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116　日文

平成29年度より，既刊の教科書（3冊）に加え，新しく3

冊の教科書を発行しました。授業での扱いやすさを重視し
た「新・社会と情報」，イラスト中心の構成をさらに洗練さ
せた「新・見てわかる社会と情報」，知的好奇心をくすぐり，
深い理解につなげる「新・情報の科学」です。

教科書の縮刷のまわりにポイント解説を加え
た「朱書編」，指導案や授業展開例を示した
「指導編」，教科書のデータを収録した「ディジ
タルデータ編」で構成しています。

■ 朱書編
授業の流れやポイント，詳細な用
語解説などがまとめられています。

※�教授資料のご購入・販売等につきましては，お近くの特
約供給所へお問い合わせください。

監修／久野�靖（電気通信大学），佐藤�義弘（東京都立立川高等学校），辰己�丈夫（放送大学），
　　　中野�由章（神戸市立科学技術高等学校，大阪電気通信大学）

本資料は，「教科書発行者行動規範」に
則り，配布を許可されているものです。

情報 最新トピック集 2018 高校版
「情報」を学ぶための最新トピ
ックを厳選した資料集。「知っ
ておきたい」基本的な内容か
ら「もっと知りたい」高度な
内容まで，見開きでわかりや
すく解説しています。

B5判，200ページ，
定価1,015円（本体940円＋税8％）
ISBN978-4-536-25458-8
発行元：日経BP社

新・社会と情報 ISBN978-4-536-20712-6
新・見てわかる社会と情報 ISBN978-4-536-20713-3
新・情報の科学 ISBN978-4-536-20714-0
いずれもB5変型判，定価27,000円（本体25,000円＋税8％）
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○○○○○○○  No.00 ご注文は，最寄りの書店でお願いいたします。

弊社に直接ご注文いただく場合
●弊社のWebサイト「商品ストア」，またはFAXをご利用ください。

FAX：06-6606-5171（大阪本社業務部）
●商品名／数量／ご注文日／ご芳名／ご送付先（郵便番号・住所・電話番号）
を明記ください。

●詳しくは，弊社Webサイト「商品ストア」の購入ガイドをご覧ください。

※お知らせいただいた個人情報は，商品をお届けするために利用し，それ以外の目的には利用いたしません。
　なお，個人情報の取扱いについては，弊社Webサイト（プライバシーポリシー）をご覧ください。

教科「情報」メール
関連ニュースや研究会情報などを月に１
回配信。配信のご登録は左記のQRコー
ドまたはURLからお願いいたします。

https://www.nichibun-g.co.jp/textbooks/
joho/joho_mail/

情報科＋
全国の先生方のアイディアや取り組みか
ら，日々の授業にプラスできる情報をお
届けします。

Nichibun.net
教科書・副教材の関連データを
はじめ，機関誌のバックナン
バーや研究会情報，その他関連
教材などをWeb上で提供します。
http://nichibun.net/

ICT-Education
フォーラム「情報教育」
情報教育の実践例，教科書・教材の活用
事例など，全国の先生方からのレポート
をお届けします。

日文は教科「情報」をサポートします。

左ページは基本解説。右ページは
詳しい解説で見開きを構成。1
世の中の動きや，製品・サービス
動向など，最新の情報を掲載。 2

POINT!

NEW!!

教科書と同程度のページ数，同じ表
紙で，そのまま教室に持ち込めます。

教科書の見開きごとに
対応した構成で，授業
準備に役立ちます。

ディジタルデータ編朱書編 指導編

３冊共通

■ 指導編
生徒の学習活動や指導上の留意点
を示した「指導案」と，スライドご
とに説明事項をまとめた「授業展
開例」で構成されています。

●指導案

●授業展開例

■ ディジタルデータ編
教科書のデータやアニメーション教材など，
３冊共通の豊富なデータが収録されています。

●アニメーション教材

●練習問題●教科書のデータ

PDF 図版 テキスト スライド テスト問題集



Scratch・ドリトル編
教育用プログラミング言語「Scratch」と「ドリトル」
について，各6つのテーマで解説します。論理的思考
力や問題解決能力の育成を主眼に，楽しみながらプ
ログラミングの考え方やマナーを学べます。

B5判，32ページ，
定価378円（本体350円＋税8％）�
ISBN978-4-536-60091-0

Excel VBA編
B5判，32ページ
定価486円（本体450円＋税8％）
ISBN4-536-40137-7

JavaScript編
B5判，32ページ
定価486円（本体450円＋税8％）
ISBN978-4-536-40149-4

●Scratch

●ドリトル

コンピュータ入力問題集 第3版
Word，Excel，PowerPointの練習問題を多
数収録。問題を全面リニューアルし，各種検定
にも対応しています。繰り返し学習できる便
利な練習帳です。

