
時間 学習活動・内容 指導上の留意点 評価

展開2
20分

音声データの圧縮 スライド 5
●音声データはデータ量が大きいのでデータ量
を小さくする工夫（圧縮）が必要となることを
理解する。

音声ファイルの圧縮方法 スライド 6
●MP3の圧縮方法を例に，データ量を小さく
するための工夫について理解する。

●データ量を小さくする圧縮技術のおかげで，
小さな音楽プレーヤに多くの音楽を保存し，
持ち歩くことができるようになったことを知
る。

音楽のファイル形式 スライド 7
●おもな保存形式について，圧縮の有無ととも
に理解する。

不正コピーを防ぐしくみ スライド 8～10
●ディジタル化された楽曲の特徴を知る。
●複製しても音の劣化がないことによる長所，
短所を考えさせる。

● 長所は，CDから音楽プレーヤにオリジナル
の品質のまま複製できる点であることを理解
する。

●短所は，不正コピーされたり海賊版がつくら
れたりしやすい点であることを理解する。

●不正コピーを防ぐしくみの必要性を理解する。

●DRMとは，ディジタル著作権管理のことで
あるということを理解する。

●DRMの方法としては，コピー自体をできな
くすることや，コピーはできても再生をでき
なくすること，コピー回数を制限することな
どがあることを知る。

●不正コピーを防ぐ技術について調べる。

●パソコンやボイスレコーダを使って声を録音
し，データ量がどれくらいのサイズになるか
確認する実習をさせてもよい。

●教科書p.61，またはスライドを参考に，人間
の可聴範囲を超える部分をカットすることで
圧縮していることを説明する。

●ディジタルでなかった時代は，多くの曲を保
存し，持ち歩くことは難しかったことを比較
対象としてあげるとよい。

　  例  カセットテープでは最大120分，CDで
は最大約80分が限度であった。

●データの圧縮ができることもディジタルの長
所であることを確認する。

●何通りもの保存形式があるのは，開発した企
業が異なったり（例：WAVEはMicrosoft社，
AIFFはApple社），圧縮方法が異なったり
しているからだと説明する。

●生徒にグループワークで考えさせたり，調べ
させたりするとよい。調べた結果はワークシ
ートやノートに記入させる。

●不正コピーを防ぐためには，モラルや法律な
どによる解決だけでなく，技術的に不正コピ
ーを不可能にすることが必要となることを説
明する。

●コピー回数を制限することで違法コピーを防
ぐことはできるが，私的複製ができなくなる
など使いにくくなる部分もある。そのバラン
スが難しいことにもふれておく。

●例として，地上派ディジタル放送で用いられ
ている「ダビング10」についてふれてもよい。
ダビング10は，コピー回数を一定数まで制限
する技術である。

イ ノート，
　 実習

イ，ウ ノート

エ ノート，
      ペーパーテスト

ウ，エ 
ノート，実習

まとめ
5分

学習目標の確認
●携帯型音楽プレーヤは，ディジタル技術で小
さな機器に多くの音楽を保存できることを理
解する。

●携帯型音楽プレーヤで多くの曲を保存できる
のは，圧縮などのディジタル技術の進歩のお
かげであることを説明する。

●そのいっぽうで，ディジタル化された曲は複
製しやすいため，それを防ぐ技術も必要とな
ったことをつけ加える。

●便利な技術には，正と負の両方の側面がある
ことを説明する。

イ，エ
ノート，
ペーパーテスト
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コンピュータ教室実施場所

携帯型音楽プレーヤ，ＣＤプレーヤ・ラジカセなど音楽を聴くための機器準備物

音楽プレーヤに用いられているディジタル技術について理解させる。本時の目標

生徒にとって身近な携帯型音楽プレーヤで用いられているディジタル技術を題材に，ディジタル化のし
くみや，音楽のファイル形式の違い，不正コピーを防ぐしくみについて理解させる。

