
教科「情報」新課程に向けて
今，始められる準備

日出学園中学校・高等学校
武善 紀之

http://high.hinode.ed.jp/share/takeyoshi/n_takeyoshi.html

⇩「Takeyoshi Noriyuki」で検索すると出ます
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http://high.hinode.ed.jp/share/takeyoshi/n_takeyoshi.html
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自己紹介

‣武善紀之 Takeyoshi Noriyuki

‣日出学園中学校・高等学校 情報科教諭

‣千葉県我孫子市出身

‣現在30歳（勤務8年目）

時期 立場

高校 千葉県立船橋高等学校（理数科） 卒業
「情報Ｃ」を履修

大学
卒業

筑波大学情報学群情報メディア創成学類（ＭＡＳＴ） 4期生
教員免許→「情報」「数学」

2015～
2017

数学科として，一部「情報科」を担当（情報免許保有者で持ち回り担当期）
教員免許→「公民」「司書教諭」を追加取得

2018～
2020

情報科専任
教員免許→「社会」「技術」を追加取得

2021～
現在

情報科専任として，一部「公民科」「総合学習」「数学」「技術」を担当

私立（幼・小・中・高）

日出学園 千葉県市川市

学園公式
キャラクター

日和かっぱ

http://high.hinode.ed.jp/share/takeyoshi/n_takeyoshi.html

http://high.hinode.ed.jp/share/takeyoshi/n_takeyoshi.html
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今までの発表経歴

全てＷｅｂサイトで公開中。
http://high.hinode.ed.jp/share/takeyoshi/n_takeyoshi.html

http://high.hinode.ed.jp/share/takeyoshi/n_takeyoshi.html
http://high.hinode.ed.jp/share/takeyoshi/n_takeyoshi.html


Ⅰ.新学習指導要領「情報」の解説<15分程度>
＞いったい，「何」を学ぶ？ 「何のために」学ぶ？

Ⅱ.22年度新課程を見据えた授業計画<10分程度＞
＞「教育課程」と「年間指導計画（50時間分）」

Ⅲ.「情報Ⅰ」を想定した授業の実践紹介（複数）＜25分程度>
＞1時間目に何をやればいいの？

＞時間数が足りない中でそんなに実習出来る？

＞「情報」を座学でやるってどういうこと？

＞本当に初めての生徒達には何をやらせたら……

＞Officeソフトの実習しかできていない……

Ⅳ.先生方へのメッセージ
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Agenda

これから「情報科」に関わる先生向け

「情報科」を既に教えている先生向け

「情報科」の指導に悩んでいる先生向け



Ⅰ.新学習指導要領「情報」の解説
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これから「情報科」に関わる先生向け



×新教科「情報Ⅰ」では扱う内容が大幅に増加！
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情報科の歴史は案外長い！

情報A

情報B

情報C

情報の科学

社会と情報

情報Ⅱ

情報Ⅰ

2003～ 20１3～ 2022～
3科目から1つ選択 2科目から1つ選択 全員が「情報Ⅰ」を履修

発展的選択科目を設置

プログラミング含む

プログラミング含む

プログラミング含む

〇「プログラミング」や「シミュレーション」については,
今まで「選択」であった内容が「必修」になった。

→ 今までの豊富な実践例が使える！

情報教育の
「3観点」

情報活用の
実践力

情報の
科学的な理解

情報社会に
参画する態度



7

しかし実際は…

高校「情報科」教員，４割近くが保健体育，音楽の免許で
毎日新聞 2018年9月4日
https://mainichi.jp/articles/20180904/k00/00e/040/196000c

Word, Excel, PowerPoint, タイピング……
オフィスソフトウェアの操作習得に終始してしまっていた

Wordで志願理由書を書こう！ Excelの関数を20個マスターしよう 好きなものをみんなに紹介しよう！

https://mainichi.jp/articles/20180904/k00/00e/040/196000c
https://mainichi.jp/articles/20180904/k00/00e/040/196000c


8

新しい情報科は“仕切り直し”

新しい“情報科”へ

【情報入試】

• オフィスソフトには入学時点で,ある程度習熟

• 「プレゼンやったことない」生徒が,今よりも稀に

• アンケート調査等は既に体験済み

• プログラミングも未体験者は相当数減少

【小中学校１人１台整備】

大学入学共通テストへの
「情報」の出題について
（情報処理学会）
https://www.ipsj.or.jp/
education/edu202012.html



