取り
組みやすい」など、実習全体に関しては、昨年と
比較するとそれほど変化がない。

 昨年度と値が大きく変化した項目

「ネットワークについてもっと学習したいですか。」

H28年 H29年

3.64 4.21

ウ 評価方法の工夫


Sheet1

						H28年 ネン				H29年 ネン

						3.64				4.21





Sheet2





Sheet3







 昨年度と値が大きく変化した項目

「どのくらい理解できましたか」

ウ 評価方法の工夫

H28年 H29年

3.35 3.80
「本日の授業でわかったこと」の評価

H29年

2.96
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企業アンケートにより、ネットワークに関して、
学習を強化すべき単元・項目が把握できた。

企業が生徒に求めている身につけてもらい
たいことがわかった。

学習サイクルによる活用に加え、生徒が思
考し、判断し、表現する教材を活用すること
により、生徒の興味・関心・意欲が強まった。

生徒の興味・関心・意欲は高まったが、理
解度を高めるということについては十分と
はいえない。

研究の成果と課題



自学自習

今後の取り組みについて

授業

資格取得
一般技術者向け

教材

フォローアップ教材

高度な技術者の育成
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