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次世代の教育情報化推進事業の概要 

 

次世代の教育情報化推進事業の趣旨 

急速に情報化が進展する社会の中で、情報や情報手段を主体的に選択し活用していく

ために必要な情報活用能力を、各学校段階・各教科等の学習活動を通じて体系的に育成

する重要性がますます高まっている。また、平成28年12月の中央教育審議会答申「幼稚

園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方

策等について」において、情報活用能力(プログラミング的思考や ICT を活用する力を

含む) は、言語能力や問題発見・解決能力と同様に、教科等の枠を越えて、全ての学習

の基盤として育まれ活用される資質・能力と位置付けられ、各学校のカリキュラム・マ

ネジメントの実現を通じて、確実に育成することとされた。このことを踏まえ、本事業

においては、次期学習指導要領の実現を見据え、推進校を指定し、教科横断的な情報活

用能力の育成に係るカリキュラム・マネジメントの在り方や、 ICT を効果的に活用し

た指導方法の開発のための実践的な研究を実施する。  

情報活用能力の育成等に関する実践的調査研究情報教育の体系的な推進の内容 

①情報活用能力の育成のためのカリキュラム・マネジメントの方法等の整理 

情報活用能力の育成のためのカリキュラム・マネジメントを進める上での工夫や課題

をまとめ、整理すること。その際、学校長を中心とした組織体制など、学校全体で教科

横断的に情報活用能力を育成するための環境を整えるとともに、自校における情報教育

(情報活用能力の育成)の基本的な在り方を検討し、学習活動、指導方法、カリキュラム

評価や指導体制の構築等を含む全体計画を作成するなど、学校全体で情報教育の推進に

関するビジョンを共有しながら取り組むこと。 

ⅰ）教科横断的な視点でのカリキュラム編成 

 ・平成28年実施事業『情報通信技術を活用した教育振興事業「情報教育推進校(IE-  

School)」調査研究』の成果を踏まえながら、児童生徒に育む情報活用能力を整 

理し、各教科等の年間指導計画と関連させ、情報活用能力の育成について教科 

横断的なカリキュラム編成を行う際の課題・工夫等をまとめ、整理すること。  

・教科横断的なカリキュラム編成を行うに当たっては、各学校において児童生徒 

に育む情報活用能力を明確にするとともに、情報活用能力の育成に必要な各教 

科等の教育内容を洗い出し、それらを組織的に配列したり、下記の2での授業実 

践において評価・改善を積み重ねたりするなどして、情報活用能力を教科横断 



的に、バランスよく育成する年間指導計画の作成・改善を行うこと。単元や題 

材のまとまりの中で、指導内容のつながりを意識しながら、効果的に情報活用 

能力を育成するような編成とすること。  

・各教科等間の横断的なつながりだけでなく、目標と指導・評価、教科内の学 

年間や 単元間、学習内容と時期、単元指導計画や指導案など、学校経営にお 

いて必要となる様々な要素とのつながりの視点を持って編成の工夫・改善を 

行うこと。  

ⅱ）情報教育(情報活用能力の育成)の目標設定や PDCA サイクルの確立・学校全体 

で情報教育の推進に関するビジョンを共有するとともに、教育内容の質の向上に 

向けて、児童生徒や地域の実情等に関する調査や各種データ等に基づき、教育課 

程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連の PDCA サイクルを確立し、そ  

の内容や方法、課題等について整理すること。その際、カリキュラムのマネジメ 

ントサイクルは、年間や学期、単元、授業などの様々なレベルにおいて考えられ 

ることに留意すること。  

 

②情報教育(情報活用能力の育成)における授業設計  

  ・「主体的・対話的で深い学び」(アクティブ・ラーニング)の視点を持ち、単元や題 

   材のまとまりの中で、情報活用能力を育成する単元の開発や課題の設定に関する研 

   究を行い、指導事例(単元指導計画、指導案等)を作成すること(４〜５事例程度を想 

   定)。なお、各教科の目標を、情報活用能力を育成する活動を通じて実現するという 

   視点を持って計画的に指導することとし、各教科等の目標・内容との関連が希薄に 

   ならないよう留意すること。   

 ・単元を構想する際には、目標に対応する評価方法も明らかにすること。   

  

 ③成果の普及（公開授業の実施等） 

  受託者との共催により、児童生徒の発達の段階を踏まえた、教科横断的な情報活用能 

力の育成に関する公開授業を実施するなど、他校へ成果の普及に努めること。   

 

 

（「次世代の教育情報化推進事業」（情報活用能力の育成等に関する実践調査研究）公募要領より） 

 



事業実施計画書 

 

 

次世代の教育情報化推進事業（情報活用能力の育成等に関する実践的調査研究） 

情報教育の体系的な推進 

 

１．業務の委託期間 

委託を受けた日から平成３０年３月３１日まで 

 

２．事業の概要（４００字程度で記入） 

（本事業で実施する取組内容について，具体的かつ簡潔に記載すること。） 

 

 本事業では，中教審答申（平成 28 年 12 月 21 日）に示された「情報活用能力」に基づいて，

北教大附属函館中が育成を目指す「情報活用能力」を，資質・能力の三つの柱に基づいて明確化

を図る。そしてカリキュラム・マネジメントの観点から各教科の全単元について，育成に取り組む

ことができると考える情報活用能力を小中一貫等の発達の段階を踏まえて整理した後，「情報活用能力

の要素」を縦軸，「各教科」を横軸にして，各教科が情報活用能力の育成に貢献できる単元名を配置し

た「『情報活用能力』育成のためのカリキュラム表」を作成する。各教科はこの表に基づいた授業実践

に取り組み，単元ごとに生徒による授業評価を実施する。また，教科部会で授業実践の状況や効果を

評価し，その結果を拡大研究部会で交流する。さらに，生徒の情報活用能力の状況を把握する手段を

開発・試行する。こうした授業実践等の蓄積や視察研修の成果，各種検証に基づいて，情報活用能力

の育成に資するカリキュラムの改善に取り組み，１年間の研究成果とする。 

 

３．実施体制 

（１）構成 

教育委員会，学校関係者等による実証研究実施に対する指導体制等（研究推進委員会を含む）について記載すること。 

担当者氏名 
所 属 ・ 

役 職 等 
具体的な役割 備考欄 

金光 秀雄 北海道教育大学教授 

北海道教育大学附属函館中学校長 
研究推進委員長，推進校における研究総括  

山口 好和 北海道教育大学准教授 研究推進委員（副委員長），推進校の取組に

対する指導・助言 

 

白川  卓 北海道教育大学附属函館

中学校副校長 

研究推進委員，推進校における研究総括及

び取組の計画立案 

 

郡司 直孝 北海道教育大学附属函館

中学校教諭・研究部長 

研究推進委員，推進校における取組の計画

立案及び研究実践の整理・分析等 

 

木村 奈々 北海道教育大学附属函館

中学校教諭・研究副部長 

研究推進委員，推進校における取組の計画

立案及び研究実践の整理・分析等 

 

金子 智和 北海道教育大学附属函館

中学校教諭 

推進校における情報教育担当  

※１０人を超える場合は，行を追加すること 



（２）実施体制図 

 

 

４．推進校の概要及び ICT環境整備状況 

 

（１）学校名及び所在地 

学校名 北海道教育大学附属函館中学校 所在地 北海道函館市美原３丁目４８番６号 

※実施校が複数の場合は，行を追加すること（以下同じ） 

 

 

（２）学級数及び児童生徒数（平成２８年５月１日現在） 

1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年 特別教室等 全体 

学級数 
児童 

生徒数 
学級数 

児童 

生徒数 
学級数 

児童 

生徒数 
学級数 

児童 

生徒数 
学級数 

児童 

生徒数 
学級数 

児童 

生徒数 
学級数 

児童 

生徒数 
学級数 

児童 

生徒数 

３  109  ３  106  ３  106                   ９ 321  

 

（３）ICT環境整備状況（平成２８年度末現在） 

1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年 特別教室等 全体 

可動式 

ＰＣ数 

 

無線LAN 

電子黒板 

プロジェ

クタ数 

可動式 

ＰＣ数 

 

無線LAN 

電子黒板 

プロジェ

クタ数 

可動式 

ＰＣ数 

 

無線LAN 

電子黒板 

プロジェ

クタ数 

可動式 

ＰＣ数 

 

無線LAN 

電子黒板 

プロジェ

クタ数 

可動式 

ＰＣ数 

 

無線LAN 

電子黒板 

プロジェ

クタ数 

可動式 

ＰＣ数 

 

無線LAN 

電子黒板 

プロジェ

クタ数 

可動式 

ＰＣ数 

 

無線LAN 

電子黒板 

プロジェ

クタ数 

可動式 

ＰＣ数 

 

無線LAN 

電子黒板 

プロジェ

クタ数 

109 

有・無 
３ 

106 

有・無 
３ 

106 

有・無 
３ 

 

有・無  
  

  

有・無 
  

 

有・無  
  

190 

有・無 
３ 

511 

有・無 
12 

※可動式 PC欄には，ノート型（タブレット型を含む）の教育用 PCのうち，普通教室又は特別教室等

において児童生徒が一人一人あるいは数人で１台を使用するために配備されたコンピュータの数を記

入。また無線ＬＡＮ環境整備の有・無も明記すること 

※電子黒板は一体型電子黒板，ボード型電子黒板，ユニット型電子黒板，その他タイプの電子黒板の

全てを含む。 

国語科 保健体育科

社会科 技術・家庭科

数学科 外国語科

学校長（研究総括）

副校長（研究総括・計画立案）

研究部（計画立案、研究実践の整理・分析等）

情

報

教

育
担
当

理科

音楽科

美術科

北海道教育大学

研究推進委員会

北海道教育大学附属函館中学校



５．情報教育に関する取組 

（１）近年の教育や研修等の取組状況，実践的研究等の実績 

本校は，平成 25年度から平成 27年度まで「今，求められる 21世紀型の学力の育成を目指して」とい

う学校研究主題のもと，これからの社会において求められる資質・能力の育成を目指す実践研究に取り

組んできた。とくに，平成 25年度は問題解決的な学習の工夫・開発や検証改善サイクルの整備などに取

り組み，平成 26年度は教科等横断的な授業構築に取り組んだ。平成 27・28年度は平成 25・26年度研究

の成果の検証に取り組むとともに，平成 29年度からの学校研究主題である「新学習指導要領の趣旨を実

現する教育の展開」に向けて次期学習指導要領に向けた議論の調査等を行ってきた。平成 29年度から本

校において育成を目指す資質・能力の一つに「情報活用能力」を設定し，学校教育活動全体を通した育

成に取り組む予定である。 

また，ICT機器に関しては，タブレット PCを平成 24年度に 45台，平成 25年度に 370台導入し，一人

一台の環境下での ICT 機器の効果的な活用に関する研究に取り組んでいる。具体的には，生徒同士が互

いの発表の様子を動画で撮影し合うことによる評価への活用，反転授業の実施，インターネットを活用

したよりよい情報収集の在り方等に関する指導，実践研究に取り組んできた。 

 

６．事業実施内容 

（１）情報活用能力の育成に向けた取組内容  

実証校での授業案の検討・実践，授業の評価，カリキュラムへの反映，研究推進委員会など取組の流れについて 

記載すること。 

＜研究推進委員会の取組＞ 

・推進校の取組内容の計画や実施状況等に対する指導・助言等のため，平成 29年６月，８月，平成 30

年１月，３月に開催する。 

・学期に１回程度実施する本研究に関する研究授業の学習指導案等の検討及び授業の評価を行う。 

・情報活用能力の育成の状況を見とるための手段を開発・試行する。 

＜推進校（北海道教育大学附属函館中学校，以下「北教大附属函館中」）の取組＞ 

（１）育成を目指す情報活用能力の明確化とカリキュラムの構築 

・中央教育審議会答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善 

 及び必要な方策等について」（平成 28年 12月 21日）において示された「情報活用能力」を参考にし 

 て北教大附属函館中が育成を目指す「情報活用能力」の明確化を図る。この際，資質・能力の三つの 

 柱に基づいて「情報活用能力」を整理する（整理されたものを「情報活用能力の要素」と呼ぶ）。 

・各教科が年間指導計画に基づいて単元の指導時期や指導期間を明確にした「年間単元配列シート」を

作成する。そして各教科が全単元について，当該単元において育成できると考える「情報活用能力の

要素」を整理する。 

・「情報活用能力の要素」を縦軸，「各教科」を横軸にして，各教科が情報活用能力の育成に貢献できる

単元名を配置した「『情報活用能力』育成のためのカリキュラム表」を作成する。この表によって，

北教大附属函館中での情報活用能力育成の全体像（取組の有無・濃淡等）を全教員が理解する。 

（２）授業実践 

・各教科が「『情報活用能力』育成のためのカリキュラム表」に基づいた授業実践に取り組む。授業実

践においては，単元及び単位時間において育成を目指す「情報活用能力の要素」を明らかにし，その

要素を育成できると考える学習内容や学習方法を構成する。 

・学期に１回程度，授業実践の蓄積によって明らかとなった課題解決を目指す研究授業を実施する。 

（３）カリキュラム評価及び改善 

・原則として，単元ごとに生徒による授業評価を行う。 

・研究推進委員会とともに情報活用能力の状況を見とるための手段を開発・試行し，生徒の情報活用能

力の状況を把握するとともに，その成果を全教員が理解した上で単元配列の工夫等に還元させる。 

・教科部会（月２回程度）において単元配列に基づく授業実践の状況や効果を評価し，単元配列等の改 

 善を行う。その結果を拡大研究部会（月１回程度，各教科主任と研究部）において交流・整理する。 

・授業評価や情報活用能力の状況を見とるための手段の結果，教科部会・拡大研究部会での交流等，視 

 察研修の成果に基づいて，具体的な授業実践例を含んだ「『情報活用能力』育成のためのカリキュラ  

 ム表」の改善に取り組む。 



（２）事業の実施スケジュール 

５月～６月 ○○研修において・・・，の様な形式で事業成果報告までのスケジュールを具体的に記載すること。 

※本スケジュールは，計画段階のものであり，契約締結日等の都合により変更が生じる。 

６月 ・研究推進委員会において，本研究推進の計画に関する具体的な方法等について検討を行う。 

   ・北教大附属函館中研究部が，中央教育審議会答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特

別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」（平成 28年 12月 21日）にお

いて示された「情報活用能力」を参考にしながら，北教大附属函館中が育成を目指す「情報活

用能力」の明確化を図る。 

   ・北教大附属函館中の各教科担当者が，年間指導計画に基づいて，単元の指導時期や指導期間を

明確にした「年間単元配列シート」を作成する。そして各教科の全単元について，当該単元に

おいて育成できると考える「情報活用能力の要素」を整理する。 

・北教大附属函館中研究部が，「情報活用能力の要素」を縦軸，「各教科」を横軸にして，各教科

が情報活用能力の育成に貢献できる単元名を配置した「『情報活用能力』育成のためのカリキ

ュラム表」を作成する。 

   ・北教大附属函館中研究協議会において，「『情報活用能力』育成のためのカリキュラム表」を活

用して，北教大附属函館中での情報活用能力育成の全体像（取組の有無・濃淡等）を全教員が

理解する。 

   ・北教大附属函館中 平成２９年度教育研究大会において，情報活用能力の育成を目指す取組

（「『情報活用能力』育成のためのカリキュラム表」等）を公開し，本研究に対する幅広く意見

を収集する。 

６～７月 北教大附属函館中の各教科が，「『情報活用能力』育成のためのカリキュラム表」に基づいて

授業実践に取り組み，授業実践の状況や効果を教科部会において評価する。生徒による授業

評価を，原則として単元ごとに実施する。 

７月 ・北教大附属函館中研究部が情報活用能力の状況を見とるための手段の開発を行い，研究推進委 

員会において検討を行う。 

   ・情報活用能力の状況を見とるための手段によって，生徒の情報活用能力の状況を把握する。 

８月 ・研究推進委員会において，１学期の研究推進状況や成果等について検討を行う。また，２学期

の研究推進の計画に関する具体的な方法等について検討を行う。 

９月～１２月 北教大附属函館中の各教科が，「『情報活用能力』育成のためのカリキュラム表」に基づ

いて授業実践に取り組み，授業実践の状況や効果を教科部会において評価する。生徒に

よる授業評価を，原則として単元ごとに実施する。 

１１月 ・北教大附属函館中において，授業実践の蓄積によって明らかとなった課題解決を目指す研究

授業を実施する。 

１２月 ・情報活用能力の状況を見とるための手段によって，生徒の情報活用能力の状況を把握する。 

１月  ・研究推進委員会において，２学期の研究推進状況や成果等について検討を行う。また，３学

期の研究推進の計画に関する具体的な方法等について検討を行う。 

１～２月 北教大附属函館中の各教科が，「『情報活用能力』育成のためのカリキュラム表」に基づいて

授業実践に取り組み，授業実践の状況や効果を教科部会において評価する。生徒による授業

評価を，原則として単元ごとに実施する。 

３月 ・情報活用能力の状況を見とるための手段によって，生徒の情報活用能力の状況を把握する。 

・北教大附属函館中研究部が，１年間の授業実践等の蓄積に基づいて，情報活用能力の育成に資 

するカリキュラムの改善に取り組み，本研究の成果と課題を明らかにする。 

   ・研究推進委員会において，１年間の研究推進状況や成果等について検討を行う。また，今後取 

り組むべき研究推進の計画に関する具体的な方法等について検討を行う。 

 

