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下坂部小学校の情報教育カリキュラム

尼崎市立下坂部小学校 島田 佳幸

１．情報教育カリキュラムの概要

（１）２本立てのカリキュラム

本校は平成１３年度より情報教育専科（Ｔ・Ｔ）制度を設け、基本のスキ

ル定着を目的とした情報専科カリキュラム、教科での情報活用をねらいとし

た教科学習カリキュラムの２本立て展開している。

ステージ カリキュラム名 内 容 ／ 時間配当

基礎・スキル 情報専科ｶﾘｷｭﾗﾑ 機器の操作スキル・情報モラルの習得・情報活

(資料 参照) 用課程の定着(実践のための基礎) 2,3

３年以上週１時間 １ ２年学期毎５時間程度,

応用・実践化 教科学習ｶﾘｷｭﾗﾑ 情報活用の実践化、具現化 、教科での活用

（教科への活用） （資料Ａ参照） 各学年とも学期１題材

（２）情報活用課程の基本モデルと授業（教科学習カリキュラム）での展開

単元の流れに沿って６つのステップですすめていく情報活用課程の基本モ

デル（資料 ）もとに 単元構想・授業計画を具体化したものが、教科学習C
カリキュラム学年編（資料Ｂ）と活用実践表（資料Ｄ）である。つまり、基

本モデルをもとにして、学期ごとの単元計画と具体化が計られている。

（資料Ａ） 教科学習カリキュラム全校編 学期ごとの重点題材

１学期 ２学期 ３学期

１年 がっこうたんけん(生活 コンピュータでかいた絵を コンピュータかるた）

紹介しよう(国語) (国語)

２年 ことばのかいだん(国語 カードを作ろう(図工） スイミーのかみしばい）

８ｈ ５ｈ を作ろう(国語）６ｈ

３年 棒グラフであらわそう かくれた色がでてきたよ おもちゃランドのＣＭ

(算数） (図工) (理科)

４年 水から出発(総合） ローマ字(国語) １／２成人式(総合)

３５ｈ ７ｈ ３５ｈ

５年 お米について調べよう グラフをかこう(算数) ６年生に贈るメッセー

(社会） ジカード (図工)

６年 いろいろな立方体(算数)私のカレンダー(図工) お世話になった人へ

２ｈ ２ｈ (家庭)２ｈ
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（資料Ｂ） 教科学習カリキュラム４学年編 題材ごとの情報活用課程（ステップ）の内容

４学年 １学期 情報活用課程 水から出発(総合） ２学期 ローマ字(国語) ３学期 １／２成人式(総合)