B5判，120ページ，
定価626円（本体580円＋税8％）
ISBN978-4-536-25358-1　
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第₃章　表作成　第１節　初級基本問題

第３章　表作成
第₁節　初級基本問題

初級基本問題₁　★� 所要時間（　　分　　秒）

　次の表は，ある生徒の模擬試験の成績を示したものである。作成条件にしたがって，表とグラ
フを作成しなさい。

◎使用する新しい関数
・合計
SUM関数・・・指定した範囲の合計値を求める。
=SUM（セル番地：セル番地）
Ｂ10 ＝SUM（B５：B９）

・平均
AVERAGE関数・・・指定した範囲の平均値を求める（数値のみ）。
=AVERAGE（セル番地：セル番地）
Ｂ11 ＝AVERAGE（B５：B９）
Ｆ５ ＝AVERAGE（B５：E５）

※関数のボタン操作
�ホーム→［オートSUM］ボタンのメニューを利用すると，右図のようなメ
ニューが表示される。これを利用すると，上のような数式の入力を省くこ
とができる。ただし，必要に応じて範囲を選択し直す必要がある。

◎使用する機能
・中央揃え
�中央揃えにしたいセル番地をドラッグして，ホーム→ をクリックすると，文字がセンタリ
ングされる。
※離れた場所（セル）を複数選択する場合， Ctrl を利用することで一度に選択ができる。
たとえば，（B４～F４）を選択したあと， Ctrl を押しながら（A10～A11）を選択するなど。

・グラフ作成
１）A４～E９を選択し，挿入→［グラフ］→［縦棒］→［集合縦棒］をクリックする。�

２�）タイトルの表示・・・�［グラフタイトル］→［グラフの上］を選択し，「模擬試験成績表」と
入力。

３）軸ラベルの設定・・・�［軸ラベル］→［第１縦軸］を選択し，「点」と入力。
　�文字の向きは，軸ラベルの書式設定で［文字列の方向］を［縦書き］
に変更。

グラフ要素の追加
グラフを選択した状態で［グラフツール］→デザイン→［グラフ要素の追加］をクリック

する。その中でグラフタイトルや軸ラベルなどの必要な要素を選択すると，グラフに追加で
きる。
※�グラフを選択したときに右上に出てくる マーク（グラフ要素）を利用しても同様である。

各要素の書式設定
編集したい各要素をダブルクリックすると，右側に書式設定のウィンドウが表示される。

ここを利用することで，詳細設定ができる。
※�各要素を選択した状態で，書式→［選択対象の書式設定］でも同様の詳細設定ができる。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ E F
1
2 模擬試験成績表
3
4 ４月 ７月 10月 １月 平均
5 英語 82 67 69 55 ※
6 数学 65 78 85 89 ※
7 国語 46 55 59 56 ※
8 理科 74 63 68 59 ※
9 社会 35 40 55 65 ※
10 合計 ※ ※ ※ ※
11 平均 ※ ※ ※ ※
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模擬試験成績表

数学 国語 理科 社会英語

10月4月 7月 1月

解説

作成条件
１．表の形式および体裁は上の表を参考にして設定する。
　　　設定する書式：けい線，列幅，B４～F４およびA10～A11の中央揃え
２．※印の部分は，式や関数などを利用して計算を行い，結果を表示する。
３．10行目の「合計」は，各列の合計を求める。
４．11行目の「平均」は，各列の平均を求める。
５．Ｆ列の「平均」は，教科ごとの「４月」から「１月」までの平均を求める。
６．集合縦棒グラフは，表よりグラフ化するデータ範囲を指定して作成する。
①タイトルを入力（変更）する。
②軸ラベルを挿入し，方向を設定する。

／

00_03_コンピュータ入力問題集_三.indd   60-61 16/03/22   9:46

ネット社会を賢く生きよう！　
最新情報モラル 高校版
積極的にネットを活用するための基礎知識と実践スタディ

「べからず」集ではなく，生徒が「能動的にネットを使いこなせる」ことを主眼に編集。実践的なケーススタディ
を通して，情報モラルに対する正しい知識と態度を養います。

著：大橋真也，森夏節ほか　B5判，96ページ，定価518円（本体480円＋税8％）　ISBN978-4-536-25309-3　発行元：日経BP社　

Windows7・
Office2010編
B5判，128ページ
定価864円（本体800円＋税8％）
ISBN978-4-536-60059-0

Windows Vista・Office2007編
Office2003・情報モラル編

合冊シリーズ

情報デザイン編
B5判，32ページ
定価378円
（本体350円＋税8％）
ISBN978-4-536-60037-8

●ワープロ
Word 2003編
●表計算
Excel 2003編
●プレゼンテーション
PowerPoint 2003編
●インターネット／マルチメディア
3DCG編