※６月から毎月１回程度，各教科主任と研究部による拡大研究部会を開催し，教科部会において評価さ

れた授業実践の状況や効果等を交流する。 

 



（３）実証研究終了後の関係地域への普及方策について 

（２９年度事業終了後の計画について，詳細に記載すること。） 

・本研究において作成した情報活用能力の育成のためのカリキュラムや，研究の経緯，研究

授業の学習指導案等をまとめた印刷物を発刊し，近隣校等に広く頒布するほか，本校ホー

ムページにおいて広く公開する（なお，希望がある場合は印刷物を送付する）。 

・平成３０年６月に開催予定の北教大附属函館中 平成２９年度教育研究大会において，本研

究の成果を広く公開するとともに，課題に対する取組を研究授業として公開する。 

・研究推進委員会を定期的（学期に１回程度）し，北教大附属函館中の情報活用能力育成の

ためのカリキュラム構築や授業展開に関する研究をさらに進めるとともに，研究推進委員会

に教育委員会や公立中学校教員を加えて，情報活用能力育成のための実践研究における地域

の中核となる機能づくりを目指す。 

 

７．その他 

（上記以外に計画する取組等がある場合に，記載すること。） 

・パナソニック教育財団より平成２９・３０年度の２年間研究助成を受ける「他者と協働し

て情報を整理・発信・伝達できる生徒の育成を目指して」の研究とも併せて取り組み，成果

を広く公開する予定である。なお本研究は，これまでに育成を目指してきた「必要な情報を

主体的に収集する能力」を継続して育成するとともに，「情報を自ら発信・伝達できる能力」

や「他者と協働して課題を解決する力」の育成を図るために，各教科等間の連携を実現する

カリキュラム開発及び授業実践に取り組むものである。 

 

 

 



 

研究の概要 

 

 本研究では，本校で育成を目指す資質・能力の設定を行なった後，年間の指導計画である「年間

単元配列シート」をすべての教科等で作成することとした。そして，すべての教科等の全単元につ

いて，単元において育成を目指す資質・能力を明らかにする「資質・能力シート」を作成し，その

育成を実現するためにどのように学習内容や学習方法を構成するかを明らかにした「単元デザイン

シート」を作成することとした。単元の授業がすべて終わった後には，学習内容や学習方法の構成

や，育成を目指す資質・能力の適切さなどについて，生徒や他の教科担当者等による検討・評価を

行い，各シートの改善に取り組むことによって「教育課程の実施状況を評価してその改善を図って

いくこと」（文科省，2017，p.4）を目指した。すべての教科等の全単元での取組は，「各学校が

設定する学校教育目標を実現するために，学習指導要領等に基づき教育課程を編成し，それを実

施・評価し改善していくこと」（中教審，2016，p.23）として説明される「カリキュラム・マネジ

メント」を実現することになると考える。なお，「年間単元配列シート」「資質・能力シート」

「単元デザインシート」の様式については，「教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教

科等横断的な視点で組み立て」（文科省，2017,p.4）ることに資するものとするために，すべての

教科等で共通とした。 

 以下では，具体的な研究内容として，（１）「本校が育成を目指す資質・能力の設定」，（２）

「各教科等で共通した『学びの地図』の作成」，（３）「単元のデザイン」，（４）「カリキュラ

ムの改善」について述べていく。 

 

（１）本校が育成を目指す資質・能力の設定 

 

 

 

 中教審答申は，「資質・能力」は次の「３つの柱」に基づいて整理できるとしている（中教審，

2016，pp.28-31）。 

①「何を理解しているか，何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習得）」 

 各教科等において習得する知識や技能であるが，個別の事実的な知識のみを指すのではなく，そ 

 れらが相互に関連付けられ，さらに社会の中で生きて働く知識となるものを含むものである。   

 （以下略） 

②「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる「思考力・判断 

 力・表現力等」の育成）」 

 将来の予測が困難な社会の中でも，未来を切り拓いていくために必要な思考力・判断力・表現力 

 等である。（以下略） 

③「どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に生かそうとする 

 「学びに向かう力・人間性等」の涵養）」 

 前述の①及び②の資質・能力を，どのような方向性で働かせていくかを決定付ける重要な要素 

 （以下略） 

 

本校が育成を目指す資質・能力として，「各教科等の資質・能力」，「情報活用能力」，「市民と

して求められる資質・能力」を設定する。 



 

 また，「資質・能力」には次の３つがあるとしている（同，pp.32-45，ただし a）〜c）の付与は

筆者による）。 

a) 各教科等において育まれる資質・能力 

b) 教科等を越えた全ての学習の基盤として育まれ活用される資質・能力 

c) 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力 

  

 これらは，新学習指導要領において，次のように整理されている。（文科省，2017，p.4-5，た

だし下線は筆者による） 

１ 各学校の教育目標と教育課程の編成 

  教育課程の編成に当たっては，学校教育全体や各教科等における指導を通して育成を目指す  

 資質・能力を踏まえつつ，各学校の教育目標を明確にするとともに，教育課程の編成について 

 の基本的な方針が家庭や地域とも共有されるよう努めるものとする。その際，第４章総合的な 

 学習の時間の第２の１に基づき定められる目標との関連を図るものとする。 

２ 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成 

 (1) 各学校においては，生徒の発達の段階を考慮し，言語能力，情報活用能力（情報モラルを 

  含む。），問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができ 

  るよう，各教科等の特質を生かし，教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとす 

  る。 

 (2) 各学校においては，生徒や学校，地域の実態及び生徒の発達の段階を考慮し，豊かな人生 

  の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に対応して 

  求められる資質・能力を，教科等横断的な視点で育成してくことができるよう，各学校の特 

  色を生かした教育課程の編成を図るものとする。 

  

 そこで本研究では，本校が育成を目指す資質・能力について，a)各教科等における指導を通して

育成を目指す資質・能力，b)学習の基盤となる資質・能力，c)現代的な諸課題に対応して求められ

る資質・能力の３つの側面から，その育成をアプローチすることとする。 

 

a) 「各教科等における指導を通して育まれる資質・能力」について 

 １で述べたように「各学校が学校教育目標等を実現するために，学校として育成を目指す資質・

能力を明らかにし，そのためにふさわしい教育内容を構成するという手続きで教育課程を編成する

必要がある」。本校の学校教育目標は以下の通りである。 

 

資料１ 本校の学校教育目標（ただしア）〜オ）の付与は筆者による） 

ア）強い意志をもち，主体的に行動し，創造性に富む生徒を育てる 

イ）心身ともに健康で明るく，情操豊かな生徒を育てる 

ウ）知性を磨き，真理を愛し，自ら努力する生徒を育てる 

エ）秩序を守り，仕事に責任をもち，実践力のある生徒を育てる 

オ）学校や郷土を愛し，よりよい社会の建設に協力できる生徒を育てる 

 学校教育目標の達成のためには，例えば，イ）を達成・実現するためには保健体育科と美術科に

期待される役割が大きく，エ）やオ）の前段を達成するためには道徳科に期待される役割が大き

い。また，ア）やウ）に関しては，各教科等の授業を通じて達成することが考えられる。つまり，



 

本校の学校教育目標を達成するためには，各教科や道徳科，総合的な学習の時間，特別活動の授業

が，「各教科等における指導を通して育まれる資質・能力」を明らかにした上で，その育成の実現

を目指した教育活動として展開されることが重要であると考えた。すなわち，各教科等において育

まれる資質・能力を意識し自覚した教育活動の展開によって，学校教育目標の達成に近づくことが

できると考えたのである。 

 

b)「学習の基盤となる資質・能力」について 

 「学習の基盤となる資質・能力」として，中教審は以下を例示している（中教審，2016，pp.34-

39）。 

・言語能力 

・情報活用能力 

・物事を多面的・多角的に吟味し見定めていく力（いわゆる「クリティカル・シンキング」） 

・統計的な分析に基づき判断する力 

・問題を見いだし解決に向けて思考するために必要な知識やスキル（問題発見・解決能力）など 

 

 本校は，ICTを活用した教育に関する研究推進のために，平成 24年度からタブレット PCを導入

し，学習における ICTの効果的な活用について研究を行ってきた。タブレット PCは，平成 24年度

に 45台，平成 25年度に 370台を導入・貸与し，一人一台のタブレット PC貸与を実現してきた。

教科指導における ICT活用についての実践研究としては，各教科の授業等において，説明や発表す

る様子を互いに動画で撮影し合うことによる評価への活用，反転授業の実施，インターネットを活

用した情報収集等に取り組んできた。さらに平成 26年度より，附属函館小中学校における ICT活

用を視点とした小中一貫に関する研究に取り組んでいる。こうした状況から本校は，学習の基盤と

なる資質・能力として「情報活用能力」を設定することとした。 

 ただし，「情報活用能力」を本校が設定することは，その他の能力（言語能力など）の育成を目

指さないということではない。そのため，「情報活用能力」が，ICTを活用する能力のみではない

ことに留意しつつ，これまでの研究成果を活用しながら，育成を目指す資質・能力として取り組ん

でいくことにした。 

 

c) 「現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力」について 

 「現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力」として，中教審は以下を例示している

（同，pp.39-44）。 

・健康・安全・職に関する力 

・主権者として求められる力 

・新たな価値を生み出す豊かな創造性 

・グローバル化の中で多様性を尊重するとともに，現在まで受け継がれてきた我が国固有の領 

 土や歴史について理解し，伝統や文化を尊重しつつ，多様な他者と協働しながら目標に向か 

 って挑戦する力 

・地域や社会における産業の役割を理解し地域創生等に生かす力 

・自然環境や資源の有限性等の中で持続可能な社会をつくる力 

・豊かなスポーツライフを実現する力 など 



 

 

 ここで再度，本校の学校教育目標（資料）に立ち返ると「学校や郷土を愛し，よりよい社会の建

設に協力できる生徒を育てる」における，「よりよい社会の建設に協力できる」資質・能力を直接

射程に入れた取組がこれまで不在となっている。 

 平成 28年度より選挙権を有する年齢が満 18歳に引き下げられたことに伴い，現代社会の諸課題

に対してアプローチしたり，そのための力を育成する教育活動を展開したりすることが求められて

いる。また本校は，平成 26年度文部科学省「消費者教育の推進のための調査研究事業」を受託

し，「消費者市民」育成のための各教科等を横断したカリキュラムの在り方に関する研究成果を有

している。何よりも本校は「21 世紀に世界で活躍する人の育成」を目指している（本校 webペ

ージ）。 

 そこで本校は，国や地域に限らず主体的に事柄に関わり，受動的ではなく能動的に，自ら積極的

に社会へと働きかけ，参加する存在を「市民」とし，「市民として求められる資質・能力」を，育

成を目指す資質・能力として設定することとした。なお，平成 29年度は「市民として求められる

資質・能力」における三つの柱について，中教審が示した「主権者教育で育成を目指す資質・能

力」における三つの柱に拠ることとする。 

  

 以上を踏まえて，本校が育成を目指す資質・能力を次のように設定した。 

a) 「各教科等における指導を通して育まれる資質・能力」→各教科等の資質・能力 

b) 「学習の基盤となる資質・能力」→情報活用能力 

c) 「現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力」→「市民として求められる資質・能力」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）各教科等で共通した「学びの地図」の作成 

 

 

 

 本研究においては，「年間単元配列シート」及び「資質・能力シート」を「学びの地図」として

位置付けることとした。 

 

①「年間単元配列シート」 

 「年間単元配列シート」は，横軸に学年，縦軸に月を定め，１学年から３学年までの単元・題材

の取り扱い時期を大まかに整理したものである（資料４）。なお，本シートの単元については，現

行の学習指導要領及び平成 28年度採択の教科書を参考にして作成している。 

 本シートは，共通の様式による簡易なシートによって，各教科等における学習の内容や時期を大

まかに把握することが可能であり，教科等横断の手がかりとなることを期待した。また本校は，学

年に固定した教科担任制ではなく，単元に応じて授業者が入れ替わる仕組みを採っており，本シー

トは授業計画（誰がどの学年のどの単元の授業者となるのか）を検討する際にも資料として活用さ

れた。さらに今後は，授業実践を経た上で教育課程の改善を図る際に活用され，実際にこのシート

の単元配列が意図的に変更・改善されることが期待される。そういった意味で本シートは，カリキ

ュラム・マネジメントのきっかけをつくる資料であると同時に，その成果を示す資料でもあると考

えている。 

 

資料２ 年間単元配列シート（例として国語科を示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学びの地図」として，すべての教科等で共通した様式の「年間単元配列シート」「資質・能力シ

ート」を開発する。 



 

②「資質・能力シート」 

 「資質・能力シート」は，本校が設定した育成を目指す資質・能力のうち，当該の単元で特にど

のような資質・能力の育成が実現できる（実現できると考える）のかを明らかにしたシートであ

る。平成 29年度は，各教科と総合的な学習の時間の全単元について作成した（資料３）。 

 本シートに示す資質・能力は，「各 

教科等の資質・能力」について，中教 

審答申「別添資料」に示された「各教 

科において育成を目指す資質・能力」 

として整理されたものを参照した（※）。 

 また，「情報活用能力」及び「市民 

として求められる資質・能力」につい 

ては，中教審答申「別紙」に示された 

「情報活用能力を構成する資質・能力」 

（p.7-8「別紙３−１」）及び「主権者 

教育で育成を目指す資質・能力」 

（p.24「別紙５」）を参照した。 

 各教科は「年間単元配列シート」で 

示した全単元について，本シートを作 

成した。特に，「情報活用能力」と 

「市民として求められる資質・能力」 

については，特に育成することがふさ 

わしいと考える単元及び資質・能力を 

厳選して，作成することとした。 

  

※ 国語科は p.2「別添２−１」，社会 

科は p.8「別添３−２」，数学科は 

p.28「別添４−１」，理科は p.33 

「別添５−１」，音楽科は p.46「別 

添８−１」，美術科は p.52「別添９ 

−１」，保健体育科は p.67「別添 12−１」，技術・家庭科は p.60「別添 11−１」，外国語科は

p.72「別添 13−１」。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 資質・能力シート 

（例として数学（第２学年「確率」）を示す） 

を示す） 



 

 

 本シートは，平成 28年度に作成した第一案に基づいて，平成 29年度には，単元の授業に入る前

に，授業者が「子供たちが身に付けるべき資質・能力や学ぶべき内容などの全体像を分かりやすく

見渡す」（中教審，2016，p.20）ことや，「家庭や地域，社会の関係者が幅広く活用」（同，

pp.20-21）することを目指し，文言の整理や資質・能力の再検討等を行った第二案を作成した。 

 

資料４ 「資質・能力シート」の第一案（左）と第二案（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）単元のデザイン 

 １（２）に述べた通り， 

 

 

 

 