学習課程 内 容 学習課程 内 容 学習課程 内 容

企画構想 社会見学をもとに、環境について 企画構想 ローマ字入力ですてきなカードを 企画構想 １／２成人式で思い出のアルバム

調べよう 作ろう を作ろう

計画立案 学習計画を立てよう 計画立案 作る計画を立てよう 計画立案

アルバム作りの計画を立てよう

収集／探求 テーマを決め、情報を集めよう、 収集／探求 季節に合ったデザインのカードを 収集／探求

調べよう 考えよう

製作／創造 製作／創造 考えに基づいてカードを作ろう 製作／創造 アルバムに入れる資料を集めよう

調べたことをもとにして、まとめ

発表／交流 よう 発表／交流 作品紹介したり、カードを送った

りしよう 発表／交流 コンピュータを利用してアルバム

評価／発展 発表と話し合いをしよう 評価／発展 感想を述べ合おう を作ろう

これからの環境づくりを考えてい 評価／発展 １／２成人式で思い出のアルバム

こう を披露しよう

（資料Ｃ）情報活用課程の基本モデル

ステップ 情 報 活 用 課 程 身につけたい力やスキルの例

企画構想 ☆学習の目標やテーマを決めよう 企画力・生み出す力 目標を決め取り組む力

計画立案 ☆学習計画、作業計画を立てよう 全体を見通す力 計画する力 予測、イメージする力

収集・探求 ☆情報を集めよう 選択する力 記録する力

どんな集め方があるだろうか(方法を知る） 情報を収集する力 コミュニケーションをとる力

どの集め方が合っているだろうか（方法を選択する） 正しく対人する(礼儀)力 情報収集機器を使う力

どのようにしたら、きちんと集められるだろうか(方法を適切に使う）

製作・創造 ☆情報をもとに発表資料を作ろう

・集めた情報を分析しよう

ひとつの資料から どんなことが言えるだろうか 考えられるだろうか 物事を見極め分析する力、 。 。

集めた資料全体から、どんなことが言えるか。考えられるか。 全体を把握して思考する力

・選択・整理しよう 整理選択する力

使える情報、使えない情報を分けよう

・使える情報のどの部分を使うか検討しよう 事象を検討する力

・情報をもとに発表資料を作ろう

資料の構成内容を考えよう

構成内容の例：事実・事象の説明、考察、疑問 内容を構成する力 再構築する力

資料の発表方法、あらわし方やレイアウトを考え作ろう 発表方法を適切に選択する力

発表方法 使用機器や方法 要約する力 文章表現力

あらわし方の例 文章要約、箇条書き、見出し小見出し、図や絵 レイアウトする力

写真、グラフ、記号など

レイアウト 見やすい わかりやすい 楽しいレイアウト

発表・交流 ☆作った資料をもとに発表・伝達・交流しよう

・役割分担や手順を考えよう 順序だてて考える力

・わかりやすく楽しく伝えるための工夫を考えよう 相手をイメージして考え工夫する力

・模擬練習と相互アドバイスをしよう 自己修正、再構成する力

・リハーサルをしよう 相互検証し高めあう力

・発表や交流をしよう 表現・伝達する力 コミュニケーション力

評価・発展 ☆自己反省や自己評価、相互検討をしよう 相互評価し高めあう力

全課程を通して／各課程ごとに／自己評価／相互評価 自己評価・自己成長する力
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（ ） （ ）資料Ｄ ﾓﾃﾞﾙ 活用実践表 展開例１年３学期 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀかるた 国語基本 に基づき作成した

情報活用課程の基本モデルをもとに具体化

教科学習カリキュラム 全校編： 学期ごとの重点題材

教科学習カリキュラム 学年編： 題材ごとの情報活用課程

（ステップ)の内容

活用実践表： 単元（題材）の 情報活用課程の内容や身につけ

たい力、スキルを具体化

ステップ 情 報 活 用 課 程 身につけたい力やスキル

企画構想 ☆学習の目標やテーマを決めよう 目標を決め取り組む力

・ 自分のカルタを作ろう ・作ったカルタでカルタ大会をしよう

計画立案 ☆学習計画、作業計画を立てよう 全体を見通す力 計画する力 予測、イメージする力

（１）収集・探求－カルタにすることばを考える

（２）製作・創造－コンピュータを活用してつくる 印刷する 台紙に貼る

（３）発表・交流－学級カルタ大会や１２年交流カルタ大会をする,
（４）評価・発展－カルタ作りやカルタ大会のふりかえりをする

収集・探求 ☆カルタにすることばを考えよう(方法を知る （方法を選択する）(方法を適切に）

使う） ことばに対するリズム感

・語彙数 リズム 内容 などに気をつけてことばを集める、考える ことばを考え選択する力（内容を構成、文章表現する力）

・考えたら自分で詠んで、必要に応じて修正を加える ふりかえり、自己修正する力

製作・創造 ☆考えたことばもとにカルタを作ろう

（１）自分で考えたことばをコンピュータで入力する 校正、レイアウトする力

・読みやすいように 工夫して入力する 文字入力の操作スキル

行頭をそろえる 言葉の区切りで改行する

（２）印刷して 台紙に貼る

（３）手書きのイラストを加える

付加してよりよいものにしていく工夫

発表・交流 ☆作ったカルタをもとに発表・伝達・交流しよう

学級内カルタ大会や１・２年交流カルタ大会をしよう 順序だてて考える力

・役割分担や手順を考えよう 相手をイメージして考え工夫する力

・わかりやす楽しくすすめるための工夫を考えよう 自己修正、再構成する力

進め方 ルール 詠み方 相互検証し高めあう力

・模擬練習と相互アドバイスをしよう 表現・伝達する力 聞き取る力

・交流カルタ大会をしよう コミュニケーション力
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（３）情報専科カリキュラムで育む情報活用能力