♦第1章 情報社会の問題解決

♥第2章 コミュニケーションと情報デザイン

♣第3章 コンピュータとプログラミング

♠第4章 情報通信ネットワークとデータの活用
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新学習指導要領「情報Ⅰ」



「情報デザイン」「データサイエンス」「プログラミング」は，

問題解決の三種の神器
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1.コンピュータを活用して問題解決ができるようになる

データサイエンス

情報デザイン

プログラミング

魅力的な
学園祭を

作り上げよう！

最高の学園祭
を実現！

魅力的なポスターを作って集客しよう！

幾らで売れば，一番利益が出るだろう？

過去の来客数を分析して，傾向を判断！

図版：高等学校情報科「情報Ⅰ」教員研修用教材（文部科学省）



「情報デザイン」「データサイエンス」「プログラミング」は，

問題解決の三種の神器
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1.コンピュータを活用して問題解決ができるようになる

データサイエンス

情報デザイン

プログラミング

魅力的な
学園祭を

作り上げよう！

最高の学園祭
を実現！

魅力的なポスターを作って集客しよう！

幾らで売れば，一番利益が出るだろう？

過去の来客数を分析して，傾向を判断！

図版：高等学校情報科「情報Ⅰ」教員研修用教材（文部科学省）

ただし,
ここで要求されている力は

コンピュータを操作する力ではない！



例えば,僕の1時間目と1学期<メディアリテラシー>

「情報」の扱い方を学ぶ時間
（パソコンは手段,人間理解のメタファー)

「情報」
＝パソコンの時間

身長

算
数
の
成
績

参考
統計的消去で擬似相関を見抜こう！
http://hoxo-m.hatenablog.com/entry/20130711/p1

学年

算数

身長

因果関係

因果関係

擬似相関
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https://hoxo-m.hatenablog.com/entry/20130711/p1
https://hoxo-m.hatenablog.com/entry/20130711/p1
http://hoxo-m.hatenablog.com/entry/20130711/p1


1. コンピュータを活用して,

問題解決ができるようになること

2. 情報科学（Computer Science）を

きちんと学ぶこと

13

さらに……

「情報Ⅰ」のコンセプト
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2. 「情報科学」をきちんと学ぶ

１つの学問領域としての「情報科学」 「情報科学」を学ぶことは，

「問題解決」にも役立つ。

科学的理解に裏打ちされた「情報活用能力」の育成

図版：高等学校情報科「情報Ⅰ」教員研修用教材（文部科学省）
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この２つを見失わなければ,「情報Ⅰ」は乗り切れる

では，科学的理解に裏打ちされた「情報活用能力」とは？



♦第1章 情報社会の問題解決

♥第2章 コミュニケーションと情報デザイン

♣第3章 コンピュータとプログラミング

♠第4章 情報通信ネットワークとデータの活用
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「情報Ⅰ」の4単元