 また，「情報活用能力」と「市民として求められる資質・能力」に関しては，どの教科のどの単

元でどの資質・能力の育成を目指した授業が行われているのかを明らかにするとともに，取り組み

の有無やその濃淡を明らかにすることを目指して，「『情報活用能力』育成のためのカリキュラム

表」及び「『市民として求められる資質・能力』育成のためのカリキュラム表」として整理した。

特に「『情報活用能力』育成のためのカリキュラム表」は、年度に数回の検討・改善を図り、現在

は第５版となっている（平成 30年３月現在）。 

 

（３）単元のデザイン 

 

 

 本研究での「単元のデザイン」とは，資質・能力の育成を目指すために単元において学習内容や

学習方法等を構成することをいう。 

単元をデザインするときには，「探究の過程」を踏まえて学習内容と学習方法を構成する。 



 

 特に本研究においては，新学習指導要領「第１章 総則 第２ 教育課程の編成 １ 各学校の

教育目標と教育課程の編成」に注目した。ここでは，次のように述べられている（文科省，

2017,pp.4-5，下線は筆者による）。 

 教育課程の編成に当たっては，学校教育全体や各教科等における指導を通して育成を目指す資

質・能力を踏まえつつ，各学校の教育目標を明確にするとともに，教育課程の編成についての基

本的な方針が家庭や地域とも共有されるよう努めるものとする。その際，第４章総合的な学習の

時間の第２の１に基づき定められる目標との関連を図るものとする。 

  

 また他にも，「第３ 教育課 

程の実施と学習評価」では， 

「問題を見いだして解決策を考 

えたり」「生徒が自ら学習課題 

や学習活動を選択する機会を設 

けるなど，生徒の興味・関心を 

生かした自主的，自発的な学習 

が促されるよう工夫すること」 

を求めている（同，p.8）。 

 ここから本研究では，探究的 

な学習の視点を持って，意図的 

・計画的に各教科等の単元をデ 

ザインすることが重要であると 

考えた。そこで，各教科等の単 

元をデザインする際には，単位 

時間が探究の過程のいずれに該 

当するのかを示すこととした。なお，この際の「探究の過程」は，現行の学習指導要領解説におけ

る総合的な学習の時間編に示された「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表

現」の４つとした（資料５）。また，単位時間あたりの「探究の過程」は最大で２つとすることと

した。 

 さらに，探究的な学習の中核である総合的な学習の時間を大幅に見直し，これまでの実践の成果

を基盤として改善を図り，年次進行で実施することとした。 

 

（４）カリキュラムの改善 

 

 

 本研究では，単元が終わるたびに評価を実施する。評価としては，①授業者による生徒への評

価，②生徒による評価，③教科担当者による評価の３つとする。 

 ①については，これまでの本校の研究成果に基づいて実施する。特に平成 23年度「学習指導要

領に定められた目標等の実現状況を把握するための評価方法についての研究開発」，平成 24年度

「言語活動を通した思考力・判断力・表現力の評価についての組織的な取組」，平成 25年度及び

資料５ 探究的な学習における生徒の学習の姿 

 （文部科学省『中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編』，2008，

p.16） 

 

「学びの地図」と単元のデザインのよりよい改善を図るために，多様な評価を活用する。 



 

26年度の問題発見能力や問題解決能力を見取る問題作成等に関する研究の研究成果を活用しつつ，

生徒の達成状況を的確に把握する手立てを検討・実施した。 

 ②については，「資質・能力シート」に示した項目について，生徒が自己評価を行う形式で実施

した。次年度はさらにこの取組を充実させる予定である。 

 ③については，単元において生徒が作成したワークシートや作品等，参観した際の情報に基づい

て教科担当者が協議・検討を行うことで実施した。次年度はさらにこの取組を充実させる予定であ

る。 

 以上，①から③の評価を踏まえて，「単元デザインシート」及び「資質・能力シート」，「年間

単元配列シート」の改善に取り組んだ。次年度はさらにこの取組を充実させる予定である。 

（研究主任 郡司 直孝） 
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（１）育成を目指す情報活用能力の一覧表

