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１．学習の到達目標 

（１）情報機器を適切に活用し，情報を収集，分析しながら問題を解決する力を身につける。 

（２）情報機器を活用したコミュニケーションや情報発信において，他者への配慮や責任をもつ態度を育てる。 

（３）情報化が社会に及ぼす影響や課題について理解し，情報社会に積極的に参画する態度を育てる。 

（４）コンピュータや情報通信ネットワークのしくみを理解し，情報社会を支えるシステムに関心をもつ。 

 

２．評価の観点 

ア．関心・意欲・態度 イ．思考・判断・表現 ウ．技能 エ．知識・理解 

情報化が社会に及ぼす影

響や課題について関心を

もち，情報社会の一員とし

て主体的に参画していく

態度を身につけている。 

情報を科学的にとらえ，身

近な問題の解決方法を考

えるとともに，情報社会に

おける自分自身の行動の

あり方について，情報モラ

ルの視点から，適切に判断

し，表現することができ

る。 

コミュニケーションや問

題解決などの場面におい

て，情報機器や情報通信ネ

ットワークを効果的に活

用する力を身につけてい

る。 

コンピュータや情報通信

ネットワークのしくみを

理解するとともに，情報社

会を生きるための基礎的

な知識を習得している。 

 

３．年間学習指導計画及び評価方法等 

学
期 

月 学習項目 
時間 

配当 
主な学習内容・活動 評価の観点 

１ 

６ オリエンテーション １ ・コンピュータ室の使い方と授
業の進め方を理解する。 

・コンピュータ室利用のルール
とマナーを理解している。
【関・知】 

 １章 
１ 私たちを取り巻く情
報 
➊情報とメディア 

 〔p8〕 
➋信頼できる情報と 
信頼できない情報 

 〔p10〕 
➌情報の見極め 〔p12〕 

⑲ニュース番組を編成し
よう 〔p126〕 

 

２ ・メディアの種類と特徴を理解
する。 

・情報の信頼性について評価す
る。 

・メディアリテラシーについて
理解する。 

・メディアの種類と特徴を理解
している。【知】 

 
 
・メディアからの情報を客観的
に評価している。【思】 

７ 
 

２ アナログからディジ
タルへ 
➊情報のディジタル表現 

 〔p14〕 
➋ディジタルデータの 
特徴 〔p18〕 

⑨データを圧縮してみよう 
 〔p102〕 
⑰写真加工に挑戦しよう 
 〔p122〕 
⑦クイズ画像を作ろう 
 〔p98〕 

４ ・10進法と2進法，16進法につ
いて学ぶ。 

 
・ディジタル表現の種類とその
利点・問題点について学ぶ。 

・写真や画像の編集を行う。 

・2進法や16進法の考え方を理
解し，10進法と変換すること
ができる。【知】 

・アナログとディジタルのそれ
ぞれの特徴を理解している。
【知】 

・写真や画像の編集を行うこと
ができる。【技】 



学
期 

月 学習項目 
時間 

配当 
主な学習内容・活動 評価の観点 

１ 

８ ３ 情報の表現と伝達 
➊情報の表現と伝達の 

仕組み 〔p20〕 
➋伝達や発表のための 
手段 〔p22〕 

④図解表現をしよう 
 〔p92〕 

３ ・コンピュータによる情報伝達
の特徴と注意点について学
ぶ。 

・適切なメディアの選択につい
て学ぶ。 

 
・情報を整理して，図形などを用
いて表現する。 

・コンピュータによる情報伝達
の特徴と注意点について理解
している。【知】 

・目的に応じて，適切なメディア
を選択することができる。
【思】 

・情報を整理し，分かりやすい図
解表現ができる。 
【思・技】 

８ ➌効果的なプレゼン 
テーション 〔p24〕 

㉔自分をPRしよう 
 〔p136〕 

４ ・プレゼンテーションの重要性
について学ぶ。 

 
・ソフトウェアを活用してプレ
ゼンテーションを行う。 

 
・相互評価を行う。 
 

・内容が分かりやすくなるよう
に，展開を工夫している。【関・
思】 

・分かりやすく伝えるための効
果的な方法を選択している。
【思・技】 

・相互評価を通して，スライドや
発表を振り返ることができ
る。【知】 

２ 

9 ２章 
１ インターネットの利用 
➊インターネットの仕 
組み 〔p28〕 

➋ＷＷＷと電子メール 
 〔p30〕 
➌情報の検索 〔p32〕 

⑫情報を検索しよう 
 〔p108〕 

４ ・インターネットや電子メール
の仕組みを学ぶ。 

・効率よく情報を検索する方法
について学ぶ。 

・インターネットや電子メール
の仕組みを理解している。
【知】 

・AND，OR，NOTを使って効率よ
く検索ができる。【技】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ２ ネットワークとコミュニ
ケーション 
➊メディアの発達 