冊子シリーズ

見てわかる情報モラル 第3版
トラブルに巻き込まれないために…。コンパ
クトな構成で情報モラルをしっかりおさえま
す。第3版ではスマートフォンやSNSにまつ
わる最新事例を充実させました。

B5判，48ページ，
定価410円（本体380円＋税8％）
ISBN978-4-536-25359-8

PointPoint

スマホのマナー 依　存 メールのマナー フィルタリング

詐　欺ウイルス対策 個人情報 ポイントカード パスワード

なりすまし S N S 匿 名 性 炎　上誹謗中傷

拡　散 肖 像 権 著 作 権 違法ダウンロード 適切な引用

ネットショッピング 情報の信憑性
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Lesson
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ポイント

 社会保障・税番号制度（マイナンバー）　個人や事業者に対して12～ 13桁の固有の番号を割り当て，納税や社会保障，災害時の被災者支援などの行政事務に
利用する制度です。マイナンバーも個人情報の一つです。大切に保管し，不用意に外部に漏らさないようにしましょう。

　チェック
 会員登録をする前に，その企業や団体が信頼できるか
を確認をしている。
 取得する情報の種類や，それらをどのように利用する
かを把

は

握
あく

している。
 望まない個人情報の利用がされた場合の対処方法を
知っている。

③個人情報の利用
提供した個人情報はさまざまなかたちで利用されます。
同意したつもりがないにも関わらず，勧

かん

誘
ゆう

の電話をされ
る，ダイレクトメールが届くなど，望まない用

よう

途
と

で個人
情報が使われた場合の適切な対処法を知っていますか？

②利用規約の確認
トモキさんは会員登録をするとき，規約を確認しません
でした。本当に大丈夫でしょうか？規約には取得する情
報の種類や，その情報の利用目的などが書かれています。
年会費などの料金に関することが示されていることもあ
り，知らないうちにお金を払

はら

わなければならない場合も
あります。

①会員登録をするときの注意点
ポイントカードをつくることで，わたしたちは便利な
サービスを受けることができます。一方で，企業や団体
はわたしたちの個人情報を取得し，それらを広告などの
販売促

そく

進
しん

の目的で利用しています。会員登録をすること
で個人情報の提供に同意しているということを理解する
必要があります。

個人情報を提供することによるメリットとデメリットは何だろうか？
会員登録をするときには何に気をつければよいだろうか？

個人情報の提供

どうして急にこんなに

ダイレクトメールが！？

SALE

学習
ワーク学割

メールだよ♪

MARUYAMA

学習
ワーク 学割

SALE

数日後…
ポイントも貯まったし，

つくってよかった！

た

ってうわ～！！

利用規約
1. 会員の資格について

　1) 入会手続き

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　2) 会員証
  ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

2. ポイントの取り扱いについて

  1) ポイントの付与

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　2) ポイントの使用

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

3. 個人情報の取り扱いについて

　1) 個人情報の利用目的

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　2) 個人情報の提供

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　3) 個人情報の開示・訂正・削除等

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

これ読むの面倒だよな…。

書かなきゃいけないとこだけ

書いて読み飛ばそう…。

ポイントカードを

つくると，

ポイントがつきます。

お得になるし，

お願いします。

￥
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3
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●●トピック●●ここが問題

予防と対策

確認問題
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❖ビッグデータ
これまでのデータベースでは処理できない
ほどの膨

ぼう

大
だい

なデータを集めたものをビッグ
データといいます。たとえば，購

こう

入
にゅう

履
り

歴
れき

，
位置情報，ソーシャルメディアへの書き込
み，会員情報などを用いて，一人ひとりに
合った商品やサービスを提供することが考
えられます。わたしたちはこうした情報を
知らず知らずのうちに提供していることも
忘れてはいけません。

❖個人情報保護法（→ p.47）

事業者が個人情報を適切に管理することを
定めた法律です。わたしたちは事業者に対
して自分に関する情報の開示・訂

てい

正
せい

・利用
停止を求めることができると，この法律で
定められています。

❖情報漏洩の原因
個人情報などの重要な情報が何らかの原因
で漏洩してしまう情報漏洩は，企業や官公
庁でも深刻な問題となっています。とくに
不正アクセス（→ p.20）による情報の持ち
出しは被害も大きく問題となっています。
最近では，2014 年に通信教育サービスの
企業が持っていた 2000 万件以上の顧