中学校：１学年 中学校：２学年 中学校：３学年

1
情報と情報技術を適切に活用するための

知識と技能

○情報と情報技術の仕組みや特性の知識

・一連の情報伝達過程についての知識

・情報伝達過程（収集・判断・表現・処理・創造・発信・伝達）における多様な情報手段の存在

・情報と情報技術の一般的な特性

○情報と情報技術の操作に関する基本的な技能

・コンピュータや周辺機器操 作・ソフトウェア操作（ファイル操作を含む）・文字入力

①学習活動において、目的に応じてコンピュータやアプリケーションソフトを

選択できる。

②10分間に300文字程度の文章が正確に入力・編集できる。

③データの保存形式を変更できる。

④利用の目的に応じて周辺機器をコンピュータに接続することができる。

⑤インターネットから必要な情報を効果的に検索することができる。

⑥目的を達成するために電子メールの必要な機能を活用できる。

⑦コンピュータの構成を理解できる。

①学習活動において、目的に応じてコンピュータやアプリケーションソフトを

利用できるとともに、日常の活動において選択し、利用できる。

②10分間に350文字程度の文章が正確に入力・編集できる。

③データの保存形式を変更し、フォルダ構成を考えることができる。

④利用の目的に応じて周辺機器をコンピュータに接続し、使用できる。

⑤インターネットやデータベース、各種ファイル内から必要な情報を検索する

ことができる。

⑥メーリングリストやアドレス帳、ファイル添付など電子メールの機能を活用

できる。

⑦コンピュータの構成と基本的な情報処理の仕組みをおおよそ理解できる。

⑧デジタル化の方法を理解できる。

①学習活動や日常の活動において、目的に応じてコンピュータやアプリケー

ションソフトを選択し、利用できる。

②10分間に400文字程度の文章が正確に入力・編集できる。

③データの保存形式を変更し、フォルダ構成を考えて様々な保存先に保存でき

る。

④利用の目的に応じて周辺機器をコンピュータに接続し、使用できるように設

定できる。

⑤インターネットやデータベース、各種ファイル内から必要な情報を効果的に

検索することができる。

⑥メーリングリストやアドレス帳、ファイル添付など電子メールの機能を効果

的に活用できる。

⑦コンピュータの構成と基本的な情報処理の仕組みを理解できる。

⑧情報通信ネットワークにおける基本的な情報利用の仕組みを理解できる。

⑨デジタル化の方法について知り、その特性や利点を理解できる。

2
情報と情報技術を活用して問題を発見・

解決するための方法についての理解

○問題発見・解決や評価についての基礎的な理論や方法の理解

・問題の発見・解決や評価の方法と、目的や状況に応じて、その方法を適切に選択・活用する必要性や有用性

・問題の発見・解決や評価のための、適切な情報収集 、整理・分析・判断、表現・送出、発信、共有等に関する理論・方法

①情報機器で収集した情報を選択し、報告や発表に利用できる。

②インターネットから必要な情報を効果的に検索することができる。

①情報機器で収集した情報を選択・評価し、報告や発表に利用できる。

②インターネットやデータベース、各種ファイル内から必要な情報を検索する

ことができる。

③情報処理の手順を考えることができる。（★）

①情報機器で収集した情報を選択・評価・編集し、報告や発表に利用できる。

②インターネットやデータベース、各種ファイル内から必要な情報を効果的に

検索することができる。

③コンピュータを利用した計測・制御の基本的な仕組みを知ることができる。

（★）

④情報処理の手順を考え、簡単なプログラムが作成できる。（★）

3
情報社会の進展とそれが社会に果たす役

割と及ぼす影響についての理解

○情報や情報技術が社会に果たす役割や及ぼす影響についての理解

・情報社会の進展（歴史・情報システム等含む）

・情報化社会が社会生活や産業等に果たす役割と及ぼす影響（恩恵・課題と工夫、光と影）

・情報技術、情報化の必要性・配慮等

・心身の健康

①情報や情報手段が社会に及ぼしている影響について理解できる。

②情報に関する技術が多くの産業を支えてきたことを理解できる。

③日常的な生活において情報機器が果たしている役割を理解できる。

④情報機器の使用による健康とのかかわりについて考えることができる。

①情報や情報手段、情報技術が社会に及ぼしている影響について理解できる。

②情報に関する技術が多くの産業を支えるとともに、社会生活を変化させてき

たことを理解できる。

③日常的な生活において情報や情報機器が果たしている役割を理解できる。

④情報機器の使用による健康とのかかわりや、情報機器の利用時間や頻度につ

いて考えることができる。

①報道される事件や事故から情報や情報手段、情報技術が社会に及ぼしている

影響について理解できる。

②情報に関する技術が多くの産業を支えるとともに、社会生活や家庭生活を変

化させてきたことを理解できる。

③日常的な生活において情報や情報機器が果たしている役割について、事例を

もとに理解できる。

④情報機器の使用による健康とのかかわりについて考え、情報機器の利用時間

や頻度を自己管理できる。

4

情報に関する法・制度やマナーの意義と

情報社会において個人が果たす役割や責

任についての理解

○情報モラルの必要性及び身につけるために必要な知識・技能

・情報社会の倫理

・法の理解と遵守（個人情報保護、著作権等を含む）

・情報に対する責任（不適切な行為についての知識とその回避必要性等）

○情報セキュリティの必要性及び身につけるために必要な知識・技能

・セキュリティポリシー

・機密性、完全性、可用性（個人認証、アクセス制御、ウィルス対策、情報漏洩、不正行為・対策、危険回避等）

①不正アクセスや迷惑行為の実態を理解できる。

②情報発信に責任を持つことができる。

③情報通信ネットワーク利用上の基本的なルールや法律を知る。

④安全性の面から情報社会の特性を理解する。

⑤パスワードの必要性や設定方法を理解する。

①不正アクセスや迷惑行為の実態を知り、基本的なセキュリティ対策の必要性

を理解できる。

②情報発信に責任を持ち、適正な情報について考えることができる。

③情報通信ネットワーク利用上の基本的なルールや法律を遵守するとともに、

著作権や知的財産権を知る。

④安全性の面からも情報社会の特性を理解し、自ら危険を回避することができ

る。

⑤自他の個人情報の重要性を知る。

①不正アクセスや迷惑行為の実態を知り、ウイルス対策や暗号化など基本的な

セキュリティ対策の必要性を理解できる。

②情報発信に責任を持ち、適正な情報を発信することができる。

③情報通信ネットワーク利用上の基本的なルールや法律を遵守し、著作権や知

的財産権を尊重できる。

④安全性の面からも情報社会の特性を理解し、危険を回避するとともに、万一

問題に遭遇した場合にも、主体的に解決を図る方法を知る。

⑤自他の個人情報の重要性を知り、守るために適切な行動をとることができ

る。

5
様々な事象を情報とその結び付きの視点

から捉える力

○事象を情報とその結び付きの視点で捉える力

・プログラミングの視点やシステム的な発想からの分析・解釈

・物事や現象などを要素として捉える

・対象を単なる要素の集合と捉 えるのではなく、要素間にそれらを関連付ける固有な関係があるとして捉える

・目的や状況によってトレードオフ関係の視点で事象を捉える    等

①観察、実験等、あるいは通信ネットワークから集めたデータをグラフに表

し、比較することができる。

②観察や実験、あるいは通信ネットワークから集めたデータを集計し、基本的

な統計処理を行うことで比較することができる。

①観察、実験等、あるいは通信ネットワークから集めたデータをグラフに表

し、比較したり傾向や規則性を調べたりできる。

②観察や実験、あるいは通信ネットワークから集めたデータを集計し、基本的

な統計処理を行うことで比較したり傾向や規則性を調べたりできる。

③情報処理の手順を考えることができる。（★）

①観察、実験等、あるいは通信ネットワークから集めたデータをグラフに表

し、比較したり傾向や規則性を調べたり予想したりできる。

②観察や実験、あるいは通信ネットワークから集めたデータを集計し、基本的

な統計処理を行うことで比較したり傾向や規則性を調べたり予想したりでき

る。

③情報処理の手順を考え、簡単なプログラムが作成できる。（★）

6

複数の情報を結び付けて新たな意味を見

いだしたり、自分の考えを深めたりする

力

○複数の情報や考えを結び付けて新たな意味や価値を創造したり、考えを深化したりする力

・精査した情報を基にした意味構築（対話、協働により複数の情報を結び付けた意味構築）

①文字、写真等を組み合わせてレポートやポスターを作成できる。

②音声や動画など多様なメディアを複合できる。

③情報機器で収集した情報を選択し、報告や発表に利用できる。

④観察、実験等、あるいは通信ネットワークから集めたデータをグラフに表

し、比較することができる。

⑤観察や実験、あるいは通信ネットワークから集めたデータを集計し、基本的

な統計処理を行うことで比較することができる。

①文字、写真、表等を組み合わせてレポートやポスターを作成できる。

②音声や動画など多様なメディアを複合し、電子ファイルに編集できる。

③情報機器で収集した情報を選択・評価し、報告や発表に利用できる。

④観察、実験等、あるいは通信ネットワークから集めたデータをグラフに表

し、比較したり傾向や規則性を調べたりできる。

⑤観察や実験、あるいは通信ネットワークから集めたデータを集計し、基本的

な統計処理を行うことで比較したり傾向や規則性を調べたりできる。

①文字、写真、表、グラフ等を組み合わせてレポートやポスターを作成でき

る。

②音声や動画など多様なメディアを複合し、より効果的な電子ファイルに編集

できる。

③情報機器で収集した情報を選択・評価・編集し、報告や発表に利用できる。

④観察、実験等、あるいは通信ネットワークから集めたデータをグラフに表

し、比較したり傾向や規則性を調べたり予想したりできる。

⑤観察や実験、あるいは通信ネットワークから集めたデータを集計し、基本的

な統計処理を行うことで比較したり傾向や規則性を調べたり予想したりでき

る。

7

問題の発見・解決に向けて情報技術を適切か

つ効果的に活用する力（相手や状況に応じて

情報を適切に発信したり、発信者の意図を理

解したりすることも含む）

○問題発見・解決の各過程における一連の情報活用（情報の収集、整理・分析、まとめ・表現）

・問題解決の各過程における情報収集・分析・編集、表現、（伝える相手や状況に応じた表現）

①インターネットから必要な情報を効果的に検索することができる。

②文字、写真等を組み合わせてレポートやポスターを作成できる。

③電子メールや掲示板等を用いて、自分の考えや気持ちを正確に伝えることが

できる。

④文字の大きさや色遣い、画像の配置などレイアウトを工夫してわかりやすい

Webページ、プレゼンテーション資料、アニメーションなどを作成し、自分の

考えを発信できる。

⑤受け手の立場を考えてコミュニケーションができる。

⑥情報を活用することに意義を理解できる。

⑦身近な他者に対して情報を適切に発信することができる。

①インターネットやデータベース、各種ファイル内から必要な情報を検索する

ことができる。

②文字、写真、表等を組み合わせてレポートやポスターを作成し、分かったこ

とや自分の主張を表現できる。

③電子メールや掲示板、動画通信などを用いて、自分の考えや気持ちを正確に

伝えることができる。

④文字の大きさや色遣い、画像の配置などレイアウトを工夫してわかりやすい

Webページ、プレゼンテーション資料、アニメーションなどを作成し、自分の

考えを発信できる。

⑤受け手の立場や気持ち、考えを意識してコミュニケーションができる。

⑥情報を活用することに意義を理解し、情報共有をはかることができる。

⑦公共性を意識して情報を適切に発信することができる。

①インターネットやデータベース、各種ファイル内から必要な情報を効果的に

検索することができる。

②文字、写真、表、グラフ等を組み合わせてレポートやポスターを作成し、分

かったことや自分の主張を表現できる。

③電子メールや掲示板、動画通信などを用いて、自分の考えや気持ちを正確に

伝えたり、相手の気持ちを読み取ったりしてコミュニケーションができる。

④文字の大きさや色遣い、画像の配置などレイアウトを工夫してわかりやすい

Webページ、プレゼンテーション資料、アニメーションなどを作成し、自分の

考えを発信できる。

⑤受け手の立場や気持ち、考えを尊重してコミュニケーションができる。

⑥情報を活用することに意義を理解し、積極的に情報共有をはかることができ

る。

⑦公共の場における適切な情報発信をすることができる。

8
情報を多面的・多角的に吟味しその価値

を見極めていこうとする態度

○情報を多面的・多角的に検討しようとする態度・情意等

・多面的、多角的に情報を検討する態度

・情報とのかかわり方  多様性の尊重等

①信憑性を確かめる方法を複数知る。

②情報を伝えるメディアの特性を理解できる。

③メディアから収集した情報には発信者の意図や背景があることを知る。

①信憑性を確かめる方法を知り、いくつかの方法で情報の信憑性を確かめるこ

とができる。

②情報を伝えるメディアの特性や、発信者から受信者までの情報伝達の過程を

理解できる。

③メディアから収集した情報には発信者の意図や背景があることを知り、批判

的にとらえることができる。

①信憑性を確かめる方法を知り、いくつかの方法で自分の扱う情報の信憑性を

確かめることができる。

②情報を伝えるメディアの特性や、発信者から受信者までの情報伝達の過程を

理解し、それを元に情報の真偽や質を吟味できる。

③メディアから収集した情報を批判的にとらえ、多面的・多角的に検討するこ

とができる。

9
自らの情報活用を振り返り、評価し改善

しようとする態度

○一連の情報伝達過程の各過程を適切に行おうとする態度・情意等

・メタ認知（一連の情報伝達過程の各過程を客観的に捉える力、情報活用を統制する力）

①課題や目的に応じて、中学校で学んだ情報手段を適切に活用してすることが

できる。

②自らの情報活用について、学習の結果を振り返り、適切に評価することがで

きる。

①課題や目的に応じて、中学校で学んだ情報手段を適切に活用して、収集内容

の評価や改善ができる。

②自らの情報活用について、学習の過程や結果を振り返り、適切に評価するこ

とができる。

①課題や目的に応じて、中学校で学んだ情報手段を適切に活用して、収集や発

信（発表）内容の評価や改善ができる。

②自らの情報活用について、学習の過程や結果を振り返り、適切に評価し、改

善を図ることができる。

10
情報モラルや情報に対する責任について

考え行動しようとする態度

○情報モラル

・情報社会の倫理

・法の理解と遵守

○情報セキュリティ

①不正アクセスや迷惑行為の実態を理解できる。

②情報発信に責任を持つことができる。

③情報通信ネットワーク利用上の基本的なルールや法律を知る。

④自分の個人情報の重要性を知る。

①不正アクセスや迷惑行為の実態を知り、基本的なセキュリティ対策の必要性

を理解できる。

②情報発信に責任を持ち、適正な情報について考えることができる。

③情報通信ネットワーク利用上の基本的なルールや法律を遵守するとともに、

著作権や知的財産権を知る。

④自他の個人情報の重要性を知る。

①不正アクセスや迷惑行為の実態を知り、ウイルス対策や暗号化など基本的な

セキュリティ対策の必要性を理解できる。

②情報発信に責任を持ち、適正な情報を発信することができる。

③情報通信ネットワーク利用上の基本的なルールや法律を遵守し、著作権や知

的財産権を尊重できる。

④自他の個人情報の重要性を知り、適切な行動をとることができる。

11
情報社会に主体的に参画し、その発展に

寄与しようとする態度

○情報や情報技術を社会の発展に役立てようとする態度

・情報社会への望ましい参画（情報社会の一員としての公共的な意識、責任ある行動）

・心身の健康

①情報や情報手段が社会に及ぼしている影響について理解できる。

②情報に関する技術が多くの産業を支えてきたことを理解できる。

③日常的な生活において情報機器が果たしている役割を理解できる。

④情報機器の使用による健康とのかかわりについて考えることができる。

⑤情報社会において、自らがどのように関わって行くかについて、考えること

ができる。

①情報や情報手段、情報技術が社会に及ぼしている影響について理解できる。

②情報に関する技術が多くの産業を支えるとともに、社会生活を変化させてき

たことを理解できる。

③日常的な生活において情報や情報機器が果たしている役割を理解できる。

④情報機器の使用による健康とのかかわりや、情報機器の利用時間や頻度につ

いて考えることができる。

⑤情報社会において、自らがどのように関わって行くべきかについて、考える

ことができる。

①報道される事件や事故から情報や情報手段、情報技術が社会に及ぼしている

影響について理解できる。

②情報に関する技術が多くの産業を支えるとともに、社会生活や家庭生活を変

化させてきたことを理解できる。

③日常的な生活において情報や情報機器が果たしている役割について、事例を

もとに理解できる。

④情報機器の使用による健康とのかかわりについて考え、情報機器の利用時間

や頻度を自己管理できる。

⑤情報社会において、自らがどのように関わって行くべきかについて、具体的

な行動を考え、実行することができる。

第1カテゴリ 第2カテゴリ

C

各学年の目標リスト

思考力・判断

力・表現力等

学びに向かう

力、人間性等

第2カテゴリの例示

B

A 知識・技能



修正した「（１）育成を目指す情報活用能力の一覧表」に関する解説及び補足文等 

 

 本校では、学習の基盤となる「情報活用能力」の育成のためのカリキュラム表作成等に関する実

践研究について、主に第１学年を対象として取り組んでいる。そのため、「（１）育成を目指す情報活

用能力の一覧表」については、2017 年度に主に第１学年を対象にして実施した様々な実践研究の成

果や課題に基づいた修正を行っている。 

 また本校は、2017及び 2018 年度にパナソニック教育財団より特別研究指定を受けており、「他者

と協働して情報を整理・発信・伝達できる生徒の育成を目指して」というテーマを設定している。と

くに本研究指定に関しては、情報活用能力として示される資質・能力のうち、「相手や状況に応じて

情報を適切に発信したり、発信者の意図を理解したりする力」の育成に重点を置いた研究に取り組

んでいる。 

 以上の２点を踏まえて、以下において本校が修正を行った「（１）育成を目指す情報活用能力の一

覧表」に関する解説及び補足を行う。 

 

（１）Ａ-１-②「文字入力数」について 

 本校第１学年を対象にして、教科書の特定のページに記載されている文章を、キーボードを利用

して転写入力する方法で、５分間での文字入力数に関する継続的な調査を実施した（第１回：2017

年 10 月 31 日、第２回：2017 年 12 月 11 日、第３回：2018 年２月９日）。この調査の結果は、第１

回が 105.2文字、第２回が 144.2文字、第３回が 185.3文字であった。第１回調査実施後の 2017年

11 月上旬より、朝の５分間に無料のオンライン教材を利用したタイピング技能向上に取り組んだ結

果、このような成果が得られたため、適切なスキル習得の時間を確保することにより、文字入力数

が着実に増加していくことが確認できた。 

そのため、以前は第１学年において「10 分間に 230 文字程度の文章が正確に入力・編集できる」

としていたものを、「10分間に 300文字程度の文章が正確に入力・編集できる」に変更することとし

た。この変更に関わり、以前は「10分間に 270文字」（第２学年）、「10分間に 300文字」（第３学年）

としていたものを、それぞれ「10 分間に 350 文字」（第２学年）、「10 分間に 400 文字」（第３学年）

に変更することとした。 

 

（２）Ａ-１-⑥「電子メール」について 

 本校第１学年生徒は、総合的な学習の時間（本校では「探究」。以下、「探究」とする）において、

９月に宿泊研修として訪問する札幌市及びその近郊において、それぞれが設定した課題を解決する

ための情報を収集するために様々な施設や人物を訪問する学習活動（「自主研修」）に取り組んでい

る。また、12 月には函館市において同様の学習活動（「市内調査活動」）を実施している。これらの

活動において訪問する施設及び人物は、基本的に生徒が電子メールを利用して訪問及びインタビュ

ー調査に関するアポイントメントをとることとしている。そのため、第１学年においては、まず自



主研修や市内調査活動というような必要感を有した上で実際に電子メールを活用することそのもの

に重点を置くとともに、第１学年においては、電子メールを目的に応じて活用することを指導の重

点として設定することとした。 

 そのため、以前は第１学年において「メーリングリストやアドレス帳、ファイル添付など電子メ

ールの機能を理解できる」としていたものを、「目的を達成するために電子メールの必要な機能を活

用できる」に変更することとした。なお、第２・３学年については、以前に整理したものからの変更

は行っていない。 

 

（３）Ａ-４-⑤「パスワード」について 

 本校では、2017年 11月より保護者が費用を負担し、生徒一人が一台の Chromebookを所有する環

境が整備されている。そのため、生徒一人一人が端末や G suite for Education にログインするた

めに、ID やパスワードを設定することが必要な状況となった。このような必要感を踏まえてパスワ

ードに関する設定や取扱いに関する十分な指導が必要であると考えた。 

 そのため、以前は第１学年において「自分の個人情報の重要性を知る」としていたものを、より具

体的に「パスワードの必要性や設定方法を理解する」に変更することとした。なお、第２・３学年に

ついては、以前に整理したものからの変更は行っていない。 

 

（４）Ｂ-７-⑤・⑦「相手意識に立った情報の発信」について 

 冒頭で述べたように本校はパナソニック教育財団による特別研究指定を受け、「他者と協働して情

報を整理・発信・伝達できる生徒の育成を目指して」というテーマのもと、とくに「相手や状況に応

じて情報を適切に発信したり、発信者の意図を理解したりする力」の育成に重点を置いた研究に取

り組んでいる。そこで、「相手意識」や「他者意識」に立って情報を発信するという資質・能力を明

確にした上で実践研究に取り組むこととした。また、このような実践研究に取り組んだ研究１年次

（2017年度）の成果の一つとして、「相手」や「他者」といっても、そこには「親密で身近な」他者

（相手）と「公共で近くない」他者（相手）が内在しており、この両者を明確に意識した授業実践が

必要であるということがある。 

そのため、以前は第１学年において「受け手の気持ちを考えてコミュニケーションができる」と

していたものを、「受け手の立場を考えてコミュニケーションができる」に変更することとした。こ

の変更に関わり、以前は「受け手の気持ちや考えを意識してコミュニケーションができる」（第２学

年）、「受け手の気持ちや考えを尊重してコミュニケーションができる」（第３学年）としていたもの

を、それぞれ「受け手の立場や気持ち、考えを意識してコミュニケーションができる。」（第２学年）、

「受け手の立場や気持ち、考えを尊重してコミュニケーションができる」（第３学年）に変更するこ

ととした。 

さらに、⑦を新たに追加することとし、第１学年では「身近な他者に対して情報を適切に発信す

ることができる」、第２学年では「公共性を意識して情報を適切に発信することができる」、第３学



年では「公共の場における適切な情報発信をすることができる」を設定した。 

 

（５）Ｃ-９-②「自らの情報活用の振り返り・評価・改善」及びＣ- 11-⑤「情報社会への主体的な

参画」 

 本校では、学校研究として、学校として育成を目指す資質・能力を設定し、それらをどの教科のど

の単元で育成に取り組むのかを明らかにした各種シートを作成している（詳細は「各推進校に応じ

たカリマネ等のポイント補足文」における「（３）『各教科での実践』について」参照）。さらにそれ

らのシートを活用し、「『情報活用能力』育成のためのカリキュラム表」を本校独自に作成している

（詳細は「『情報活用能力』育成ためのカリキュラム表」参照。現在は第４版）。この取組を通して明

らかになったことは、情報活用能力の「学びに向かう力・人間性等」のうち「自らの情報活用を振り

返り、評価し改善しようとする態度」及び「情報社会に主体的に参画し、その発展に寄与しようとす

る態度」の育成にアプローチする教科等が皆無であるということであった。 

 そのため、これら２つの資質・能力への意図的なアプローチを目指すため、Ｃ-９-②及びＣ- 11-

⑤を新たに追加することとした。 

Ｃ-９-②については、第１学年では「自らの情報活用について、学習の結果を振り返り、適切に評

価することができる」、第２学年では「自らの情報活用について、学習の過程や結果を振り返り、適

切に評価することができる」、第３学年では「自らの情報活用について、学習の過程や結果を振り返

り、適切に評価し、改善を図ることができる」を設定した。 

また、Ｃ- 11-⑤については、第１学年では「情報社会において、自らがどのように関わって行く

かについて、考えることができる」、第２学年では「情報社会において、自らがどのように関わって

行くべきかについて、考えることができる」、第３学年では「情報社会において、自らがどのように

関わって行くべきかについて、具体的な行動を考え、実行することができる」を設定した。 

 