本時について

教科書使用教材

音楽プレーヤのしくみp.60-61
教科書

ア ： 関心・意欲・態度 イ ： 思考・判断・表現 ウ ： 技能 エ ： 知識・理解
○音楽プレーヤのしくみについ
て関心を持つ。

○携帯型音楽プレーヤに多くの
曲が保存できる理由をディジ
タル化，圧縮技術との関係か
ら考え，説明できる。

○音楽のファイル形式の特徴を
踏まえ，適切な形式を選択し
活用できる。

〇不正コピーを防ぐ技術につい
ての理解をもとに，音楽ファ
イルを適切に扱うことができ
る。

○音楽プレーヤのしくみについ
て理解する。

〇音楽のファイル形式の違いを
その特徴とともに理解する。

〇不正コピーを防ぐしくみの必
要性や，技術について理解す
る。

評価規準

時間 学習活動・内容 指導上の留意点 評価

導入
10分

音楽を聴く方法 スライド 1
●普段どのようにして音楽を聴いているのかを
考え，発表する。

本時の学習内容を把握する
●音楽プレーヤのしくみ
●音楽のファイル形式
●不正コピーを防ぐしくみ

●ノートやワークシートに自分で考えた答えを
記入させ，発表させる。ほかの生徒の発表で
出た内容もメモさせる。

●スマートフォン，または音楽プレーヤの実物
を示しながら説明してもよい。

●小さな携帯型音楽プレーヤにたくさんの音楽
が入るのはどういうしくみなのかを考えさせ
る。

ア，イ
行動観察，
ノート

展開1
15分

音楽プレーヤのしくみ スライド 2
●教科書p.60の図について理解する。

音楽の保存と再生 スライド 3～4
●アナログデータは，ディジタルデータに変換
して保存するＡ/Ｄ変換を行うことを理解す
る。

●プレーヤの中には，音楽がディジタルデータ
として保存されていることを理解する。

●メモリに保存されているディジタルデータを
アナログ信号へ変換（Ｄ/Ａ変換）することで，
音楽を聴いていることを理解する。

●教科書とスライドの図を使い，音楽プレーヤ
にデータを保存し，再生するまでの流れを説
明する。

● 音楽データには，CDやインターネット上で
ダウンロードされたデータのようなディジタ
ルデータのものと，マイクやオーディオ機器
で再生したものを録音するアナログデータの
ものがあることを説明する。

●アナログデータの場合，機器の中でディジタ
ルデータに変換する作業が必要である。これ
をＡ/Ｄ変換ということを説明する。

●メモリに保存されているディジタルデータで
は，人間はそのまま聴くことができない。曲
を再生して聴くためには，アナログ信号への
変換が必要であることを説明する。

ア 行動観察，
　 ノート
エ ノート，
      ペーパーテスト

本時の展開
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時間 具体的な学習活動 指導上の留意点・配慮事項 評価内容と方法

ウ
行動観察

ウ
ワーク
シート

エ
行動観察

２進法による表現  スライド４ ～ スライド８

コンピュータが２進法で計算や記録を行っ
ていることを知り，２進法による表現を学ぶ。

２進法の表現で，（　）のあとに２を添える
ことを知る。

２進法から10進法への数の変換方法を理解
する。

10進法から２進法への数の変換方法を理解
する。

16進法を知り，２進法から16進法への数の
変換方法を理解する。

16進法から２進法への数の変換方法を理解
する。

 チャレンジ29 スライド９
以下の計算を行う。
①（10）16　→　２進法
②（1100001）2　→　10進法
③（423）10　→　２進法
④（1100001）2　→　16進法

本時のまとめ  スライド10
アナログデータとディジタルデータについ
て，以下のことを確認する。
・データの加工や編集が簡単にできる。
・異なる種類のデータを統合できる。
・複製による劣化がない。
・さまざまな記録メディアに保存できる。
２進法の表現について以下のことを確認す
る。
・２進法→10進法への変換
・10進法→２進法への変換
・２進法→16進法への変換
・16進法→２進法への変換