 〔p34〕 
➋多様な情報発信 

 〔p36〕 
➌ネットコミュニケー 

ションの特徴 〔p38〕 
 

⑬匿名のコミュニケーショ 
ンを考えよう 〔p110〕 

㉑小さなマークをデザイ 
ンしよう 〔p130〕 

５ ・メディアの変遷について学ぶ。 
・インターネット上のメディア
について学ぶ。 

・インターネット上のメディア
を利用するコミュニケーショ
ンの特徴と注意点について学
ぶ。 

・メディアの種類と特徴につい
て理解している。【知】 

・インターネット上のさまざま
なコミュニケーションの特性
を理解している。 
【知】 

・誤解を受けないような表現を
している。【思】 

・効果的なマークを考えている。
【思】 

・画像の編集を行うことができ
る。【技】 

11

～

12 

３章 
１ 情報化の影響と課題 
➊誰でも表現者・発信 

者の時代 〔p42〕 
➋情報社会の影 〔p44〕 
➌情報セキュリティ 

 〔p46〕 
➍情報モラル 〔p48〕 

２ 法律と個人の責任 
➊情報社会と著作権 

 〔p52〕 
➋個人情報の保護 

 〔p56〕 

⑮パンフレットを作ろう 
 〔p114〕 
 

５ ・情報犯罪や迷惑行為と安全対
策について学ぶ。 

・情報社会における望ましい態
度について学ぶ。 

・著作権と著作権法について学
ぶ。 

・プライバシーと個人情報漏洩
の対策について学ぶ。 

・情報モラルについてのパンフ
レットを作成する。 

・情報犯罪の種類や安全対策を
理解している。【知】 

・情報モラルを身につけている。
【関・知】 

・著作権や著作権法を理解して
いる。【知】 

・個人情報の正しい取り扱いを
身につけている。 
【関・知】 

・パンフレットのテーマに 
沿った表現ができる。 
【思・技】 

３ 

1 ４章 
１ 社会における情報シ
ステム 
➊情報システムの種類 

㉕QRコードを作ろう 
 〔p138〕 
 

４ ・情報システムの種類と特徴に
ついて学ぶ。 

・情報システムが利用されてい
る事例について学ぶ。 

・情報システムの種類と特徴に
ついて理解している。 
【知】 

・情報システムの問題点とその



学
期 

月 学習項目 
時間 

配当 
主な学習内容・活動 評価の観点 

 〔p62〕 
➋情報システムの発展 
と進歩 〔p64〕 

➌情報化と社会の変化 
 〔p68〕 
２ 情報システムと人間 
➊情報システムの信頼性 

 〔p70〕 
➋誰もが参加できる情 
報社会 〔p72〕 

・情報技術による社会変革につ
いて学ぶ。 

・情報システムの問題点とその
対策について学ぶ。 

・情報社会の問題点とユニ 
バーサルデザインについて学
ぶ。 

・実際に QRコードを作成して
みる。 

 

対策について理解している。
【知】 

・手順に従ってQRコードを作成
できる。【技】 

 

 2 

～

3 

３ 情報社会と問題解決 
➊解決のステップ 

 〔p74〕 
➋実際に解決してみよう 

 〔p76〕 

㉖身近な問題を解決しよう 
 〔p140〕 
 

４ ・問題解決の手順と情報機器の
活用例について学ぶ。 

・ブレーンストーミングやKJ法
を利用して，問題解決の演習
に取り組む。 

 

・問題解決の手順について理解
している。【知】 

・意見を共有し，構造化すること
で，問題解決につなげること
ができる。【思】 

・情報社会の問題点に関心を持
ち，解決策を提案することが
できる。【関・思】 

 

 

 