（２）情報活用能力の年間指導計画への反映（既存の年間指導計画に情報活用能力を反映したイメージ）

第１学年

教科
使用している教

科書会社名
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

国語 教育出版
フリップを用いて

報告する：A-1-①

写真と言葉が生み

出す世界：B-7-

②・⑤・⑦

「電子レンジの発

想」等：C-8-②・

③

図表を用いて報告

する：A-2-①

アイデアを出し合

う：B-6-③

社会 東京書籍 世界の姿：A-1-⑤
世界各地の生活と環

境：B-5-①

歴史の流れをとら

えよう：A-1-⑤

古代国家の歩みと

東アジア世界：A-

1-⑤

世界の諸地域：A-

1-⑤

古代までの日本：

B-6-④

世界のさまざまな

地域の調査：B-7-

①②⑤〜⑦

中世の日本：B-6-

③・④

数学 東京書籍
１次方程式の利

用：A-2-①

比例・反比例の利

用：C-8-①

資料の活用：C-8-

③

資料の分析：A-1-

①

資料の活用：B-6-

③〜⑤

理科 東京書籍
植物の世界：B-7-

④

身のまわりの現象

（光）：A-2-②

身のまわりの物質

（状態変化）：B-

6-④・⑤

身のまわりの現象

（水）：B-7-①⑥

大地の変化：A-2-

②

音楽 教育出版

美術 日本文教出版
ハコダテ色、いろ

いろ：B-6-④

いきいきした花：

B-7-①・④

愛情たっぷり函館

弁当：B-7-⑤〜⑦

保健体育 大修館書店
心身の機能の発達

と心の健康：A-3-

①

心身の機能の発達

と心の健康：A-3-

①

技術・家庭

（技術分野）
東京書籍

技術・家庭

（家庭分野）
東京書籍

外国語 東京書籍
学びのコーナー：

A-1-①

Daily Scene３：

A-4-②

Daily Scene４：

A-1-①・⑤

Listening activity

４：B-7-⑤・⑥

探求のための基礎的・基本的

なスキル習得と演習A【主に国

語科に関する事柄】：A-1-②

探求のための基礎的・基

本的なスキル習得と演習B

【主に数学科に関する事

柄】：A-1-①

ツキイチプロジェクト：

B-7-①〜⑦、C-8-①〜③

探求のための基礎的・基

本的なスキル習得と演習C

【主に情報活用に関する

事柄】：A-1-①、A-1-③

〜⑥、A-4-①〜⑤、C-

10-①〜④

グループ探究活動

A：A-2-①・②・

⑥、B-7①〜⑦、

C-8-①・②

総合的な学習の時間

学校行事

特別活動



（２）情報活用能力の年間指導計画への反映（既存の年間指導計画に情報活用能力を反映したイメージ）

第２学年

教科
使用している教

科書会社名
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

国語 教育出版
図表を用いて提案す

る：A-1-①

新聞の投書記事を

書く：B-7-⑤〜⑦

物語を読み解く：

C-8-②

写真から物語を創

作する：B-6-①

話を聞いて自分の

考えと比べる：B-

6-①・③

四コマ漫画から意

見文を書く：C-8-

③

役割を決めて討論

する：B-6-③

社会 東京書籍
産業の発達と幕府

政治の動き：C-8-

①・②

世界と日本の結び

つき：A-3-③

日本の様々な地

域：B-6-③・④

日本の様々な地

域：B-7-①・④

身近な地域の調

査：B-7-①〜⑦

身近な地域の歴

史：B-7-①〜⑦

数学 東京書籍
連立方程式の利用：B-

7-⑥

一次関数の利用：

B-7-②

三角形と四角形：

B-6-④・⑤
確率：A-1-①・⑤ 確率：B-7-①〜⑦

理科 東京書籍
電気の世界：B-6-

④・⑤

電気の世界：B-7-

①・⑥

天気とその変化：

B-6-③〜⑤

天気とその変化：

B-6-③〜⑤

動物の生活と生物

の変遷：B-7-①・

②・④

動物の生活と生物

の変遷：B-6-①・

③・④

音楽 教育出版

美術 日本文教出版
彫刻家　高村光太

郎：B-6-①〜③

立体マンダラ：B-

7-④〜⑦

立体マンダラ：B-

6-①・③・④

立体マンダラ：B-

7-④〜⑦

立体マンダラ：B-

7-④〜⑦

保健体育 大修館書店
健康と環境：B-5-

①

技術・家庭

（技術分野）
東京書籍

技術・家庭

（家庭分野）
東京書籍

外国語 東京書籍
Daily Scene３：

A-4-②・⑤

Presentation２：

B-6-①〜④

Presentation３：

B-6-①〜④

グループ探究活動B：

A-2-①・②・⑥、B-6-

①〜⑤、B-7-①〜⑦、

C-9-①、

ツキイチプロジェ

クト：B-7-①〜

⑦、C-8-①〜③

卒業研究：A-1-

①・②・⑥、A-2-

①・②、B-5-①・

②、B-6-①〜⑤、

B-7-①〜⑦、C-8-

①〜③、C-9-①

総合的な学習の時間

特別活動

学校行事



（２）情報活用能力の年間指導計画への反映（既存の年間指導計画に情報活用能力を反映したイメージ）

第３学年

教科
使用している教

科書会社名
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

国語 教育出版 「私」：C-10-②〜④

「『新しい博物

学』の時代」：B-

6-①〜④

情報を編集するし

かけ」：B-7-⑦、

C-8-①〜③

「歴史は失われた

過去か」：C-8-①

〜③

課題を解決するた

めに話し合う:B-6-

①〜④

社会 東京書籍
私たちと現代社

会：A-3-①〜③

私たちと政治（日

本国憲法）：A-4-

①〜⑤

算数 東京書籍
式の計算の利用：A-2-

①・②

二次方程式の利

用：B-7-①・⑤〜

⑦

関数y=ax2の利

用：B-7-①・⑤〜

⑦

三平方の定理：B-

6-①〜④

標本調査：C-8-①

〜③

理科 東京書籍
生命の連続性：B-

7-①

運動とエネル

ギー：B-5-①・②

自然の恵みと災

害：A-2-①〜③

科学技術と人間：

A-2①〜③、B-7-

①〜⑦

音楽 教育出版

美術 日本文教出版
ずっといっしょ：

B-5-①〜③

ずっといっしょ：

B-6-①〜④

ずっといっしょ：

B-6-①〜④

保健体育 大修館書店
健康な生活と疾病

の予防：C-10-①

〜④

健康な生活と疾病

の予防：C-10-①

〜④

技術・家庭

（技術分野）
東京書籍

技術・家庭

（家庭分野）
東京書籍

外国語 東京書籍
Unit3「Fair Trade

Event」：B-7-①〜⑦

Unit5「To Our

Future

Generations」：

C-8-①〜③

Presentation１：

B-5-①〜③

Daily Scene２：

B-7-①〜⑦

Presentation３：

B-6-①〜⑤

Daily Scene６：

C-10-②・④

卒業研究：A-1-①・

②・⑥、A-2-①・②、

B-5-①・②、B-6-①〜

⑤、B-7-①〜⑦、C-8-

①〜③、C-9-①

ツキイチプロジェ

クト：B-7-①〜

⑦、C-8-①〜③

学びを生かした地

域貢献：A-1-①・

②・⑥、A-2-①・

②、B-7-①〜⑦、

C-9-①

総合的な学習の時間

特別活動

学校行事



修正した「（２）情報活用能力の年間指導計画への反映」に関する解説及び補足文等 

 

 本校では、学校研究として、学校として育成を目指す資質・能力を設定し、それらをどの教科のど

の単元で育成に取り組むのかを明らかにした各種シートを作成している（詳細は「各推進校に応じ

たカリマネ等のポイント補足文」における「（３）『各教科での実践』について」参照）。さらにそれ

らのシートを活用し、「『情報活用能力』育成のためのカリキュラム表」を本校独自に作成している

（詳細は「『情報活用能力』育成ためのカリキュラム表」参照。現在は第４版）。 

 「（２）情報活用能力の年間指導計画への反映」は、この「『情報活用能力』育成のためのカリキュ

ラム表」を基にして作成を行っている。 

 修正前のものを作成した際は、「『情報活用能力』育成のためのカリキュラム表」の第３版に基づ

いて作成したものである。この第３版は、情報活用能力の資質・能力のうち、「各教科で育成のため

のアプローチの可能性を有する単元をすべて示す」という方針にもとで作成したものであった。 

 しかし、実践を継続していく過程において、実際には示した教科等や単元でアプローチすること

が適切ではないことが明らかになったり、他の資質・能力へのアプローチがより適切であることが

明らかになったりした。 

 そこで、情報活用能力の資質・能力のうち、「各教科で育成のためのアプローチを必ず行う単元を

示す」という方針のもとで第４版の作成を行い、これに基づいて「（２）情報活用能力の年間指導計

画への反映」の修正を行った。なお、この修正については、「（１）育成を目指す情報活用能力の一覧

表」の修正をも反映したものとなっている。 

 



（３）推進校の特徴的な課題等を踏まえた、情報活用能力の育成のためのカリキュラム・マネジメントを進める上での視点

（３）-１．教育課程編成における基本方針

（３）-３．情報活用能力育成のためのカリキュラム・マネジメントにおいて、鍵となる取組、重点的に実施した取組の詳細な内容についてご記入ください。

カギとなる取組内容
（上記「（３）-2「情報活用能力育成のためのカリキュラム・

マネジメントに関する取組表」に記載した取組の転載）

カギとなる取組１ 情報機器委員会の設置によるICT機器の活用に関する取組

カギとなる取組２ 校務運営委員会による学校評価を踏まえた次年度の教育課程等の検討

カギとなる取組３

カギとなる取組１
校務運営委員会の常設化による学校教育活動のPDCAサイクルの円滑
な実施

カギとなる取組２ 研究推進委員会の定期開催による各教科等の授業実践の把握

カギとなる取組３

カギとなる取組１
拡大研究部会の設置による情報活用能力等の育成を目指す授業実践の
蓄積・交流

カギとなる取組２
「情報活用能力」部会の設置による全校的に情報活用能力育成を目指
す取組

カギとなる取組３
研究推進委員会による研究総括及び公立学校での汎用可能性の検討・
拡大

①情報活用能力の育成における教育課程の編成の基本方針は、どのようなものですか。また、それをどのように明確化しましたか。
　※学校や子供が直面している教育課題、学校における資質・能力像、資質・能力の三つの柱、地域や学校間の連携等　を踏まえ、教育課程の編成に対する学校の方針を記載してください。
　※全体計画を作成している場合はそれを添付してください。
ご記入欄
　本校は平成29年度より「各教科等の資質・能力」「情報活用能力」「市民として求められる資質・能力」を育成すべき資質・能力として設定した。特に「情報活用能力」に関しては、中教審答申（平成28年12月21日）「別紙」に
示された「情報活用能力を構成する資質・能力」（pp.7-8「別紙3-1」）を参照し、育成を目指す資質・能力とした。教育課程の編成に当たっては、学習のまとまり（以下「単元」とする）を示した指導計画をすべての教科等におい
て共通の様式で作成した。その上で、各教科等の単元において具体的にどのような資質・能力の育成を目指すのかを明らかにする「資質・能力シート」を作成し、それに基づいて単元の指導計画（本校においては「単元デザインシー
ト」）を作成している。さらに、これらの「資質・能力シート」から、縦軸に情報活用能力の資質・能力、横軸に各教科等を配置した表を作成し、どの教科等でどのような資質・能力の育成を目指す計画であるかを把握できる「『教
科等横断的な視点に立った資質・能力』育成のためのカリキュラム表　『情報活用能力』育成の多恵のカリキュラム表」（現在は第３版）を整備した。なお昨年度より北海道教育大学附属函館小学校との情報活用能力の視点からの小
②情報活用能力を構成する資質・能力をどのような考えや手立てによって分類整理しましたか。情報活用能力の体系表作成における考え方、手立てを記載ください。

・学校評価の結果に基づいた本校の学校課題の整理及び次年度の教育課程等の検討

・学校の教育活動全体を包括的に把握する役割として校務運営委員会を常設化することによる学校経営への教職員の主体的な参
画を促す風土の情勢
・各教科等で実施されているICT機器の活用をはじめとする情報活用能力育成のために、各教科等が単独で実施している授業実
践の整理・把握・関連付け

・育成を目指す資質・能力の視点による教科等横断の実践及びそれらを把握することのできる「カリキュラム表」の作成による
連携の具体化
・「情報活用能力」部会が開発する情報活用能力の育成状況を見とるためのテストを活用したカリキュラム評価・改善の実施
・各教科等におけるワークシート等への記述・入力状況に基づいた質的な生徒の変容把握によるカリキュラム評価・改善の実施
・各教科等における授業実践や各教科別部会で見出された実践に関する評価等に基づいた交流による教科等横断的な授業実践の
可能性の検討及びカリキュラム評価・改善の実施

ご記入欄
　中教審答申（平成28年12月21日）「別紙」に示された「情報活用能力を構成する資質・能力」（pp.7-8「別紙3-1」）を参照した。また、本校生徒や情報活用能力調査（小・中学校）において課題として指摘される「受け手の状
況に応じて情報発信すること」に特化して取り組むために、「情報活用能力を構成する資質・能力」の「思考力・判断力・表現力等」において「問題の発見・解決に向けた情報技術を適切かつ効果的に活用する力（相手や状況に応じ
て情報を適切に発信したり、発信者の意図を理解したりすることも含む）」と示されていた括弧内の項目を独立させ、「相手や状況に応じて情報を適切に発信したり、発信者の意図を理解したりする力」として設定した。なお、情報
活用能力の各学年の目標リストの作成にあたっては文部科学省「教育の情報化に関する手引」（平成22年10月）及び「教育の情報化に関する手引」作成検討会（第4回）配付資料 「『教育の情報化に関する手引』検討案  第4章　情
報教育」を参照し、それぞれの目標となる事柄が三つの柱のいずれに分類できるかを検討して整理を行った。

・情報活用能力として示される資質・能力に関する、本校生徒や教員等の状況を踏まえた再検討及び再定義
・情報活用能力の育成状況を見とるためのテストの開発
・大学教員及び本校教員に近隣公立学校の学校長や教諭等を委員会のメンバーとして、本研究の成果を本校のみに適用するもの
ではなく、広く公立学校に活用される成果とするための研究推進の過程のあり方の検討

カギとなる取組内容の詳細な内容

　※上記「（３）－２．情報活用能力育成のためのカリキュラム・マネジメントに関する取組表」に記載した取組内容のうち、特にポイントとなる取組内容を各年度２～３つ取り上げて、その工夫点について
　　記載して下さい。
　※以下の①～③のそれぞれに関わる取組については、どの年度での取組でも構いませんので、必ず記載をお願いします。
　　①情報活用能力を、各教科等の資質・能力、内容や活動とどのようにつないだか
　　②教科間において、どのような考え方や手立てで連携をしたか
　　③学校に既にあるどのデータ（各種客観テストやアンケート「子供、教職員、保護者、他校教職員等」、各種状況調査、学校評価等）をどのようにカリキュラム評価・改善に生かすのかの考え方等を記載。
　　　（既に実践しているものだけでなく、可能性のある手法を提案する記載でも可。）

平成29年度

平成27年度
まで

平成28年度

・一人一台の貸与を実施しているタブレットPCを活用した好事例の把握及び情報の発信



（３）-２．情報活用能力育成のためのカリキュラム・マネジメントに関する取組表

① 児童や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目
的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的
な視点で組み立てていくこと

②　教育課程の実施状況を評価してその改善を図っ
ていくこと

③　教育課程の実施に必要な人的又は物的な体
制を確保するとともにその改善を図っていくこ
と

【記載内容例】
●情報活用能力を育成するための教育課程の編成に関
する取組

【記載内容例】
●評価の資料の収集・検討、整理した問題点の検
討、原因と背景の明確化、改善案の作成等の取組

【記載内容例】
●学校組織体制・文化の構築、地域連携等を踏
まえた人的・物的資源の活用に関する取組

平成２６年度
以前

平成27年度
1学期

平成27年度
2学期

平成27年度
3学期

1学期

2学期

3学期

1学期

2学期

3学期

平成29年度

平成28年度

平成27年度
まで

　※以下の表内に過年度及び今年度における、情報活用能力育成のためのカリキュラム・マネジメントの取組内容を記載して下さい。
　※なお、教育委員会主体で行った取組は赤のテキストボックスに白抜き文字（記入例参照）を使って表記してください。

校務運営委員会の常設化
校務運営委員会（毎週）

メンバー：副校長、主幹教諭、教務主任、生徒指導主事、研究主任、各学年主任

前年度の学校評価等を踏まえつつ、週単位での各教科等及び各学年の教育活動に関する計画・実施・評価・改善を実施す

る。

情報機器委員会の組織

情報機器委員会（適宜）

（１）ICT機器（主にタブレットPC)の活用方法等の指導に関する計画の策定

（２）ICT機器（主にタブレットPC)を活用した授業実践の蓄積と整理・改善

（３）情報モラル教育に関する計画・授業実践・情報提供及び授業実践の蓄積と整理・改善

情報機器委員会（適宜）

（１）ICT機器の管理及び整備

（２）ICT機器（主にタブレットPC)の活用方法等の指導に関する計画の策定の支援

（３）ICT機器（主にタブレットPC)を活用した授業実践の蓄積と整理・改善の支援

情報機器委員会の組織

研究推進委員会の組織

研究推進委員会（隔週）

メンバー：研究主任、各教科主任、情報機器委員長

（１）ICT機器（主にタブレットPC)の活用方法等の指導に関する計画の策定

（２）ICT機器（主にタブレットPC)を活用した授業実践の蓄積と整理・改善

（３）情報モラル教育に関する計画・授業実践・情報提供及び授業実践の

蓄積と

整理・改善

各教科等及

び各学年に

おけるICT機
器を活用し

た教育活動

の実践

情報活用に

関する継続

的な情報収

集や授業実

践、資料の

収集

各教科部会（毎週）

（１）年間指導計画の

作成

（２）授業実践の評

価・改善

学校評価

校務運営委員会（毎週）

メンバー：副校長、主幹教諭、教務主任、生徒指導主事、研究主任、各学年主任

学校評価等を踏まえた、次年度の教育課程編成等に関する検討を実施する。

校務運営委員会（H27.2-3）
メンバー：副校長、主幹教諭、教務主任、生徒指導主事、研究主任、各学年主任

学校評価

各教科等及

び各学年に

おける教育

活動の実践

各教科部会（適宜）

（１）年間指導計画

の作成

（２）授業実践の評

価・

校務運営委員会（毎週）

メンバー：副校長、主幹教諭、教務主任、生徒指導主事、研究主任、各学年主任

前年度の学校評価等を踏まえつつ、週単位での各教科等及び各学年の教育活動に関する計画・実施・評価・改善を実施す

拡大研究部会の組織

拡大研究部会（月１回）

メンバー：研究主任、各教科主任、情報機器委員長

（１）本校が育成を目指す情報活用能力の明確化を図る。

（２）情報活用能力の育成を目指した授業実践の蓄積と整理・改善

（３）情報活用能力を見とるための手段を開発・試行する。

（４）（３）を活用した生徒の情報活用能力の状況を踏まえたカリキュラムの

改善

（５）各教科等の情報活用能力育成を目指した実践に関する交流と教科等

横断的

各教科等及

び各学年に

おける情報

活用能力の

育成を目指

した教育活

動の実践

情報活用能

力の育成に

関する継続

的な情報収

集や授業実

践、資料の

収集

各教科部会（毎週）

（１）年間及び単元の

指導計画の作成

（２）単元配列に基づ

く授業実践及び効果

の検証、単元配列の

工夫・改善等

研究部における「情報活用能力」部会の

組織研究部における「情報活用能力」部会（隔週）

（１）本校が育成を目指す生徒の姿の明確化と情報活用能力の改善

（２）情報活用能力の再定義・再整理

（３）情報活用能力を見とるための手段を開発のための調査・検討 各教科等及

び各学年に

おける情報

活用能力の

育成を目指

した教育活

各教科部会

（１）研究部における

「情報活用能力」部会

での検討結果に基づい

た授業実践の整理

学校評価

校務運営委員会（毎週）

メンバー：副校長、主幹教諭、教務主任、生徒指導主事、研究主任、各学年主任

研究推進委員会の組織

研究推進委員会（学期に２回程度）

メンバー：大学教員、近隣公立学校長、学校長、副校長、研究主任、研究

副主任、

情報機器委員長

（１）推進校の取組内容の計画や実施状況等に対する指導・助言等

（２）本研究に関する研究授業の学習指導案等の検討及び授業の評価

（３）本校研究の公立学校での汎用可能性の検討及び拡大



「（３）カリキュラム・マネジメントの視点」に関する解説及び補足文等 

 