こ

客
きゃく

情
報が，外部の名

めい

簿
ぼ

業者に売られていた事件
がありました。

▲NPO日本ネットワークセキュリティ
協会「2013 年情報セキュリティイン
シデントに関する調査報告書～個人情
報漏えい編～」より

 SNS の自己診
しん

断
だん

アプリ　SNS上で複数の質問項
こう

目
もく

を入力すると，性格などを診断してくれるアプリを「友だち」からすすめられたことはありませんか？こうし
たアプリは，ユーザの個人情報を取得して結果を表示していることに注意が必要です。安易に利用したり，広めたりすることはやめましょう。

利用規約に目を通す
サービスを利用するとき，利用規約を読むようにしましょう。利用規約の内
容によっては，使用料金や違

い

約
やく

金
きん

だといって高額なお金を請
せい

求
きゅう

されることも
あります。利用者が一方的に不利になる規約は法律によって無効になります
が，トラブルに巻き込

こ

まれないためにも利用規約の内容を理解した上でサー
ビスを利用するようにしましょう。

情報を預
あず

ける企業や団体を確認する
大事な情報を提供する相手が信用できる企業や団体なのかを前もって調べる
ことは，個人情報やプライバシーを保護することに繋

つな

がります。ほかの利用
者の意見なども総合的に判断し，あやしいと感じたときにはサービスの登録
や利用をしないようにしましょう。

望まない個人情報の利用をされたら
望まない個人情報の利用がされたとき，企業に対して利用を止めるよう申し出る
ことができます。ただし架空請求を行うなど悪質な企業の場合は，こちらから連

れん

絡
らく

を取ると相手に個人情報を渡すことになってしまいます。この場合，自分から
は連絡をせずに，周囲の大人に相談し，警察や消費者センターに届け出ましょう。

どんな情報が取得され，利用されているかを知らない
サービスを利用するとき，利用規約に同意する必要があります。利用規約に
はサービス提供者の権利や利用者に対する禁止事

じ

項
こう

のほかに，個人情報の取
得や利用に関する内容が書かれています。利用規約を読まなかったとしても，
サービスを利用すると利用規約に同意したことになってしまいます。

望まない個人情報の利用がされている
企業や団体は集めた個人情報をマーケティングや広告などに活用しています。
これらはわたしたちにとって便利だと感じることもあれば，迷惑に感じる情報の
提供や勧誘が行われることもあります。万が一，個人情報を提供した企業で個
人情報の漏

ろう

洩
えい

があった場合，その情報をもとに詐
さ

欺
ぎ

などの金銭的な被害をあっ
たり，なりすましをされたりする可能性があります。

個人情報の管理について意識が低い
安易な気持ちで個人情報を提供することは，情報漏洩を自ら行っていること
と同じす。個人情報を守ることは，プライバシー（→ p.34）を守ることにも繋

つな

がります。

 次のうち，個人情報の取り扱いで適切なものをすべて選びなさい。

⑴ SNSのプロフィールをできるだけ詳
くわ

しく書く。
⑵ 規約を読まずにスマートフォンのアプリをインストールする。
⑶ 会員登録をする前に，サービスや企業が信頼できるか調べる。
⑷ メールやメッセージを送る前に，宛

あて

先
さき

を確認する。

便利さだけじゃなく情報の

使われ方も知っておこう

不正アクセス

漏洩原因比率

74.9%

設定ミス2.7％
誤操作1.7％

その他1.5％
紛失・置き忘れ6.1％
管理ミス9.2％
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プログラミングの楽しさを教える初学者に最適な1冊　

その他の
プログラミング

の本 その他の豊富なラインナップ

IT-Literacy　プラクティス「情報科」

レベル別の構成で
着実にスキルアップを。1
問題関連ファイルも
Nichibun.netで公開。2

POINT!

プログラミングの経験がゼロでも
わかる丁寧な解説。1
魅力的な実習課題で
プログラミングの楽しさを実感。2

POINT!

4コマ＋1コマの漫画で，
身近な事例を紹介。1

「問題点」とそれに対応する「予防
と対策」のセットでわかりやすく。2

POINT!