中学校の復習
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各章解説

♦

♦第1章 情報社会の問題解決

図版：高等学校情報科「情報Ⅰ」教員研修用教材（文部科学省）

(ｱ)(ｳ) 各章オリエンテーション
（情報社会の概観）

(ｲ)情報モラル的内容



わりと理論をやる ＆

デザインとアートは違う！

デザイン アート

問題解決 問題提起

「伝わる」 「伝える」

工学 芸術 18

各章解説

♥

♥第2章 コミュニケーションと情報デザイン

(ｱ)デジタル化の基礎理論

(ｲ)情報デザインの理論

(ｳ)情報デザインの実習

図版：高等学校情報科「情報Ⅰ」教員研修用教材（文部科学省）



(ｱ)コンピュータサイエンス
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各章解説

♣

♣第3章 コンピュータとプログラミング
(ｳ)モデル化とシミュレーション

(ｲ)プログラミング

Excelでも良いが,「プログラミング」で
シミュレーションすることで単元の繋がりが良くなる。図版：高等学校情報科「情報Ⅰ」教員研修用教材（文部科学省）



20

各章解説

♠

♠第4章 情報通信ネットワークとデータの活用

(ｱ)ネットワーク

（ｲ）データベース

(ｳ)自分でデータを扱う力
（内容的には,かなり「数学Ⅰ」。
但し,見方・考え方が異なる。
別動画参照）

• データに関する知識；
尺度水準，質的・量的データ

• 収集；
アンケート，オープンデータ

• 整理；
欠損値，外れ値

• 分析；
相関係数，テキストマイニング

• 評価；
相関・因果／仮説検定

情報システム＝「ネットワーク」＋「データベース」

図版：高等学校情報科「情報Ⅰ」教員研修用教材（文部科学省）

sAccess

http://saccess.eplang.jp/

http://saccess.eplang.jp/


「情報Ⅰ」で「プログラミング」が必修化。

「プログラミング」の勉強が一番大変！
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まとめ

「プログラミングスクール」は数多あるが，
「データサイエンススクール」「情報デザインスクール」
「コンピュータサイエンススクール」はあまり無い。

「他教科」免許状指導者が大活躍する機会かも
プログラミング ＞ 旧数学Ｂ「数値計算とコンピュータ」
データサイエンス＞ 数学Ⅰ「データの分析」，理科実験
情報デザイン ＞ 美術「色彩理論」……。

♦全体として「情報Ⅰ」は消費者教育（「情報Ⅱ」はエンジニア養成的）。
♦プログラミングも「目的」というより，情報を学ぶ「手段」の１つ。

×



Ⅱ.22年度新課程を見据えた授業計画

22

「情報科」を既に教えている先生向け



2021年度 11月から長期国外派遣に参加(3月帰国）
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前提と開講科目変遷

何より大きいのは「高1」配当。

「情報科」は日常の全てが，本当の受験対策になる。

学園祭のポスター作り，部活動の戦略……。

～2017年
高1必修「社会と情報」1単位
高2必修「社会と情報」1単位
高3選択「情報の科学」2単位

2018年～2019年
高2必修「社会と情報」2単位
高2選択「デジタルコンテンツ演習」2単位
高3選択「情報の科学」2単位

2020年～2021年
高2必修「社会と情報」2単位
高2選択「ＡＩと倫理(公民）」2単位
高2選択「デジタルコンテンツ演習」2単位
高3選択「情報の科学」2単位

同一学年で2単位が望ましい

「認知科学」を扱いたい

2022年～
高1必修「情報Ⅰ」2単位
高2選択「人間と機械（公民）」2単位
※学校設定科目

高2選択「情報Ⅱ」2単位
※情報コンテンツの作成を重視

高3選択「情報Ⅱ」2単位
※情報システムの作成を重視

高3選択「情報Ⅰ探究(仮）」2単位
※探究的活動の中で，受験対応を意識

受験対応
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長期派遣の内容

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/06/1418062_00005.htm

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/06/1418062_00005.htm
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実際，「サンプルテスト」や「情報関係基礎」では……
サンプルテスト「情報Ⅰ」第3問

試作問題「情報Ⅰ」

• スマホでの動画撮影

• 空き容量にあわせた設定変更

• サッカー部のマネージャー

• 強いチームになるための

データ分析



1学期「私と情報」(20)

・メディアリテラシー(1)

・コミュニケーション(1)

・いわゆる情報モラル(5)

（個人情報,知的財産権…）

・ピクトグラム(3)

・報告書作成(2)

・統計グラフコンクール(8)

26

Before

2学期「ヒトと情報」(20)

・デジタル化の理論と実習(2)

・認知科学（AI,認知心理学)(５)

・ネットワークの理論(3)

・プログラミング(2)

・個人プレゼンテーション(8)

3学期「社会と情報」(10)

・情報デザイン(UI,UX)(2)

・情報システム(2)

・映像制作実習(6)

or

ＵＩ／ＵＸ改善実習(6)

～2018年度(総合探究的役割を兼務）

課題点
・理論の大幅な簡素化，定着不足
・プログラミングは体験的学習のみ
・モデル化とシミュレーションを扱っていない

改善点
・探究的内容は探究科へ
・基礎的な発表スキル,Office能力はGIGAへ期待
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After <「情報Ⅰ」の時間は「情報Ⅰ」に集中>

1学期(20)

情報楽しい！

♦メディアリテラシー(1)

♥情報デザインの理論(3)

♥ピクトグラムの作成(3)

♦いわゆる情報モラル(3)

（個人情報,知的財産権…）

♥デジタル化の理論と実習(4)

♣プログラミング(5)

♣コンピュータサイエンス(1)

2学期(20)

コンピュータを使いこなそう！

♣プログラミング(4)

★認知科学（AI,認知心理学)(3)

♣コンピュータサイエンス(2)

♣モデル化とシミュレーション(4)