 「（３）カリキュラム・マネジメントの視点」については、修正を行っていない。 

 



 

 

 

（４）情報活用能力の育成に関する単元の指導計画・指導案 

 

学校名 北海道教育大学附属函館中学校 担当教員 山下 尚也 

 

○単元指導計画                                       

教科・科目 社会科（地理的分野） 学年 第  ２  学年 

教科書名 東京書籍 

単元名 日本の諸地域 中国・四国地方―都市の農村の変化と人々の暮らし― 

単元の指導目標 

（教科について） 

都市や農村にみられる人口の変化や地域の課題について、自然環境、産業、歴史的

背景や交通網の発達などと結び付けて考えることができる。 

単元の評価規準 

（教科について） 

・人口や都市、村落を中核とした考察の仕方をもとに、中国・四国地方の特色に対

する関心を高め、それを意欲的に追究し、捉えようとしている。 

（社会的事象への関心・意欲・態度） 

・中国・四国地方の地域的特色を、人口や都市、村落を中核とした考察の仕方を基

に、多面的・多角的に考察し、その過程や結果を文章で表現している。 

（社会的な思考・判断・表現） 

・適切に選択した情報を基に、中国・四国地方の地域的特色について読み取ったり、

図表にまとめたりしている。              （資料活用の技能） 

・中国・四国地方について、人口や都市、村落を中核とした考察の仕方をもとに、

地域的特色を理解し、その知識を身につけている。 

（社会的事象についての知識・理解） 

 

この単元において 

育成する 

情報活用能力 

（知識・技能）  

（思考力・ 

判断力・ 

表現力等） 

・様々な事象を情報とその結びつきの視点から捉え、複数の情報を結び

付けて新たな意味を見いだす力や、問題の発見・解決等に向けて情報技

術を適切かつ効果的に活用する力を身に付けていること（複数の情報を

結び付けて新たな意味を見いだしたり、自分の考えを深めたりする力） 

（学びに 

向かう力・ 

人間性等） 
 

（参考） 

この単元における

ICT活用の 

ポイント 

・プレゼンテーションソフトを使用した説明や資料・学習活動の提示。 

・インターネットを使用した調べ学習。 

・フォーム機能を活用した、本時のまとめの記入とその集約、評価。および知識の

定着を図るための小テストの実施。 

 



 

 

 

次 
時

数 
主な学習活動 情報活用能力育成の視点 

 

１ 

 

 

１ 

〇中国・四国地方の人口分布の特徴について、

その自然環境がどのような影響を与えてい

るかを考察する。 

〇地図帳や提示された資料を基に、中国・四国

地方の自然環境の特徴をまとめる。 

 

 

 

〇提示された図表などの資料から、必要な情

報を収集し、文章や図で表現する。 

 

２ 

 

１ 

〇中国・四国地方の人口分布に、地域の歴史的

背景がどのような影響を与えているかを考

察する。 

〇人口過密地域の抱える問題の概要について

理解し、その背景や対策について資料を基

にまとめる。 

 

 

〇提示された図表などの資料から、必要な情

報を収集し、文章や図で表現する。 

〇既習の内容と本時の学習内容を結び付け

て、自らの考えを文章で表現する。 

 

３ 

 

 

１ 

〇中国・四国地方の人口分布に、地域の産業が

どのような影響を与えているかを考察す

る。 

〇この地域の主要産業の概要や推移、新たな

産業が創出されていることについて理解

し、資料やインターネット等の資料を基に

その特徴をまとめる。 

 

〇必要な情報の比較や収集を行い、その内容

を、文章や図表にまとめる。 

〇既習の内容と本時の学習内容を結び付け

て、自らの考えを文章で表現する。 

 

４ 

 

 

１ 

〇中国・四国地方の人口分布に、交通網の形成

がどのような影響を与えているかを考察す

る。 

〇この地域の交通機関の発達について資料を

基にまとめ、過疎地域と過密地域の結びつ

きについて考察する。 

 

 

〇他地域との比較や共通点を探し出し、文章

でまとめる。 

〇既習の内容と本時の学習内容を結び付け

て、自らの考えを文章で表現する。 

 

５ 

 

 

 

１ 

〇これまでの学習をもとに、中国・四国地方の

人口分布に影響を与えている要因について

様々な観点からレポートにまとめる。 

 

 

 

 

 

〇これまでの学習を踏まえて、自らの立場を

明確にし、その立場に基づいて考えを主張

する文章を作成する。 



 

 

 

○学習指導案（  ３  時間目）                           

日 時 Ｈ29年12月11日（月） クラス ２年 A組（36人） 指導者名 山下 尚也 

教科・科目 社会科 教科書・教材 東京書籍 新しい社会 地理 

本時の 

目標 

中国・四国地方の主要産業の内容や時代的推移について理解する。（知・理） 

過疎地域で行われている取り組みの資料から、その共通点についてまとめる。（技） 

本時で育成

する情報活

用能力 

・問題の解決のために、情報技術を適切かつ効果的に活用する力。 

・適切な情報を収集、分析して文章や図表にまとめる力。 

 

過

程 
学習活動 指導内容（留意点） 

形

態 

情報活用能力 

育成のポイント 

導

入 

５ 

分 

〇前時の確認 

 

 

〇本時の学習課題の提示 

〇ノートや小テストの結果を振り

返る。 

 

〇本時で取り上げる内容と単元を

貫く課題とのかかわりについて

理解させる。 

一

斉 

 

展

開 

① 

 

 

２

０ 

分 

〇瀬戸内工業地帯の変遷

についてグラフから読

み取り、まとめる。 

 

〇農業や漁業について各

県の生産の多い品目を

調べ、表にまとめる。 

〇年代を比較するポイントを明示

する。 

 

 

〇グループ内で役割分担をする。 

〇インターネットや地図帳を活用

する。 

個

別 

 

 

グ

ル

ー

プ 

〇2つのグラフを比較し、相

違点を明確にする。 

 

 

〇Web 上の情報から適切な

ものを選択・収集させる。 

展 

開 

② 

 

 

２ 

０ 

分 

〇過疎地域の実状と地域

おこしについて説明を

聞き、地域おこしに成

功した地域の共通点を

見出す。 

〇説明を聞いたのち、指定された

web ページを中心に、地域おこ

しの成功例について調べる。 

〇調べた結果をグループ内で確認

し合い、共通点をまとめる。 

一

斉 

・ 

グ

ル

ー

プ 

 

 

 

〇収集した情報の要点を説

明し、お互いの持ち寄っ

た情報から共通点を見出

す。 

ま

と

め 

 

５ 

分 

〇本時の内容と人口の増

減との関係性につい

て、立場を明らかにし

てまとめる。 

〇フォーム機能を用いて文章で表

現する。 

〇早く終えた生徒はフォームの確

認問題に取り組む。 

個

別 

 

 

〇振り返りや繰り返し学習

を行わせる。 

                        （形態には一斉、個別、グループ等を記載） 



 

 

 

（４）情報活用能力の育成に関する単元の指導計画・指導案 

 

学校名 北海道教育大学附属函館中学校 担当教員 髙井太郎 

 

○単元指導計画                                       

教科・科目 国語科 学年 第１学年 

教科書名  

単元名 好きなことを、好きなジャンルで、好きなように書く 

単元の指導目標 

（教科について） 

読み手を意識して「好きなことを、好きなジャンルで、好きなように書く」活動を

通して、必要な情報を取捨選択し「書く過程」を振り返りながら、作品作成をする

ことができる。 

単元の評価規準 

（教科について） 

読み手を意識して「好きなことを、好きなジャンルで、好きなように書く」活動を

通して、必要な情報を取捨選択し「書く過程」を振り返りながら作品作成をするこ

とができたか。 

 

この単元において 

育成する 

情報活用能力 

（知識・技能） 

 

 

 

（思考力・ 

判断力・ 

表現力等） 

相手や状況に応じて情報を適切に発信したり、発信者の意図を理解した

りする力 

（学びに 

向かう力・ 

人間性等） 

 

 

 

（参考） 

この単元における

ICT活用の 

ポイント 

・Googleの「クラスルーム」を活用した学習者の「作品」および「作業」の把握の

効率化 

・Google の「Forms」を活用した学習者の「今日の予定」と「振り返り」の入力の

システム化 

・Googleの「スプレッドシート」を活用した学習者の「アイディア」や「方略運用」

を共有するためのシステム化と学習者の交流の充実 

・Googleの「チャット」を活用した作文の机間指導 

作文における机間指導の充実を図ることが目的である。国語教育および心理

学の研究において作文指導における机間指導の重要性は、はやくから指摘さ

れている。一人ひとりの「書く過程」の指導が求められている近年において

は、その要求はさらに高まっている。学級のサイズにもよるが一人の教師が

一人の生徒に行える机間指導は、時間的に限られている。そこで、コンピュ

ターを活用し同期型のピア・レスポンス（チャット）を行う。これにより机

間指導における時間的課題の解決を図る。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 
時

数 
主な学習活動 情報活用能力育成の視点 

 

１ 

 

 

１ 

〇単元の見通しを持つ。 

○「ミニ・レッスン」の説明を聞くことで作

文を作成するための「知識」を獲得する。 

○「記述の時間」に教師・クラスメイトと相

談をしながら書くことで、自らの作品を見

直しながら作成する。 

○「共有の時間」にクラスメイトの問題を共

に考える活動を通して、「書く過程」「方略

運用」「知識」の交流を図り、次時の作品作

成のための視点を得る。 

 

 

 

○作品の作成を通して、問題の発見・解決に

向けて情報技術を適切かつ効果的に活用す

る力を育む。 

 

 

２ 

 

４ 

○「ミニ・レッスン」により「知識」を獲得

する。 

○「記述の時間」の活動により自らの作品を

見直しながら作成する。 

○「共有の時間」の活動により次時の作品作

成のための視点を得る。 

 

 

○作品の作成を通して、問題の発見・解決に

向けて情報技術を適切かつ効果的に活用す

る力を育む。 

 

３ 

 

 

 

１ 

○「ミニ・レッスン」により「編集会議の方

法」を確認する。 

○「編集会議」でクラスメイトの作品を見直

す活動を通して、自らの作品を見直す視点

を得る。 

○「記述の時間」の活動により、自らの作品

を見直しながら作成する。 

○作品の校正をし、提出する。 

 

 

○クラスメイトの問題の発見・解決に向けて

アドバイスをする活動を通して、情報技術

を活用する力を育む。 

○作品の作成を通して、問題の発見・解決に

向けて情報技術を適切かつ効果的に活用す

る力を育む。 



 

 

 

○学習指導案（3時間目）                           

日 時 Ｈ30年 2月 16日（金） クラス 1年Ｃ組（35人） 指導者名 髙井太郎 

教科・科目 国語科 教科書・教材 好きなことを、好きなジャンルで、好き

なように書く 

本時の 

目標 

必要な情報を取捨選択し「書く過程」を振り返りながら、作品作成をすることができる。 

本時で育成

する情報活

用能力 

相手や状況に応じて情報を適切に発信したり、発信者の意図を理解したりする力 

 

過

程 
学習活動 指導内容（留意点） 

形

態 

情報活用能力 

育成のポイント 

導

入 

10 

分 

ミニ・レッスン 

○「主述のねじれ」につ

いての問題を解く。 

○推敲をする観点と方法

の説明を聞く。 

ミニ・レッスン 

○「主述のねじれ」を切り口に推

敲について考えさせる。 

○推敲の観点を獲得させることを

目的に説明をする。 

一

斉 

 

展

開 

① 

 

 

30 

分 

記述の時間 

○本時の「個別の目標」

を設定し、コンピュー

ターで入力する。 

○設定した「個別の目標」

の達成に向けて、「個

別」や「話し合い」の

形態をとりながら作品

の作成を行う。 

記述の時間 

○入力された「個別の目標」は全

体で確認できるようにプロジェ

クターで提示する。 

○生徒の「書く過程」を把握しな

がら、「知識」・「技術」・「方略」

を獲得させることに力点を置い

た対面の机間指導を施す。 

○「見直し」や「振り返り」を促

すことに力点を置いた机間指導

をコンピューターを活用して行

う。 

個

別 

 

 

 

 

 

 

 

○作品の作成を通して、問題

の発見・解決に向けて情報

技術を適切かつ効果的に

活用する力を育む。 

展 

開 

② 

8 

分 

共有の時間 

○クラスメイトの課題を

聞く。 

○クラスメイトの課題を

解決するための方法を

考え、入力する。 

共有の時間 

○クラスメイトの課題に対して多

様なアドバイスが出るように、

自分の考えを伝えるように促

す。 

 

一

斉 

 

ま

と

め 

2 

分 

○本時の「振り返り」を

各自で行い、コンピュ

ーターで入力する。 

○入力された「振り返り」は全体で

確認し次時で活かせるようにプ

ロジェクターで提示する。 

個

別 

 

                        （形態には一斉、個別、グループ等を記載） 



各推進校に応じたカリマネ等のポイント補足文 

 

（１）「目標のマネジメント」について 

 本校は，育成を目指す資質・能力について，中央教育審議会答申（平成 28年 12月 21日）を踏ま

え，「各教科等における指導を通して育まれる資質・能力」，「学習の基盤となる資質・能力」，「現代

的な諸課題に対応して求められる資質・能力」という３つの側面からの育成をアプローチすること

としている。そのうち「学習の基盤となる資質・能力」は，「情報活用能力」を設定している。その

理由は以下の通りである。本校は，学習における ICTの効果的な活用に関して，平成 24年度からタ

ブレットを導入し，ICT を活用した教育に関する実践研究に取り組んできた。タブレットは平成 24

年度に 45 台，平成 25 年度に 370 台を導入・貸与し，一人一台のタブレット貸与を実現した。教科

指導では，説明や発表の様子を互いに動画で撮影し合うことによる生徒同士の相互評価への活用や，

反転授業の実施，インターネットを適切に活用した情報収集の指導に取り組んできた。平成 26年度

からは附属函館小学校との ICT 活用を視点とした小中一貫教育に取り組んでいる。このような研究

の経緯を踏まえて，「情報活用能力」を「学習の基盤となる資質・能力」として設定し，カリキュラ

ム・マネジメントを実現しようとしている。 

 また本校では，「情報活用能力」を構成する資質・能力について，次のように設定した。 

 まず，中央教育審議会答申（平成 28 年 12 月 21 日）「別紙」に示された「情報活用能力を構成す

る資質・能力」（p.7-8「別紙 3-1」）に基づいた三つの柱の分類を行った。そのうち，「思考力・判断

力・表現力等」において，「問題の発見・解決に向けた情報技術を適切かつ効果的に活用する力（相

手や状況に応じて情報を適切に発信したり，発信者の意図を理解したりすることも含む）」と示され

ていた括弧内の項目を独立させ，「相手や状況に応じて情報を適切に発信したり，発信者の意図を理

解したりする力」として設定した。これは以下の２つの理由によるものである。１点目は，本校にお

ける情報発信に関する研究への取組である。本校においては，平成 28 年度までは，ICT 機器を活用

するということは，すなわち情報を収集するということであった。しかし，平成 29年度からは BYOD

による一人一台のノートパソコンの導入により，キーボードを利用してよりよく情報を発信するた

めの実践研究に取り組むこととしており，そのために相手を意識した適切な情報発信のための力の

育成が重要であると考えたためである。２点目は，情報活用能力調査（小・中学校）における「調査

結果の主なポイント＜児童生徒の情報活用能力に関する傾向＞」として，小学生と中学生に共通す

る課題の一つとして「受け手の状況に応じて情報発信すること」が指摘されているため，この課題

を克服するための方策等に関する実践研究が必要であると考えたためである。 

 