22のLesson
Lesson� 1� スマートフォンのマナー
Lesson� 2� 依存
Lesson� 3� 電子メールのマナー
Lesson� 4� SNSによる人間関係のトラブル
Lesson� 5� 有害サイトとフィルタリング
Lesson� 6� コンピュータウイルス対策
Lesson� 7� 詐欺にあわないために
Lesson� 8� 個人情報の管理
Lesson� 9� 個人情報の提供
Lesson10� パスワードの管理（不正アクセス）
Lesson11� なりすまし
Lesson12� 情報の共有と発信
Lesson13� 誹謗中傷
Lesson14� 実名と匿名
Lesson15� 炎上・拡散１
Lesson16� 炎上・拡散２
Lesson17� 肖像権とプライバシー
Lesson18� 著作権の侵害１
Lesson19� 著作権の侵害２
Lesson20� 適切な引用
Lesson21� ネットショッピング
Lesson22� 情報の信憑性

y教科書完全準拠　生徒用副教材

情報のノート
教科書の内容を順にたどりながら，学習内容を丁寧に確認
できるよう配慮しています。授業プリントの代わりに，また，
定期試験前の学習教材としてご活用ください。

情報のノート「新・社会と情報」
B5変型判，112ページ，定価518円（本体480円＋税8％）
生徒用　ISBN978-4-536-25361-1/教師用　ISBN978-4-536-25371-0
情報のノート「新・見てわかる社会と情報」
B5変型判，112ページ，定価518円（本体480円＋税8％）
生徒用　ISBN978-4-536-25362-8/教師用　ISBN978-4-536-25372-7
情報のノート「新・情報の科学」
B5変型判，120ページ，定価540円（本体500円＋税8％）
生徒用　ISBN978-4-536-25363-5/教師用　ISBN978-4-536-25373-4

※�生徒用には別冊「解答・
解説編」が付きます。教
師用書には，解答が紙
面に朱色で印刷されてい
ます（別冊「解答・解説
編」は付属しません）。

ご採用校にはディジタルデータをお送りします
ご採用校の先生には本文と解答の紙面そのままのPDFデータ
と，編集・加工がしやすいWord形式のデータをお送りします。
プリント作成や定期試験の問題作成などにご活用ください。

要点と用語の意味を
しっかりとおさえた「確認問題」。1
問題に取り組みながら
理解を深める「練習問題」。2

POINT!

1918 はじめてのドリトルプログラミング　—宝物拾いゲーム—

S
c
ra
tc
h

ド
リ
ト
ル

ステップ5 	「かめた」にエンジンをつけよう

時計＝タイマー！作る。 
時計！「かめた！ 10　歩く。」実行。

∞	「かめた」が10歩ずつ歩くように、エンジン（タイ
マー）をつくります。
【補足】実行すると「かめた」が走りだします。そのままにして
おくと画面の外へ逃げていくので、ステップ2〜 4で作成し
た「左」「右」ボタンで「かめた」を操作してみましょう。

はじめてのドリトルプログラミング
宝物拾いゲーム

文法を学ぶ前に、簡単なゲームをつくってドリトルにおけるプログラミングを体験しましょう。ここでは入
力するプログラムの意味を直感的に理解するために、プログラムを1行入力するごとに実行し、動作を確認
しながら進めてみてください。文法の詳しい理解は必要ありません。

Theme

dolit
tle

1

ステップ2 	「かめた」を操作するボタンをつくろう

左ボタン＝ボタン！ "左"　作る。  ™ ™	「左ボタン」をつくります。
【補足】実行すると画面に「左」というボタンが表示されます。
しかし、クリックしても何も起こりません。次のステップで、
押したときの動作をコンピュータに教えます。

たった11行のプログラムですが、これで「左」ボタンと「右」ボタンでカメを操作して宝物を拾う
簡単なゲームが完成しました。プログラムとはどういうものか、わかりましたか？  今回の実習
を通して気づいたことを確認してみましょう。

GOAL!

ステップ1 	画面にゲームの主役をつくろう

かめた＝タートル！作る。  ¡ ¡	「かめた」という名前でカメ（タートル）をつくりま
す。
【補足】画面の中央にカメが表示されます。 ステップ7 	宝物を増やそう

タートル！作る　"tulip.png"　変身する　ペンなし　100　–100　位置。 
タートル！作る　"tulip.png"　変身する　ペンなし　–100　100　位置。

¶	§を「コピー」して2回「貼り付け」ます。数値の
部分のみ変更します。
【補足】次は「かめた」が宝物を拾えるようにします。

ステップ4 	右に回転するボタンもつくろう

右ボタン＝ボタン！ "右"　作る。 
右ボタン：動作＝「かめた！ 30　右回り。」。

¢	「右ボタン」をつくり、ボタンを押したときに「か
めた」が右に30度回転するようにします。
【補足】「左」「右」のそれぞれのボタンで「かめた」が左右に回転
できるようになりました。