♠ネットワークの理論(3)

♠情報システム(2)

♠大規模データの処理(2)

3学期(10)

自分で結構できる！

♠データサイエンス実習(8)

♦情報社会の未来を考える(2)

2019年度～(「情報Ⅰ」を見据えた設計変更開始）

♦第1章 問題解決

♥第2章 情報デザイン

♣第3章 プログラミング

♠第4章 データサイエンス

ほぼ学習指導要領通り
重く扱う単元は1つに絞ると，
教員も生徒も，消化不良,
時間不足を起こしにくい

重く扱う中で,他分野も扱える！

• 「発表に使うスライド」で情報デザイン
• 分析手法の中で「プログラミング」

etc…

★認知科学
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個人的ポイント

他教科（特に数学）と比較した，情報科の良いところ

積み上げ要素が薄い（もちろんあるが…） →仕切り直しが可能

個人的に考えていること 「プログラミング」を1学期・2学期で分割

1学期（楽しさ重視） 2学期（受験対応意識）

「ブロックプログラミング」 「テキストプログラミング」



Ⅲ.「情報Ⅰ」を想定した授業の実践紹介（複数）
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「情報科」の指導に悩んでいる先生向け



• 1時間目に何をやればいいの？
＜データサイエンス＞

•時間数が足りない中でそんなに実習出来る？
＜情報デザイン＞

• 「情報」を座学でやるってどういうこと？
＜情報デザイン＞

•本当に初めての生徒達には何をやらせたら……
＜プログラミング＞

•Officeソフトの実習しかできていない……
<データサイエンス>

30

5つの疑問と実践例
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1時間目に何を扱うかは，何より大切。

「情報」の扱い方を学ぶ時間
（パソコンは手段,人間理解のメタファー)

「情報」
＝パソコンの時間

身長

算
数
の
成
績

参考
統計的消去で擬似相関を見抜こう！
http://hoxo-m.hatenablog.com/entry/20130711/p1

学年

算数

身長

因果関係

因果関係

擬似相関

<メディアリテラシー>

♠

試飲アンケートの結果，

９７％の人が

この牛乳を美味しいと回答！

31

https://hoxo-m.hatenablog.com/entry/20130711/p1
https://hoxo-m.hatenablog.com/entry/20130711/p1
http://hoxo-m.hatenablog.com/entry/20130711/p1


• 1時間目に何をやればいいの？
＜データサイエンス＞

•時間数が足りない中でそんなに実習出来る？
＜情報デザイン＞

• 「情報」を座学でやるってどういうこと？
＜情報デザイン＞

•本当に初めての生徒達には何をやらせたら……
＜プログラミング＞

•Officeソフトの実習しかできていない……
<データサイエンス>

32



実習の中で,「サイクル（特に改善）」「理論」を意識する

33

実習に「理論」を組み込む

♥

作った後に,
意図を隠して友達に意見をもらう。

図版：高等学校情報科「情報Ⅰ」教員研修用教材（文部科学省）

発表 改善

運用

立案・プロトタイプ

問題
発見

情報の＜抽象化＞,ユニバーサルデザイン

(例)ピクトグラムの作成



• 1時間目に何をやればいいの？
＜データサイエンス＞

•時間数が足りない中でそんなに実習出来る？
＜情報デザイン＞

• 「情報」を座学でやるってどういうこと？
＜情報デザイン＞

•本当に初めての生徒達には何をやらせたら……
＜プログラミング＞

•Officeソフトの実習しかできていない……
<データサイエンス>

34



「情報科学」を教えるのに，コンピュータは不要？！

コンピュータサイエンスアンプラグド(コンピュータを使わずに情報科学を教えるための学習法)

https://csunplugged.jp/

35

「理論」を上手に扱う（例：2進法）

♥

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

4F

3F

2F

1F

西 ← → 東

！このカードを相手に見せてはいけません！
『魔法のカードで占い』指示書
① 「あなたの誕生月をあてますよ」と声をかけ

② 「あなたの生まれた月の数はこの中にありま
すか」とききながら１枚ずつカードを見せて
いきます。

③ 相手が「ある」と答えたカードの左上角の数
をさりげなく合計してください。

④ その数を使って「○月ですね」といえば必ず
当たります。

同様にして，「あなたの生まれた日をあてます
よ」と日付当てもやってみてください。これも必
ず当たります。

例.「家の位置特定」例.2進法の魅力を伝える「数当てゲーム」

https://csunplugged.jp/


情報関係基礎(2013) 
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入試で問われる2進法の中身も数学とは異なる