展開２
20分

展開３
15分

実習

まとめ
5分

２進法の桁数がビット数をあらわしているこ
とを理解させるとともに，０と１の２種類の
記号のパターンで情報を区別していることを
理解させる。
時間があれば，数学では数字の後ろに（　）２
と小さく添えたり，また，16進法であればは
じめに0xをつけたり，後ろにｈをつけたりと，
さまざまな表記があることにふれてもよい。
位の重みづけがポイントであることを強調し，
２進法であるから，位の数が１桁あがるたび
に２倍になっていることに気づかせる。
20＝1であることは「数学Ⅰ」の範囲外である
ので，場合によっては，「１の位」程度にして
流してもよい。
２で割った余りに着目させるとともに，余り
が０のときに忘れずに書くことを意識させる。
はじめに16進法についてふれ，教科書p.131
の表を対比させながら考えさせる。
24＝16であるため，２進法４桁を16進法１桁
であらわすことができる。わたしたち人間は
０と１だけの２進法よりも16進法のほうがわ
かりやすいので，この表記を用いることがあ
ることを理解させる。
16進法から２進法はまったく逆で，16進法１
桁を２進法４桁に展開すれば簡単に変換でき
ることに気づかせる。
計算がとても楽になるため，10進法ではなく
16進法を用いるとよいことを強調する。

４桁ずつに展開させる。
位取りに気をつけさせる。
２で割った余りから求めさせる。
４桁ずつ区切って変換させる。
余力がある生徒には，たとえば1111111は

　10000000の１つ前だから128－1＝127など，
補数を用いた求め方などにふれてもよい。

ディジタルデータの特徴はこれまでの実習な
ども振り返らせながら確認していく。
計算自体は足し算，掛け算，余りのある割り
算程度なので，練習をしっかりさせて自信を
つけさせる。
16進法の表記は次時以降で文字コードや色情
報などでも出てくるので，しっかりと慣れさ
せる。

備考／参考文献　・日本文教出版　2017　『情報のノート　新・見てわかる社会と情報』　p.72－73　日本文教出版
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時間 具体的な学習活動 指導上の留意点・配慮事項 評価内容と方法

実施場所 コンピュータ教室

使用教材  教科書（p.130－131），ワークシート

本時の目標  ディジタルの特徴を理解するとともに，２進法による数のあらわし方を理解する。

本時について  情報のディジタル化の導入として，ディジタルとアナログの比較を通して，ディジタルの特徴を
つかむとともに，第５章第２節の基礎となる２進法による数の表現について学習する。

準備物 説明用スライド，ワークシート

教科書 p.130−131

本時の展開

本時の概要の説明  スライド１
教科書p.130の本文を読む。

ディジタルとアナログの違いについて知る。

ディジタルデータの特徴  
スライド２ ～ スライド３

教科書p.130の「ディジタルデータの特徴」
の図を見ながら，アナログデータとディジ
タルデータの特徴を比較する。
ディジタルデータでは，アナログデータに
比べて，データの加工や編集が簡単にでき
ることを確認する。

Ｑ．  自分のノートの内容を修正したい場合は
どうするか？

Ａ．  「消しゴムで消す」「新しい紙に書く」

異なる種類のデータを統合できることを確
認する。

複製による劣化がないことを理解する。

さまざまな記録メディアに保存できること
を確認する。

導入
5分

展開１
5分

「連続する量」という考え方を生徒は理解しに
くいので，ここでは簡単に「温度や長さ，重
さなどを，限りなく細かくすることができる
状態」という理解にとどめる。
教科書p.130本文下のイラストの場合は「温
度」という連続する量を，左の温度計では0.1℃
間隔に区切って表示していることからディジ
タル，右図は温度計の中のアルコールの「長さ」
という別の連続する量であらわしていること
からアナログといえる。