ステップ6 	宝物（チューリップ）をつくろう

タートル！作る　"tulip.png"　変身する　ペンなし　100　100　位置。  §

§	宝物をつくります。tulip.pngは半角で入力します。

TIPS
ドリトルの画面は、画面中央を原点（0，0）
とするxy座標になっています。「方眼紙」に

チェックマークを入れると、実行画面で座標を確認
できます。

【補足】カメの右上に宝物（チューリップ）が表示されます。次
のステップでは、宝物を増やします。

ステップ3 	ボタンを押した（クリックした）ときの動作を定義しよう

左ボタン：動作＝「かめた！ 30　左回り。」。  £ £	ボタンを押したときに、「かめた」が左に30度回転
するようにします。
【補足】実行すると、「左」ボタンを押すごとに「かめた」が左に
回転するようになります。

 ¢

 ∞

チェックマーク
を入れる

 ¶

ステップ8 	「かめた」が宝物を拾えるようにしよう

かめた：衝突＝「｜相手｜相手！消える。」。  • •	「かめた」と宝物が重なったときに相手を消して、
拾ったように見せます。

●	ゲームなどのソフトウェアは、プログラムでつ
くられている

●	プログラムは人間が書いている
●	プログラムは特別な「言語」で書く
●	文法がちがうとエラーになる
●	まちがって書くと、まちがって動く

●	書かれていないことは実行されない
●	上から順に実行される
●	ある状態になったとき（ボタンが押されたとき、
衝突したときなど）に実行される命令もある

●	ソフトウェアは自分たちでつくることができる

-300 -200 200 300-100 100

-100

100

次のステップ7で追加

5

4

アニメーションをつくろう　—繰り返しの利用①—

S
c
ra
tc
h

ド
リ
ト
ル

完成例

ステップ4 	ネコの見た目を変更する

¡	スプライトのコスチュームを変更して、

™	0.1秒動作を止める。
TIPS は「見た目」カテゴリーのブ

ロックです。スプライトに用意されている

コスチュームを切り替えます。
「制御」カテゴリーのブロック

の「1」をクリッ

クして「0.1」を入力すると、
をつくることが

できます。ここではネコの動作を0.1秒間停止させ

て、コスチュームを切り替える速さを制御します。

アニメーションをつくろう
繰り返しの利用①ネコがステージの端ではね返りながら歩くアニメーションを作成します。ここでは、ひと続きの命令を何

回も実行する「繰り返し」の使い方を理解しましょう。

Theme
scratch

1

ステップ1 	ネコがずっと動き続ける

¡	ステージ右上の をクリックすると、
™	右に10歩移動することをずっと繰り返す。	TIPS の「10」をクリックすると数字を

入力できます。正の数だけでなく、小数や

負の数も入力することができます。この例の場合は、

変更するとネコの移動距離が変わり、速さが変わり

ます。
【補足】実行すると、ネコが画面の右端へ進んで消えてしまい

ます。尻尾をクリックして左側へドラッグ＆ドロップすると、

画面内へ戻すことができます。
	次のステップでは、ネコが消えてしまわないようにするため、

ステージの端でネコがはね返るように変更します。

ステップ2 	ネコがステージの端で反転する

¡	ステージの端にネコが着いたら、反転する。TIPS
は「動き」カテゴリーの 

ブロックです。スプライトがステージの端

にぶつかったときにはね返らせる（反転させる）命令

です。
【補足】ステージの端にぶつかると、ネコの上下左右が反転し

ます。次に、左右にのみ反転するようにします。

ステップ3 	ネコが左右にのみ反転する

スプライトの詳細設定を行います。
¡	スプライトリストで、ネコのスプライトの左上に

ある をクリックする。™	「回転の種類」の をクリックする。
£	スプライトの名前を「ネコ」に変更する。

¢	ネコの移動する方向を変更する。
TIPS

¢の「向き」はスプライトの移動方向を設

定します。棒をドラッグして「90°」から少

しずらすと、「ネコ」が斜めに進むようになります。

これでプログラムは完成です。 をクリックして実行すると、ネ

コがステージの端ではね返りながら歩き続けるアニメーションにな

ります。
「繰り返し」を利用すると、ひと続きの命令を、同じ順番で何回も

実行することができます。どのような命令をどのような順番で繰り

返したいかを考えながらプログラムをつくることが重要です。
● やってみよう1）	

の「10」と
の「0.1」の部分の数値を変更して実行してみよう（小数や負の値にも変更で

きます）。2）	100歩歩くごとに3秒立ち止まるように、プログラムを変更してみよう。

GOAL!