情報専科カリキュラム（資料Ｅ）では、教科での情報活用のもととなる基

礎・基本のスキルや能力を育成する。平成１４年度前期は、情報活用課程

の定着に重点が置かれ、コンピュータや周辺機器だけにとらわれず、模造

紙での作成・発表など色々なメディア媒体での活用を図っている。後期は

全校児童ともホームページ作成を中心にコンピュータの活用に特化してい

る。このように操作スキルの習得だけでなく、教科活用にかかわる情報活

用能力全般の育成を目的とし、教科学習カリキュラムと同様に基本モデル

（資料Ｆ）にもとづいて展開している。

情報活用課程の定着

・企画構想～評価／発

展まで、学習の見通

しを持たせる。

メディアの複合活用

・情報活用の各課程を

通して、各メディア

を複合的に使用。

操作・活用スキル育成

・コンピュータおよび

周辺機器の操作

・各種の情報活用能力

企画の話し合い

プレゼンテーション

（資料Ｅ） 情報専科カリキュラム

前 期 後 期
(情報活用課程の定着） (コンピュータ活用）

コンピュータはおともだち わたしのホームページ
１年 ・トップページ作成

・自己紹介

コンピュータでできるよ わたしのホームページ
２年 こんなこと ・トップページと次ページ作成

・自己紹介／わたしのベスト５

個人新聞を作ろう インターネット入門
３年 私のホームページ

・複数ページ作成
・フリーページ

模造紙で発表 インターネット活用
４年 私のホームページ

・複数ページ作成
・フリーページ

コンピュータプレゼン ネチケットを学ぼう
５年 メールの使い方

私のホームページ
・プレゼン挿入
・各ページ自由構成

ビデオレター、ビデオＣ ネチケットを学ぼうM
６年 メールの使い方

私のホームページ
・動画挿入
・各ページ自由構成
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（資料Ｆ） 基本モデルにもとづいた活用実践表（専科カリキュラム）

計画 立案のステップで使う計画表 評価のステップで使うふり返り表/

カリキュラムに基づいた活用実践 展開編 例 ３～６学年 私のホームページ
ステップ 情 報 活 用 課 程 身につけたい力やスキルの例
企画構想 ☆学習の目標やテーマを決めよう 企画力・生み出す力 目標を決め取り組む力

・自分自身のホームページを作成し、発信しよう
計画立案 ☆学習計画、作業計画を立てよう 全体を見通す力 計画する力 予測、イメージする力

（１）収集・探求－トップページや全体構成（各ページ）の内容を考え、素材を
集める

（２）製作・創造－レイアウトや表現を工夫してページを作成する
（３）発表・交流－学級内や全校での発表、校外交流などに生かし発信する
（４）評価・発展－発表ごとにふりかえりをする
☆情報（ホームページの構成と素材）を考え、集めよう 選択する力 記録する力

どんな集め方があるだろうか(方法を知る） 情報を収集する力
収集・探求 どの集め方が合っているだろうか（方法を選択する） 情報モラル（著作権・プライバシーなど）

どのようにしたら、きちんと集められるだろうか(方法を適切に使う） 情報収集機器を使う力
・文章 ・写真 ・イラスト ・動画 ・サウンド ・ページレイアウト等

☆情報（ホームページの構成素材）をもとにホームページを作ろう 物事を見極め分析する力
・表示、表現の方法やレイアウトを考え作ろう 全体を把握して思考する力

製作・創造 内容 ・・・各ページの内容、特徴をわかりやすく表現 整理選択する力
※１ レイアウト・・・見やすい わかりやすい 楽しいレイアウト 事象を検討する力

内容を構成する力 再構築する力（全体・各ページ）
要約する力 文章表現力
レイアウトする力

※１…各ページごとに（収集・探求）⇔（製作・創造）を繰り返し、修正・再 ホームページ作成のコンピュータ操作スキル
構築しながらすすめていく。 （写真、動画、文章 、イラスト、サウンドなどの挿、