中学校である程度学習している。生徒の理解
度によっては，簡単な説明にとどめてもよい。

ディジタルデータの大きな特徴の１つが，デー
タの加工や編集が簡単にできることであるた
め，生徒の気づきや意見を最大限取り入れて
説明を展開する。
Webサイトやプレゼンテーションソフトウェ
アのスライドなどをイメージさせ，１つのメ
ディアで，文字，画像，音声，動画を同時に
扱えることに気づかせる。
コピー機でのコピーだと，ノイズが入りぼや
けてくるが，ディジタルの場合は複製による
劣化がないことを確認する。ただし，複製す
る過程で非可逆圧縮やリサイズ等が自動的に
される場合があるので，単なる複製の過程に
限った場合であることに注意させる。
アナログデータの場合は保存メディアを選ぶ
が，ディジタルデータの場合は，画像，文字，
音声，動画，いずれもファイルサイズさえ問
題がなければ，USBメモリやDVD，HDDな
どに保存できる点に気づかせる。

ア・イ
行動観察

ディジタルの特徴

ア：関心・意欲・態度 イ：思考・判断・表現 ウ：技能 エ：知識・理解

ディジタルデータの特徴
について関心を持つ。

アナログデータとディジ
タルデータの違いを比較す
ることができる。

２進法と10進法，２進
法と16進法の相互変換が
できる。

２進法による数のあらわ
し方を理解する。

評価規準



時間 学習活動・内容 指導上の留意点 評価
・ 演算装置，制御装置は，データの演算（計算
など）や各装置の制御（命令の実行に必要な信
号を各装置に送るなど）を行う装置。
 例   CPU（中央演算処理装置）

・ 記憶装置とは，データやプログラムを保存す
るための装置である。
 例   主記憶装置（メインメモリ），補助記憶
装置（ハードディスク）

●それぞれ実物があれば確認する。
●主記憶装置は電源を切るとデータやプログラ
ムは消える。いっぽう，補助記憶装置は電源
を切っても記録内容は保持できることを理解
する。

●各装置の役割などを理解する。

●演算装置は多様な形式を持つデータに対して，
四則演算（加算・減算・乗算・除算），論理演算，
大小比較を行うことに触れてもよい。

●CPUが直接アクセスできる主記憶装置に対
して，CPUが直接アクセスできないものを
補助記憶装置ということも知らせるとよい。

展開2
15分

コンピュータと周辺機器の接続 スライド 6～9
●周辺機器とは，プリンタ，ディスプレイなど
を指すことを理解する。

●インタフェースの意味と具体的にどの部分を
指すかを理解する。

●共通の統一規格であるUSBにより，さまざま
な周辺機器が簡単に接続できることを知る。

●無線技術の普及について理解する。

●周辺機器を接続することでコンピュータの用
途が広がることを示す。

●環境が許せば，コンピュータと周辺機器をイ
ンタフェースを用いて接続させる実習を行っ
てもよい。

●HDMIはブルーレイディスクレコーダなどの
接続に使われることに触れてもよい。

●Wi-FiやBluetoothの技術により接続できる
機器が増えたことも説明する。

ウ 実習

まとめ
5分

学習目標の確認 スライド10
次の点について，理解できたか確認する。
・ コンピュータはハードウェアとソフトウェア
で構成されている。

・ コンピュータを構成する各装置の名称と役割
について。

・ 周辺機器とコンピュータ本体を接続するイン
タフェースの役割について。

・無線技術について。

●学習目標確認用のワークシートを作成し，生
徒にチェックさせて確認するとよい。

エ ワークシート

生徒の活動 教師の関わり

1. 分解してもよいコンピュータやスマートフォンを準備
する。もし，それらが準備できないときは，できるだ
け大きな内部が写った写真を準備する。
2. 分解し，CPU，メインメモリ，補助記憶装置の場所を