繰り返しの部分

¡

™

£

™

¡

¢

¡

¡

™

ブロック同士の間にブロックを
はさむこともできます。

「制御」カテゴリーのブロックで、取り囲んだ

ブロックを繰り返し実行します。

プログラム

※�平成25年度より発行している「社会と情報」「見てわかる社会と情報」「情報の科学」の情報のノートも引き続きご採用いただけます。
詳しくは日文ネットをご確認ください。



Scratch・ドリトル編
教育用プログラミング言語「Scratch」と「ドリトル」
について，各6つのテーマで解説します。論理的思考
力や問題解決能力の育成を主眼に，楽しみながらプ
ログラミングの考え方やマナーを学べます。

B5判，32ページ，
定価378円（本体350円＋税8％）�
ISBN978-4-536-60091-0

Excel VBA編
B5判，32ページ
定価486円（本体450円＋税8％）
ISBN4-536-40137-7

JavaScript編
B5判，32ページ
定価486円（本体450円＋税8％）
ISBN978-4-536-40149-4

●Scratch

●ドリトル

コンピュータ入力問題集 第3版
Word，Excel，PowerPointの練習問題を多
数収録。問題を全面リニューアルし，各種検定
にも対応しています。繰り返し学習できる便
利な練習帳です。

B5判，120ページ，
定価626円（本体580円＋税8％）
ISBN978-4-536-25358-1　
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第₃章　表作成　第１節　初級基本問題

第３章　表作成
第₁節　初級基本問題

初級基本問題₁　★� 所要時間（　　分　　秒）

　次の表は，ある生徒の模擬試験の成績を示したものである。作成条件にしたがって，表とグラ
フを作成しなさい。

◎使用する新しい関数
・合計
SUM関数・・・指定した範囲の合計値を求める。
=SUM（セル番地：セル番地）
Ｂ10 ＝SUM（B５：B９）

・平均
AVERAGE関数・・・指定した範囲の平均値を求める（数値のみ）。
=AVERAGE（セル番地：セル番地）
Ｂ11 ＝AVERAGE（B５：B９）
Ｆ５ ＝AVERAGE（B５：E５）

※関数のボタン操作
�ホーム→［オートSUM］ボタンのメニューを利用すると，右図のようなメ
ニューが表示される。これを利用すると，上のような数式の入力を省くこ
とができる。ただし，必要に応じて範囲を選択し直す必要がある。

◎使用する機能
・中央揃え
�中央揃えにしたいセル番地をドラッグして，ホーム→ をクリックすると，文字がセンタリ
ングされる。
※離れた場所（セル）を複数選択する場合， Ctrl を利用することで一度に選択ができる。
たとえば，（B４～F４）を選択したあと， Ctrl を押しながら（A10～A11）を選択するなど。

・グラフ作成
１）A４～E９を選択し，挿入→［グラフ］→［縦棒］→［集合縦棒］をクリックする。�

２�）タイトルの表示・・・�［グラフタイトル］→［グラフの上］を選択し，「模擬試験成績表」と
入力。

３）軸ラベルの設定・・・�［軸ラベル］→［第１縦軸］を選択し，「点」と入力。
　�文字の向きは，軸ラベルの書式設定で［文字列の方向］を［縦書き］
に変更。

グラフ要素の追加
グラフを選択した状態で［グラフツール］→デザイン→［グラフ要素の追加］をクリック

する。その中でグラフタイトルや軸ラベルなどの必要な要素を選択すると，グラフに追加で
きる。
※�グラフを選択したときに右上に出てくる マーク（グラフ要素）を利用しても同様である。

各要素の書式設定
編集したい各要素をダブルクリックすると，右側に書式設定のウィンドウが表示される。

ここを利用することで，詳細設定ができる。
※�各要素を選択した状態で，書式→［選択対象の書式設定］でも同様の詳細設定ができる。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ E F
1
2 模擬試験成績表
3
4 ４月 ７月 10月 １月 平均
5 英語 82 67 69 55 ※
6 数学 65 78 85 89 ※
7 国語 46 55 59 56 ※
8 理科 74 63 68 59 ※
9 社会 35 40 55 65 ※
10 合計 ※ ※ ※ ※
11 平均 ※ ※ ※ ※