入・編集・装飾・レイアウト）

発表・交流 ☆作った資料をもとに発表・伝達・交流しよう
学級内発表・・・中間発表、最終発表 順序だてて考える力
学校内発表・・・全校プレゼンテーション 相手をイメージして考え工夫する力
校外発信 ・・・交流校への発信 保護者向け発信 自己修正、再構成する力

相互検証し高めあう力
表現・伝達する力 コミュニケーション力

評価・発展 ☆発表・伝達場面ごとに自己反省や自己評価、相互検討をしよう 相互評価し高めあう力
全課程を通して／各課程ごとに／自己評価／相互評価 自己評価・自己成長する力
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（２）教科、総合的な学習での活用実践例

･メディア活用のしかたと実践例

「印刷物での活用 「プレゼンテーションでコンピュータの機能面から 」

及び に分け、紹介する。の活用」 「情報・通信活用」

･･･コンピュータで編集したものを印刷し、コミュニケａ．印刷物での活用

ーションのツール（道具）として用いた活用

実践例① ４年 ｢ひとりの手 小さな手 みんなの手 大きな手｣・

福祉領域での活用である｡ 子ども達がコンピュータを利用して点字名刺を

作成。さらに地域の方や保護者に作り方を教え、出来上がった点字名刺を

もとに、目の不自由な方との交流に活用した。自分たちが作った点字の名

刺が、視覚障害の さんに指先の感覚だけであっという間に読みあげれH
通じたときのうれしさと驚き。その驚きは、点字打ちの実演において感覚

だけを頼りに猛スピードで打たれていく時、最高点に達した。 その後は

「幼少時から現在に至る生き様 「生活や仕事の様子」や「生活の知恵」」

などに会話が及び、 さんが社会人として活躍する姿、それらをとつとつH
と語る姿に子ども達は大いに感銘を受け、生き様を学んだ。

実践例② ６年「下小 近松ワールド」・

近松門左衛門の作品｢丹波の与作(道中双六)｣を低学年向けに自分達でア

レンジしてコンピュータで絵本にしたグループ、 図書やインターネット

を利用して情報収集･選択し｢近松小学生新聞｣をコンピュータで編集･作

成したグループなど様々な印刷物での利用がみられた。これらは学年内

のポスターセッションで相互検討したのち、異学年交流や｢地域に開かれ

た参観日｣において地域の方々との発表交流に活用した。郷土の伝統文化

に触れ、積極的に関わるよい機会となった。近松学習は過年度から脈々

と受け継がれ、校歌にも「大近松の名と共に･･･」と歌われる。上記の例

のほかにも、人形を自作して劇化したり、 作成するなどメディアの工CM
夫・活用もさかんである。授業の枠を越え学校行事や課外活動にも取り

入れられ 淡路島三原中学校との浄瑠璃交流 ｢浄瑠璃クラブの活動｣ 近、「 」 「

松応援団の招聘」など交流も多彩である。

･･･コンピュータをディスプレイや大型ｂ．プレゼンテーションでの活用

モニターや液晶 プロジェクターとつなぎ提示、交流型のプレゼン

ーションを展開した活用
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実践例③ ４年 「広げよう！ 友達の輪」・