♥

サンプルテスト

2進法の足し算や掛け算といった
計算技能ではなく,「2進法表現」の
本質的な意味を問う問題。



• 1時間目に何をやればいいの？
＜データサイエンス＞

•時間数が足りない中でそんなに実習出来る？
＜情報デザイン＞

• 「情報」を座学でやるってどういうこと？
＜情報デザイン＞

•本当に初めての生徒達には何をやらせたら……
＜プログラミング＞

•Officeソフトの実習しかできていない……
<データサイエンス>
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多数の導入言語を活用する

♣

ドリトル Ｓａｋｕｒａ アルゴロジック2

https://dolittle.eplang.jp/ https://sakuramml.com/ https://algo.jeita.or.jp/prm/2/index.html

日本語で「プログラミング」可能。
Webに「1時間で作る宝探しゲー
ム」の実例あり。

日本語で「作曲」が可能(MIDI)。
「繰り返し」や「分岐」も表現できる。

「順次」「繰り返し」「分岐」の3種類
の構造を,クイズ形式で学習可能。

1～2時間慣れ親しんだ後，テキストベースのプログラミングへ

アルゴリズムの学習に最適。
「プログラムは書いた通りに動く」「コンピュータとの対話」を理解する
のに最適。

三種の神器

https://dolittle.eplang.jp/
https://sakuramml.com/
https://algo.jeita.or.jp/prm/2/index.html


• 1時間目に何をやればいいの？
＜データサイエンス＞

•時間数が足りない中でそんなに実習出来る？
＜情報デザイン＞

• 「情報」を座学でやるってどういうこと？
＜情報デザイン＞

•本当に初めての生徒達には何をやらせたら……
＜プログラミング＞

•Officeソフトの実習しかできていない……
<データサイエンス>
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「今日から,みんなに“自分の
好きなもの”を発表してもら
います!」

ただし,

「統計調査を行い,『自分の
主張』を説得力を持って表
現してください」

40

「データサイエンス（個人の統計処理）」のネタ

既存のプレゼン実習を少しアレンジすれば「データサイエンス」に！

♠



1時間目.統計調査の分析ガイダンス

41

「データサイエンス（個人の統計処理）」のネタ

【どう表現する？】
生データ→集計→グラフ化の手順を「円グラフ」や「ヒストグラム」「散布図」で
確認。量的データと質的データの双方を体験することが大切。

【何を聞く？】
・量的データ；Q.水族館への訪問回数
・質的データ；Q.ペンギンをどう思う？ Q.あなたが○○のとき，取る行動は？

※事前に生徒達へアンケートを実施しておく（5分程度）。

♠

ヒストグラムや散布図。関数を利用して
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「データサイエンス（個人の統計処理）」のネタ

外れ値・異常値は必ず発生 テキストマイニング

https://textmining.userlocal.jp/

Q.1日のスマホ平均使用時間(分)

1時間目.統計調査の分析ガイダンス

♠

https://textmining.userlocal.jp/


回答までを宿題とする
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「データサイエンス（個人の統計処理）」のネタ

Google Formはグラフ迄描画してくれるが，

そうすると学習にならない→生データのみを渡す ♠



•「好きなものプレゼン」
と異なり，コピペになら
ない。

•発表に一本，筋が通る。
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「データサイエンス（個人の統計処理）」のネタ

独自でグラフデザインを凝る生徒も

グラフの表現に対する注意

テキストマイニングによる比較

♠



Ⅳ.先生方へのメッセージ
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• ＩＣＴ教育と同じく，「試行錯誤」こそが「情報科」

＞プログラミングも

「まずは試す」→結果を見て考える→

「どんどん実行する」の繰り返し

＞「情報科」は，学校教育の中で唯一失敗させやすい科目

•無理をせず，既存の実習を少しだけ改良する！

＞兼務でも,省エネで出来る実践を「基本形」に持つ！

＞その上で,毎年1つ程度「新要素」を盛り込む！
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「情報科」の本質
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その他の実践事例

http://high.hinode.ed.jp/share/takeyoshi/n_takeyoshi.html

http://high.hinode.ed.jp/share/takeyoshi/n_takeyoshi.html


新課程教科「情報」に向けて
今，始められる準備

ＥＮＤ
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