特定する。それぞれのはたらきを確認しながら，配置
場所の特徴を考える。
3. グループで問題解決し，その結果をワークシートにま

とめる。

●コンピュータやスマートフォンの実物，もしくは写真
を準備，あるいは生徒の準備を補助する。

●グループでの問題解決の成果をまとめられるようなワ
ークシートを事前に準備する。

●ワークシートを参照し，生徒の理解度を確認する。

2

コンピュータやスマートフォンが分解されている写真
や実物を見つけ，CPUやメインメモリ，補助記憶装
置がどこにあるか確認してみよう。

生徒は，今まで触れてきたコンピュータやスマートフ
ォンは，1つの完成された機械という見方をしている
はずである。ここではそれらを構成している各装置に
着目させ，各装置がどのようなはたらきをしているの
かを確かめることをねらいとする。

ね らい

39

コンピュータ教室実施場所

CPU，メモリ，ハードディスクなどの実物教材，プログラムソース，ワークシート（展開1，まとめ，確認2）準備物

コンピュータが動作するために必要な要素は何かを理解させる。本時の目標

コンピュータの動作にはハードウェアとソフトウェアが必要であることと，コンピュータを構成するさ
まざまな装置とそのはたらきを理解させる。

本時について

教科書使用教材

コンピュータの動作のしくみp.14-15
教科書

ア ： 関心・意欲・態度 イ ： 思考・判断・表現 ウ ： 技能 エ ： 知識・理解
○コンピュータの動作のしくみ
に関心を持ち，積極的に利用
しようとする。

○コンピュータを構成するさま
ざまな装置や，そのはたらき
に関心を持つ。

○コンピュータの各装置がどの
ような役割を担っているかを
考えることができる。

○周辺機器を接続することでど
のような用途に利用できるか
を考えることができる。

○コンピュータと周辺機器を適
切に接続できる。

○実物のコンピュータにおいて，
各装置が実際にどこにあるか
を理解している。

○主記憶装置や補助記憶装置の
意味やはたらきを理解し，そ
れらの特徴を説明できる。

評価規準

時間 学習活動・内容 指導上の留意点 評価

導入
5分

本時の学習項目を把握する
・ハードウェアとソフトウェア
・コンピュータの構成
・コンピュータと周辺機器の接続

●学習項目を知らせるだけでは内容がよくつか
めないことがあるので，できればハードウェ
アなどの具体物を示して生徒の関心を引きつ
ける工夫をしたい。

ア 行動観察

展開1
25分

ハードウェアとソフトウェア スライド 1
●コンピュータはハードウェアと呼ばれる装置
などの実体物と，ソフトウェアと呼ばれる装
置などを動かすための命令や処理手順などを
記述したものから成り立っていることを理解
する。

●ソフトウェアはプログラム言語で記述されて
いることを知る。

コンピュータの構成 スライド 2～5
●コンピュータを構成する5つの装置それぞれ
の役割を知る。

　・ 入力装置は，コンピュータに指示やデータ
を与えるための装置。

　  例  キーボード，マウス，イメージ・スキャ
ナなど

　・ 出力装置は，コンピュータ内部で処理した
結果を表示する装置。

　  例  ディスプレイ，プリンタなど

●実際にコンピュータを起動し，ソフトウェア
のはたらきを実感させる。

●ハードウェア，ソフトウェアそれぞれの違い
をしっかりと理解するために，両者の例をあ
げるよう生徒に問うとよい。「ハードウェアの
例とソフトウェアの例をそれぞれあげてみよ
う」→「ハードウェアの例はコンピュータと
スマートフォン，ソフトウェアの例はOS」。

●プログラム言語で作成されたソースなどを見
せて，人間が記述し作成されたものであるこ
とを知らせる。事前に適当なソースを見つけ
ておき，プロジェクタなどで映して生徒に示
す。

●各装置の担っている役割がどのようなものか
をワークシートによって問うことも考えられ
る。

ア 行動観察

イ ワークシート

本時の展開
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