地域のお年寄りとの交流会「ふれあいの会」を計画するにあたり、グ

ループ毎に企画書をプ レゼンテーションで提案し、工夫点や改善点など

をみんなで話し合った。それらの意見をグループに持ち 帰り検討、企画

を再構築した。

実践例④ ４年 「ようこそ ふれあいパソコン教室へ」・

既習経験を生かし、地域の人たちにコンピュータを教え交流を深める

ことをねらいとして行った。カード作りやアルバム作成、名刺作り、ス

テンドグラスなど作成教材の各コーナー、図鑑ソフトや文字入力練習ゲ

ームなどの体験コーナー、４年生のコンピュータでの学習・取り組みを

紹介するプレゼンテーションのコーナーなど多種多様な場を設けた。各

、 、コーナーを決めるにあたっては 単なる技能の伝達にとどまることなく

「作って使う喜び 「体験する楽しみ 「伝え、通じ合うよさ」などを交」 」

流の要素として話し合いをすすめていった。また、案内やわかりやすい

説明の仕方、役割分担なども検討しあった。保護者や地域の方へのアン

ケートでは 「がんばってわかりやすく教えてくれた」等の意見が多く、、

子どもたちの振り返りでも前向きな意見、達成感が目立つなどやよい交

流の時間がすごせたようである。

・実践例⑤ 全学年 「全校プレゼンテーション」

各学年１年間のコンピュータでの学習の取り組み、全学年のこどもた

ちの記録や作品を全５３台のコンピュータを使って全校規模で一斉に紹

介するもの。内容は、ほとんど全ての教科にわたる。各学年とも事前に

ビデオ放送で する。兄弟学年でペアを組んで各学年のコーナーをまPR
わるが、その際にお互いの作品を説明しあったり質問に答えたりする。

他学年のものについては、参加者が見たいものを選択して、自由に操作

する。

主な作品：１年「コンピュータかるた」２年｢ネームシール｣｢クリスマス

カード｣３年「電子マップ作成・街角紹介 「マイカレンダー」４年「身」

のまわりのことをグラフに表そう 「ステンドグラス」｢デジタル絵画｣」

５年「自然学校アルバム」 年｢創作プレゼンテーション｣など6

･･･インターネットやメールなど通信機能を活用した活用ｃ .情報･通信活用
実践例⑥ ５年 ｢伝えよう！ 私たちの町のくらし｣・

韓国天安市ミラ小学校との国際交流において、自分たちの住む地域や・
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生活の様子を色々な方法で工夫してまとめ、情報発信していくものであ

る。さらに、交流を通じ外国の異文化や共通文化にふれることにより、

視野や考え方を広げていきたい。

実践例⑦ ６年 「知ろう伝えよう 私たちの町」・

自分たちで調べた町の様子や状況をさらに多くの人々に知ってもらう

ために、ホームページで情報発信するグループがみられた。ホームペー

ジには掲示板も設置され、ページを見た人の声も反映されるようになっ

ている。

実践例① 実践例②
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１年

かるた

（国語）

３年

校区探検

（ ）社会科

実践例⑥
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３．おわりに

情報教育を自動車に例えると、操作スキルが「部品 、スキルに基づいた実」

践・活用が部品を組み合わせてできた「車体やエンジン 、これらを通して」

育まれる情報活用能力が「車の走行」にあたる。ひとつひとつの「部品」の

完成度が高くても、部品の組み合わせがしっかりしていないと「よい車体や

エンジン」はできない。さらに車の性能がよくても 「走らせ方」がよくな、

いと真価が発揮できない。また、専科カリキュラムでは、スキルや活用能力

「 」 、 、の習得が学習の 目標 そのものであるのに対し 教科でのメディア活用は

教科のねらい達成のための 手段 である そして 総合的な学習では 生「 」 。 、 、「

きて働く力としての情報活用」である。これらは相互関連し合うもので、今

、 。後はそれぞれの改善を重ねることで 総合的な力量をつけていく必要がある

印刷物での活用プレゼンテーションでの活用 情報・通信活用

主として直接的な交流 主として間接的な交流
離れたところでその場で

ふれあいメディアで育むもの

状況・様子 考え方 生き方 気持ち

自分（達）の

相手の

様々な方法で

様々な相手 自分

様々な場で

より広く より深く

探る・知る・考える

表現する・行動する

創造・表現 発信・交信型の交流

生きて働く力

情報機器活用の多様性 交流対象の多様性 交流方法・形態の多様性

多様性⇔発展性



- 11 -