 

 

 

 



（２）「外部との連携」について 

情報活用能力は，教科等横断的に育成を目指すことが重要であり，教科や学年などの枠組みを超

えて取り組むことが必要である。そのためには，枠組みにとらわれない共通した取組が不可欠であ

ると考え，様々な指導計画等を共通の様式で整備することに取り組んでいる（詳細は３において説

明する）。このようにして整備に取り組んでいる指導計画等は，本校の研究に基づいた様式となって

いるため，本校の教員にとっては，作成・改善を重ねるにつれてその様式にも慣れ，そのため検討に

おいて利用しやすいものとなっていくことが期待されるものである。しかし，本研究の目的が，本

校の教育活動の改善のみならず，次期学習指導要領の全面実施に向けた地域の中核となる学校の役

割を果たすということを鑑みたとき，形式及び内容が多くの学校において広く活用できる研究成果

を得るということが重要であると考えた。 

 そこで，カリキュラムを作成した際に，本校のみで閉じるとのではなく，近隣の公立中学校の教

員にも見て頂き，その形式や内容が本校以外においても汎用可能なものであるかどうかについての

意見をもらい，改善を図った。また，公立中学校長に本研究の「研究推進委員会」のメンバーとして

入っていただき，定期的に議論する機会を設けた。さらには，本校が作成した計画に基づいて実際

に授業を実施していただくことも予定している。 

これまで本校では，研究が完結してから，他校へ情報提供を行うという方法をとってきていた。

しかし，これでは本校の独自性のみが強調されてしまう結果に陥ることが多かったため，今回のよ

うに研究の過程に，公立中学校の教員に参加していただき，共に議論していく中でよりより指導計

画等の在り方を模索するという研究方法は大変有意義であると考えている。 

 また，多くの学校において広く活用できる研究成果を目指すとき，他の校種との連携を視野に入

れることが重要であると考える。特に中学校であれば，小学校との連携は非常に重要であると考え

ている。そこで，本研究においては，附属函館小学校とも連携を図り，本校と共通の様式での情報活

用能力育成のためのカリキュラム表の作成に取り組んでいる。 

 このように公立中学校との連携に加えて，小学校との連携についても，適切な評価を加えながら，

継続して取り組んでいくことが大切であると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）「各教科での実践」について 

 本校が目指す資質・能力を，教科等横断的に学校の教育活動全体を通して育成を実現するために，

すべての教科等について共通の様式で指導計画等の作成を行った。本研究で作成した指導計画等は

「年間単元配列シート」，「資質・能力シート」，「単元デザインシート」である。以下ではそれぞれの

作成のための手続きや役割について説明する。 

 まず，「年間単元配列シート」は，横軸に学年，縦軸に月を定め，１学年から３学年までの単元・

題材の取り扱い時期を大まかに整理したものである。本シートにおける単元は，現行の学習指導要

領及び平成 28年度採択の教科書を参考にして作成した。また，本シートは，簡易なものであること

から，各教科等における学習の内容や時期を大まかに把握することが可能であり，教科等横断の手

がかりとなることが期待できる。 

次に，「資質・能力シート」は，本校が設定した育成を目指す資質・能力のうち，当該の単元で特

にどのような資質・能力の育成が実現できる（実現できると考える）のかを明らかにしたシートで

ある。このシートは，すべての教科等の全単元について作成した。また，「情報活用能力」と「市民

として求められる資質・能力」に関しては，どの教科等のどの単元でどの資質・能力の育成を目指し

た授業が行われているのかを明らかにするとともに，取組の有無やその濃淡を明らかにすることを

目指して，「『情報活用能力』育成のためのカリキュラム表」及び「『市民として求められる資質・能

力』育成のためのカリキュラム表」として整理を行った。 

そして，「単元デザインシート」は，「年間単元配列シート」で示したすべての単元における指導計

画であり，「資質・能力シート」で示した当該単元において設定した資質・能力の育成を実現するた

めにどのように学習内容や学習方法を構成するかを明らかにしたものである。 

 このように，すべての教科等における「年間単元配列シート」を作成すると共に，すべての単元に

ついて，「資質・能力シート」及び「単元デザインシート」を作成している。また，これらを共通の

様式とすることで，教科等横断的な取組の実現を目指している。 

 なお，これらの指導計画等については，単元の授業がすべて終わった後に，学習内容や学習方法

の構成や，育成を目指す資質・能力の適切さなどについて，生徒や他の教科担当者等による検討・評

価を行い，各シートの改善に取り組んでいる。そのためこれらの指導計画等は，平成 30年度に向け

た着実な改訂が継続されている。 

 このように，すべての教科等における全単元について，「資質・能力シート」及び「単元デザイン

シート」を作成・共有し，これらに基づいて１単位時間の授業を実施している。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）「状況把握」について 

 本研究による生徒の情報活用能力の高まりの状況を把握するために，本研究に関する統括的な役

割を担う「研究推進委員会」（北海道教育大学教員及び情報教育に関する本校教員４名）が中心とな

って，大学の有識者にも協力いただきながら，生徒の情報活用能力を測定するための方法を企画・

検討している。 

 現在検討している主な方法としては，インタビュー調査や質問紙調査を通して，情報活用能力の

高まりを生徒の言葉から分析・把握する方法である。この方法については，大学教員の協力を得な

がら，できるだけ生徒と関わる機会の少ない調査者を設定することによって，結果の信頼性を高め

るように工夫したい。本調査については，平成 29 年度末から平成 30 年度始めにかけて実施する予

定である。 

 また，現在実施している方法としては，キーボード入力速度に関する調査である。この調査は，教

科書の特定のページに記載されている文章を，キーボードを利用して転写入力するものであり，入

力時間は５分間を設定している。現在は，第１学年生徒を対象にして継続的に調査を実施し，具体

的な平均文字入力数の変化を追っている。なお，５分間の平均文字入力数について，平成 29年 10月

31日の調査では，105.2文字であったが，平成 29年 12月 11日の調査では，144.2文字となってい

る。この間，第１学年においては，インターネット上に無料提供されているタイピング教材を毎朝

（8:15〜8:20）実施するとともに，授業等においても生徒が文字入力を行う機会を積極的に設定し

ており，このような取組の成果が文字入力数の増加という結果をもたらしたものと考えている。 

情報活用能力に関する単元デザインや授業デザインの考え方

学校として育成を目指す
資質・ 能力の設定 情報活用能力

共
通
様
式
に
よ
る
教
科
等
横
断
の
取
組

年間単元配列シート

資質・ 能力シート

単位時間デザインシート

単元デザインシート

情報活用能力の育成を実現するために、
１ 年間のどこにどの単元を位置付けるのか？

「 情報活用能力を構成する要素」 のう ち、
その単元において、 どれの育成を目指すのか？

設定した「 情報活用能力を構成する要素」 を
どのよう な方法と内容で育成するのか？

３ つの柱 ＋
それらを構成する「 要素」

教科等横断的な取組を
明示する

情報活用能力
育成のための
カリキュラム表

単元デザイン

１ 単位時間の授業デザイン



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

情報と情報技術
を適切に活用す
るための知識と
技能

情報と情報技術
を活用して問題
を発見・解決す
るための方法に
ついての理解

数学／式の計算の利用／
数の性質を予想し、それ
が成り立つことを証明し
たり、読み取ったりす
る。

理科／地球と私たちの未
来のために（自然の恵み
と災害）／火山噴火や地
震、気象現象などの災害
について調べ、話し合
い、防災についての意識
を高める。

情報社会の進展
とそれが社会に
果たす役割と及
ぼす影響につい
ての理解

社会（公民）／「私たち
と現代社会」／情報化に
よる社会変化の影響をふ
まえて情報リテラシーを
身に付ける必要性を理解
する。

理科／地球と私たちの未
来のために（科学技術と
人間）／科学技術の発展
と、それによる環境への
影響について調べ、話し
合い、安全で持続的な社
会を目指す意識を高め
る。。

情報に関する
法・制度やマ
ナーの意義と情
報社会において
個人が果たす役
割や責任につい
ての理解

社会（公民）／「私たちと政
治（日本国憲法）」／新しい
人権②情報化の進展にともな
う新しい人権として知る権利
やプライバシーの権利、知的
財産権について理解する。

様々な事象を情
報とその結び付
きの視点から捉
える力

理科／運動とエネルギー（力
の合成と分解）／力の合成と
分解の概念を理解し、荷物の
持ち方や橋の構造と加わる力
の関係について説明する。

美術／ずっといっしょ／風景
彫刻の魅力を情報収集して感
じ取り，心象風景と結びつけ
るヒントを得る。
外国語/Presentation１/多
様な情報を論理的に伝えるた
めの工夫について考える。

問題の発見・解
決に向けて情報
技術を適切かつ
効果的に活用す
る力

外国語/Unit3　Fair
Trade Event/問題の発
見解決に向けての情報収
集を外国語を活用しなが
らICTを用い進める。

理科／生命の連続性（遺
伝子やDNA最新研究調
査）／インターネットを
用いて遺伝子やDNAに関
する研究成果を調査しま
とめることができる。

数学／２次方程式の利用
／具体的な事象の中から
数量の関係を見いだし、
２次方程式をつくる。

数学／             の利用／ 身
のまわりからいろいろな関数
を見つけ、その変化や対応の
様子を調べたり、それを利用
して問題を解決したりする。

相手や状況に応
じて情報を適切
に発信したり、
発信者の意図を
理解したりする

力

外国語/Unit3　Fair
Trade Event/問題の発
見解決に向けての情報収
集を通して得た気づきを
もとに自己の意見を外国
語で構築する。

国語／「情報を編集する
しかけーメディアにひそ
む意図ー」／１つの情報
を発信するために効果的
なメディアを選択し、情
報を発信する。

探究／「卒業研究」／課
題解決のために収集し、
整理・分析を行って導き
出した自らの結論を、公
共の場において発表する
ために、ふさわしい発表
内容と方法を考える。

探究／「卒業研究」／課題解
決のために収集し、整理・分
析を行って導き出した自らの
結論を、公共の場において発
表するために、ふさわしい発
表内容と方法を考える。

探究／「卒業研究」／課題解
決のために収集し、整理・分
析を行って導き出した自らの
結論を、公共の場において発
表するために、ふさわしい発
表内容と方法を考える。

外国語/Daily Scene ２/外国語による手紙を
通じて相手や自分の意図を、理解しあうための
表現について工夫する。
探究／「卒業研究」／課題解決のために収集
し、整理・分析を行って導き出した自らの結論
を、公共の場において発表するために、ふさわ
しい発表内容と方法を考える。

理科／地球と私たちの未
来のために（自然の恵み
と災害、科学技術と人
間）／３年間の既習事項
をもとに、自分たちの興
味深いテーマについて調
べ、考察し、発表しあ
う。

複数の情報を結
びつけて新たな
意味を見出した
り、自分の考え
を深めたりする
力

探究／「卒業研究」／課
題を解決するために収集
した様々な情報を結びつ
けたり、新たな意味を見
出したりして、課題の解
決のために自分の考えを
作る。

探究／「卒業研究」／課
題を解決するために収集
した様々な情報を結びつ
けたり、新たな意味を見
出したりして、課題の解
決のために自分の考えを
作る。

国語／「「新しい博物
学」の時代」／筆者の主
張の根拠となる部分を探
し、筆者の主張を読み取
る。
探究／「卒業研究」／課
題を解決するために収集
した様々な情報を結びつ
けたり、新たな意味を見
出したりして、課題の解
決のために自分の考えを
作る。

探究／「卒業研究」／課
題を解決するために収集
した様々な情報を結びつ
けたり、新たな意味を見
出したりして、課題の解
決のために自分の考えを
作る。

美術／すっといっしょ／これまでの自身を振り
返り，心象風景を抽象表現として立体に表すた
めのイメージを膨らませる。
外国語/Presentation3/複数の情報の関連を
見極めながら自己の振り返りも含めて発信する
ための内容を外国語で構築していく。

数学／三平方の定理の利
用／様々な図形に対し
て、三平方の定理や既習
事項を利用して、長さや
面積など求める。
美術／すっといっしょ／
仲間の作品の鑑賞や抽象
表現として立体に表す活
動を通じて，自らの思い
を深め，自分自身を理解
していく。

国語／「課題を解決する
ために話し合う」／課題
を解決するために話し合
い、他者の意見を吟味
し、結び付けたりしなが
ら、自分の考えをまとめ
る。

情報を多面的・
多角的に吟味し
その価値を見極
めていこうとす
る態度

国語／「歴史は失われた過去
か」「文化としての科学技
術」／２つの文章を構成・表
現・主張の３観点を基に比較
し、筆者の主張を読み取る。
外国語/Unit5 To our
Future Genaration/身の回
りの情報を多角的に吟味し、
伝えるべき情報を発信する。

数学／標本調査／身のま
わりのものの数量を推測
し、標本調査を利用し
て、まとめる。

自らの情報活用
を振り返り、評
価し改善しよう
とする態度

探究／「卒業研究」／探究活動における自分の
情報活用について振り返り、今後の自らの課題
を明らかにする。

情報モラルや情
報に対する責任
について考え行
動しようとする
態度

国語／「私」／情報社会
における個人のアイデン
ティティについて話し合
い、自分の考えを記述す
る。

保健体育（保健）「健康な生
活と疾病の予防」喫煙、飲
酒、薬物乱用と健康について
の情報を正しく捉える。

保健体育（保健）「健康な生
活と疾病の予防」生活行動・
生活習慣と健康、感染症の予
防についての情報を正しく捉
える。

外国語/Daily Scene ６/
外国語によるレポート作
成の際の出典等の表示の
重要性について学ぶ。

情報社会に主体
的に参画し、そ
の発展に寄与し
ようとする態度

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等

様々な事象を情報と
その結び付きの視点
から捉え、複数の情
報を結びつけて新た
な意味を見いだす力
や、問題の発見・解
決等に向けて情報技
術を適切かつ効果的
に活用する力を身に
付けていること。

学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等

情報や情報技術を適
切かつ効果的に活用
して情報社会に主体
的に参画し、その発
展に寄与しようとす
る態度等を身に付け

ていること。

資質・能力の３つの柱と要素

知
識
・
技
能

情報と情報技術を活
用した問題の発見・
解決等の方法や、情
報化の進展が社会の
中で果たす役割や影
響、情報に関する

法・制度やマナー、
個人が果たす役割や
責任等について情報
の科学的な情報に裏
打ちされた形で理解
し、情報と情報技術
を適切に活用するた
めに必要な技能を身
に付けていること。

第３学年 北海道教育大学附属函館中学校

「情報活用能力」育成のためのカリキュラム表（ver.5）

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥2



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

情報と情報技術
を適切に活用す
るための知識と
技能

国語／「図表を用いて提案す
る」／自分の考えを効果的に
伝えるために、適切に資料を
選び、再構成する。

数学／確率／表計算ソフ
トを活用して、確率の意
味を考える。

情報と情報技術
を活用して問題
を発見・解決す
るための方法に
ついての理解

情報社会の進展
とそれが社会に
果たす役割と及
ぼす影響につい
ての理解

社会（地理）／「世界か
ら見た日本の姿（世界と
日本の結びつき）」／情
報通信網の発達がグロー
バル化を推し進めている
ことを理解する。

情報に関する
法・制度やマ
ナーの意義と情
報社会において
個人が果たす役
割や責任につい
ての理解

外国語/Daily Scene ３/
外国語でメール書くこ
と、また相手意識を持っ
たメールマナー等を理解
する。

様々な事象を情
報とその結び付
きの視点から捉
える力

保健体育（保健）「健康
と環境」生活に伴う廃棄
物の衛生的管理について
正しい情報を捉える。

問題の発見・解
決に向けて情報
技術を適切かつ
効果的に活用す
る力

探究／「グループ探究活
動B」／課題を解決する
ためのインタビュー調査
を行うのにふさわしい施
設や人物について、イン
ターネットを適切に活用
して探す。

数学／連立方程式の利用／
様々な事象の中から数量の関
係を見いだし、１次方程式や
連立方程式をつくる。

理科／電気の世界（モー
ター・発電機のしくみ）
／モーターや発電機のし
くみを理解し、自分で制
作した装置の性能を向上
する方法を考え説明す
る。

理科／動物の生活と生物の変遷（動物の体のつ
くりとはたらき、探求型ジグソー学習）／動物
の体について調査、実験立案、実験実施、及び
発表を行う。
探究／「卒業研究」／課題を解決するためのイ
ンタビュー調査を行うのにふさわしい施設や人
物について、インターネットを適切に活用して
探す。

美術／立体マンダラ／美の秩序や構成の基
本に関する情報を収集し，制作におけるア
イデアスケッチを完成させる。
探究／「卒業研究」／課題を解決するため
のインタビュー調査を行うのにふさわしい
施設や人物について、インターネットを適
切に活用して探す。

社会（地理）／「日本の
様々な地域（身近な地域
の調査）」／調査テーマ
に基づき、様々な情報を
収集する。

相手や状況に応
じて情報を適切
に発信したり、
発信者の意図を
理解したりする

力

国語／「新聞の投書記事
を書く」／考えの根拠と
なる情報の適切さについ
てグループで交流する。

探究／「グループ探究活
動B」／課題解決のため
に収集し、整理・分析を
行った情報を、学校祭の
来場者等へ伝えることを
踏まえて、ふさわしい発
表内容と方法を考える。

数学／１次関数の利用／
事象の中に１次関数を見
いだし、表・式・グラフ
を利用してまとめる。
探究／「グループ探究活
動B」／課題解決のため
に収集し、整理・分析を
行った情報を、学校祭の
来場者の立場や状況を考
えて、実際に発表する。

社会（地理）／「日本の様々な地域（日本
の諸地域　中部地方）」／地域の特色につ
いて、資料を基にまとめ、発表する。

美術／立体マンダラ／共
同制作の視点で，それぞ
れが制作したテーマ作品
を一つの作品として再構
成して表現を練り上げ
る。
探究／「卒業研究」／課
題を解決するために収集
した様々な情報を結びつ
けたり、新たな意味を見
出したりして、課題の解
決のために自分の考えを
作る。

社会（歴史）／「歴史のとらえ方（身近な地域
の歴史）」／調査結果をレポートにまとめ、発
表する。
数学／確率／身のまわりの事象の起こりやすさ
を、確率をもとにして説明する。
美術／立体マンダラ／共同制作の視点で，それ
ぞれが制作したテーマ作品を一つの作品として
再構成して表現を練り上げる。
探究／「卒業研究」／課題を解決するために収
集した様々な情報を結びつけたり、新たな意味
を見出したりして、課題の解決のために自分の
考えを作る。

複数の情報を結
びつけて新たな
意味を見出した
り、自分の考え
を深めたりする
力

理科／電気の世界（直列
回路・並列回路の抵抗）
／放電記録紙の長さや
幅、面積を変えて抵抗を
測定し、物質の形状と抵
抗の大きさの関係を理解
する。
探究／「グループ探究活
動B」／課題を解決する
ために収集した様々な情
報を結びつけたり、新た
な意味を見出したりし
て、課題の解決のために
自分の考えを作る。

美術／彫刻家髙村光太郎
／髙村光太郎の生涯を探
り，制作にかける思いや
作品の情報を収集し，自
分なりの見方や考え方を
深める。
探究／「グループ探究活
動B」／課題を解決する
ために収集した様々な情
報を結びつけたり、新た
な意味を見出したりし
て、課題の解決のために
自分の考えを作る。

理科／天気とその変化
（季節の天気の特徴を見
つけよう）／天気図や
Webサイトから得られる
情報をもとに、季節ごと
の天気の特徴について考
察する。

国語／「写真から物語を
創作する」／写真を関係
づけて物語を想像し、情
景描写や表現技法を用い
て、小説風の文章を書
く。
理科／天気とその変化
（天気を予想しよう）／
Webサイトから得られる
情報をもとに雲水量や風
向、気温などの情報を総
合的に判断し、1週間の
天気を予想する。

社会（地理）／日本の様々な地域／人口の増減
に影響を与える要因について様々な観点をもと
に考察する。
外国語/Presentation2/身近な情報を関連つけ
ながら、自分の意見を添えて意見を外国語で構
築していく力を養う。

国語／「話を聞いて自分の考えと比べる」
／同一のテーマに基づく友達のスピーチを
聞き、自分のスピーチと内容面で比較しな
がら自分の考えを深める。
数学／三角形と四角形／三角形と四角形に
ついての性質などについて既習事項を活用
してみいだす。
理科／動物の生活と生物の変遷（分類中間
生物を描こう）／進化の過程上に存在した
であろう分類中間生物を、分類ごとの特徴
を総合的に解釈し描き、発表する。

美術／立体マンダラ／選
択したテーマに関する知
識やイメージを結びつ
け，自分なりの表現とし
て作品に表す。
外国語/Presentation３/
身近な情報を関連つけな
がら、自分の意見を添え
て意見を外国語で構築し
ていく力を養う。

国語／「役割を決めて討
論する」／複数の意見を
まとめたり、新たな課題
を提示しながらグループ
討議を行う。

情報を多面的・
多角的に吟味し
その価値を見極
めていこうとす
る態度

社会（歴史）／「近世の
日本(産業の発達と幕府政
治の動き）」／幕政改革
の内容を幕府・民衆の立
場から考察し、改革の意
味づけを行う。

国語／「物語を読み解
くーメディアの解釈ー」
／言語表現をそれぞれの
メディアの特性に応じて
変換させ、情報の作り手
と受け手の関係性に対す
る意識を高める。

国語／「四コマ漫画から
意見文を書く」／四コマ
漫画を吟味することで、
主張を読み取り、その主
張に対しての意見文を書
く。

自らの情報活用
を振り返り、評
価し改善しよう
とする態度

探究／「グループ探究活
動B」／探究活動におけ
る自分やグループの情報
活用について振り返り、
卒業研究での課題を明ら
かにする。

情報モラルや情
報に対する責任
について考え行
動しようとする
態度

情報社会に主体
的に参画し、そ
の発展に寄与し
ようとする態度

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等

様々な事象を情報と
その結び付きの視点
から捉え、複数の情
報を結びつけて新た
な意味を見いだす力
や、問題の発見・解
決等に向けて情報技
術を適切かつ効果的
に活用する力を身に
付けていること。

学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等

情報や情報技術を適
切かつ効果的に活用
して情報社会に主体
的に参画し、その発
展に寄与しようとす
る態度等を身に付け

ていること。

資質・能力の３つの柱と要素

知
識
・
技
能

情報と情報技術を活
用した問題の発見・
解決等の方法や、情
報化の進展が社会の
中で果たす役割や影
響、情報に関する

法・制度やマナー、
個人が果たす役割や
責任等について情報
の科学的な情報に裏
打ちされた形で理解
し、情報と情報技術
を適切に活用するた
めに必要な技能を身
に付けていること。

第２学年

「情報活用能力」育成のためのカリキュラム表（ver.5）

北海道教育大学附属函館中学校



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

情報と情報技術
を適切に活用す
るための知識と
技能

社会（地理）／「世界の
様々な地域（世界の
姿）」／地球儀や統計資
料から、必要な情報を読
み取る。

社会（地理）／「世界の様々な地
域（世界各地の人々の生活と環
境）」／雨温図や主題図から必要
な情報を読み取る。
探究／「探究のための基礎的・基
本的なスキル習得と演習A【主に
国語科に関する事柄】」／電話の
かけ方や手紙（礼状）の書き方、
電子メールの書き方、引用の仕
方、参考文献等の書き方、インタ
ビュー調査の方法について演習を
通して理解する。

国語／「フリップを用いて報告す
る」／テーマに基づいて情報を集
め、その情報をスライドシートに
まとめ報告する。
社会（歴史）／「歴史のとらえ
方」／年表から必要な情報を読み
取る。
探究／「探究のための基礎的・基
本的なスキル習得と演習Ｂ【主に
情報活用に関する事柄】」／
ChromebookやG suite for
Educationの使い方やタイピング
等について演習を通して身に付け
る。

外国語/学びのコーナー/
辞書の活用法を学ぶ。

社会（歴史）／「古代ま
での日本（古代国家の歩
みと東アジア世界）」／
系図から必要な情報を読
み取る。

社会（地理）／「世界の
様々な地域（世界の諸地
域・アジア州）／帯グラ
フや折れ線グラフから必
要な情報を読み取る。

外国語/Daily Scene 4/ウェブサイトの活用の
仕方について学ぶ。

数学／資料の分析／表計算ソ
フトのグラフ機能を活用し、
まとめる。

情報と情報技術
を活用して問題
を発見・解決す
るための方法に
ついての理解

数学／１次方程式の利用
／具体的な事象の中から
数量の関係を見いだし、
方程式をつくる。

理科／身のまわりの現象（鏡に反射する光の道
筋、凸レンズによる像のでき方）／光の反射・
屈折の法則性を理解し、鏡や凸レンズによって
変化する光の道筋を考察する。

国語／「図表を用いて報
告する」／図表から情報
を読み取り、問題点を見
つけ、その問題点につい
ての解決策をレポートに
書く。

情報社会の進展
とそれが社会に
果たす役割と及
ぼす影響につい
ての理解

保健体育（保健）／「心
身の機能の発達と心の健
康」／精神機能の発達と
自己形成について理解す
る。

保健体育（保健）／「心身の機能の発達と心の
健康」／欲求やストレスへの対処と心の健康に
ついて理解する。

情報に関する
法・制度やマ
ナーの意義と情
報社会において
個人が果たす役
割や責任につい
ての理解

探究／「探究のための基礎的・基
本的なスキル習得と演習Ｂ【主に
情報活用に関する事柄】」／情報
活用において必要なモラルやマ
ナー、ルールについて具体的な場
面や事例に即して考え理解する。

外国語/Daily Scene ３/グ
リーティングカードの書き方
を学ぶ。

様々な事象を情
報とその結び付
きの視点から捉
える力

問題の発見・解
決に向けて情報
技術を適切かつ
効果的に活用す
る力

理科／植物の世界（附属中植物
データベースをつくろう）／集め
た情報とインターネット上にある
情報を照らし合わせて植物を特定
し、身の回りにある植物について
知る。

美術／いきいきした花／
版画の下絵構成のため
に，さまざまな情報を収
集し効果的な制作をす
る。

探究／「グループ探究活
動A」／課題を解決する
ためのインタビュー調査
を行うのにふさわしい施
設や人物について、イン
ターネットを適切に活用
して探す。

社会（地理）／「世界の様々な地域（世界のさ
まざまな地域の調査）」／調査テーマを決める
ための情報を集める。
理科／身のまわりの現象（水中ではたらく力）
／水圧や浮力について、科学的概念を理解し、
水替え水槽や浮沈子のしくみを考察し、発表す
る。

相手や状況に応
じて情報を適切
に発信したり、
発信者の意図を
理解したりする

力

国語／「写真と言葉が生
み出す世界ーメディアリ
テラシー入門ー」／写真
と文章の関係を考え、効
果的に情報を相手に伝え
るためのメディアの活用
の仕方を話し合う。

社会（地理）／「世界の様々な地域（世界のさ
まざまな地域の調査）」／調査結果をレポート
にまとめる。調査の発表を行う。
美術／愛情たっぷり函館弁当／自分たちが提案
する函館駅弁当をクライアントやターゲットを
意識してプレゼンテーションする。
外国語/Listening activity 4/電車のトラブル
に対応するための表現技法を選択する能力を身
に付ける。
探究／「グループ探究活動A」／課題解決のた
めに収集し、整理・分析を行った情報を、小学
校６年生と保護者等へ伝えることを踏まえて、
ふさわしい発表内容と方法を考える。

探究／「グループ探究活
動A」／課題解決のため
に収集し、整理・分析を
行った情報を、小学校６
年生と保護者等へ伝える
ことを踏まえて、ふさわ
しい発表内容と方法を考
える。

探究／「グループ探究活動
A」／課題解決のために収集
し、整理・分析を行った情報
を、発表を聴く小学校６年生
と保護者等の立場や状況を考
えて、実際に発表する。

複数の情報を結
びつけて新たな
意味を見出した
り、自分の考え
を深めたりする
力

美術／彩色の基礎「ハコダテ色い
ろいろ」／歴史的な建造物に見ら
れる時層色環を通じて色彩の意味
を考察する。

社会（歴史）／「古代ま
での日本」／古代におけ
る人物と事柄をつなげ
て、古代の特色を考え
る。

理科／身のまわりの物質（物質の沸点と融点）
／状態変化に関する温度変化のデータ処理、グ
ラフ作成を関連させ、物質の沸点、融点の特徴
をとらえる。
探究／「グループ探究活動A」／課題を解決す
るために収集した様々な情報を結びつけたり、
新たな意味を見出したりして、課題の解決のた
めに自分の考えを作る。

探究／「グループ探究活動
A」／課題を解決するために
収集した様々な情報を結びつ
けたり、新たな意味を見出し
たりして、課題の解決のため
に自分の考えを作る。

国語／「アイデアを出して話
し合う」／話題に対して互い
にアイデアを出し合いなが
ら、グループで話し合う。
社会（歴史）／「中世の日
本」／中世における人物と事
柄を比較しつなげて、中世の
特色を考える。

情報を多面的・
多角的に吟味し
その価値を見極
めていこうとす
る態度

数学／比例・反比例の利用／比例の関係を、
表・式・グラフなどで表し、それぞれの特徴を
説明する。

国語／「電子レンジの発想」
「言葉のゆれを考える」「花
の形に秘められたふしぎ」／
３つの文章を構成・表現・主
張の３観点を基に比較し、筆
者の主張を読み取る。

数学／資料の活用/データから
統計量を求めて、統計量を根
拠に説明する。

自らの情報活用
を振り返り、評
価し改善しよう
とする態度

探究／「グループ探究活動
A」／探究活動における自分
やグループの情報活用につい
て振り返り、グループ探究活
動Bでの課題を明らかにす
る。

情報モラルや情
報に対する責任
について考え行
動しようとする
態度

探究／「探究のための基礎的・基
本的なスキル習得と演習Ｂ【主に
情報活用に関する事柄】」／情報
活用において必要なモラルやマ
ナー、ルールについて具体的な場
面や事例に即して考え理解する。

情報社会に主体
的に参画し、そ
の発展に寄与し
ようとする態度

「情報活用能力」育成のためのカリキュラム表（ver.5）

第１学年
北海道教

資質・能力の３つの柱と要素

知
識
・
技
能

様々な事象を情報と
その結び付きの視点
から捉え、複数の情
報を結びつけて新た
な意味を見いだす力
や、問題の発見・解
決等に向けて情報技
術を適切かつ効果的
に活用する力を身に
付けていること。

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等

情報と情報技術を活
用した問題の発見・
解決等の方法や、情
報化の進展が社会の
中で果たす役割や影
響、情報に関する

法・制度やマナー、
個人が果たす役割や
責任等について情報
の科学的な情報に裏
打ちされた形で理解
し、情報と情報技術
を適切に活用するた
めに必要な技能を身
に付けていること。

情報や情報技術を適
切かつ効果的に活用
して情報社会に主体
的に参画し、その発
展に寄与しようとす
る態度等を身に付け

ていること。

学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等



３月

理科／大地の変化（火山
活動による災害、地震の
災害）／火山活動や地震
のシュミレーション学習
を通して、火山災害と地
震災害を理解する。

数学／資料の活用／複数
の情報やデータからみつ
けた傾向や規則性をまと
める。

教育大学附属函館中学校
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