0

20
10

30
40
50
60

80
70

90
100

点

模擬試験成績表

数学 国語 理科 社会英語

10月4月 7月 1月

解説

作成条件
１．表の形式および体裁は上の表を参考にして設定する。
　　　設定する書式：けい線，列幅，B４～F４およびA10～A11の中央揃え
２．※印の部分は，式や関数などを利用して計算を行い，結果を表示する。
３．10行目の「合計」は，各列の合計を求める。
４．11行目の「平均」は，各列の平均を求める。
５．Ｆ列の「平均」は，教科ごとの「４月」から「１月」までの平均を求める。
６．集合縦棒グラフは，表よりグラフ化するデータ範囲を指定して作成する。
①タイトルを入力（変更）する。
②軸ラベルを挿入し，方向を設定する。
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ネット社会を賢く生きよう！　
最新情報モラル 高校版
積極的にネットを活用するための基礎知識と実践スタディ

「べからず」集ではなく，生徒が「能動的にネットを使いこなせる」ことを主眼に編集。実践的なケーススタディ
を通して，情報モラルに対する正しい知識と態度を養います。
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ポイント

 社会保障・税番号制度（マイナンバー）　個人や事業者に対して12～ 13桁の固有の番号を割り当て，納税や社会保障，災害時の被災者支援などの行政事務に
利用する制度です。マイナンバーも個人情報の一つです。大切に保管し，不用意に外部に漏らさないようにしましょう。

　チェック
 会員登録をする前に，その企業や団体が信頼できるか
を確認をしている。
 取得する情報の種類や，それらをどのように利用する
かを把

は

握
あく

している。
 望まない個人情報の利用がされた場合の対処方法を
知っている。

③個人情報の利用
提供した個人情報はさまざまなかたちで利用されます。
同意したつもりがないにも関わらず，勧

かん

誘
ゆう

の電話をされ
る，ダイレクトメールが届くなど，望まない用

よう

途
と

で個人
情報が使われた場合の適切な対処法を知っていますか？

②利用規約の確認
トモキさんは会員登録をするとき，規約を確認しません
でした。本当に大丈夫でしょうか？規約には取得する情
報の種類や，その情報の利用目的などが書かれています。
年会費などの料金に関することが示されていることもあ
り，知らないうちにお金を払

はら

わなければならない場合も
あります。

①会員登録をするときの注意点
ポイントカードをつくることで，わたしたちは便利な
サービスを受けることができます。一方で，企業や団体
はわたしたちの個人情報を取得し，それらを広告などの
販売促

そく

進
しん

の目的で利用しています。会員登録をすること
で個人情報の提供に同意しているということを理解する
必要があります。

個人情報を提供することによるメリットとデメリットは何だろうか？
会員登録をするときには何に気をつければよいだろうか？

個人情報の提供

どうして急にこんなに

ダイレクトメールが！？

SALE

学習
ワーク学割

メールだよ♪

MARUYAMA

学習
ワーク 学割

SALE

数日後…
ポイントも貯まったし，

つくってよかった！

た

ってうわ～！！

利用規約
1. 会員の資格について

　1) 入会手続き

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　2) 会員証
  ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

2. ポイントの取り扱いについて

  1) ポイントの付与

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　2) ポイントの使用

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

3. 個人情報の取り扱いについて

　1) 個人情報の利用目的

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　2) 個人情報の提供

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　3) 個人情報の開示・訂正・削除等

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

これ読むの面倒だよな…。

書かなきゃいけないとこだけ

書いて読み飛ばそう…。

ポイントカードを

つくると，

ポイントがつきます。

お得になるし，

お願いします。

￥

Point

2
4

1
3
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●●トピック●●ここが問題

予防と対策

確認問題

19

❖ビッグデータ
これまでのデータベースでは処理できない
ほどの膨

ぼう

大
だい

なデータを集めたものをビッグ
データといいます。たとえば，購

こう

入
にゅう

履
り

歴
れき

，
位置情報，ソーシャルメディアへの書き込
み，会員情報などを用いて，一人ひとりに
合った商品やサービスを提供することが考
えられます。わたしたちはこうした情報を
知らず知らずのうちに提供していることも
忘れてはいけません。

❖個人情報保護法（→ p.47）

事業者が個人情報を適切に管理することを
定めた法律です。わたしたちは事業者に対
して自分に関する情報の開示・訂

てい

正
せい

・利用
停止を求めることができると，この法律で
定められています。

❖情報漏洩の原因
個人情報などの重要な情報が何らかの原因
で漏洩してしまう情報漏洩は，企業や官公
庁でも深刻な問題となっています。とくに
不正アクセス（→ p.20）による情報の持ち
出しは被害も大きく問題となっています。
最近では，2014 年に通信教育サービスの
企業が持っていた 2000 万件以上の顧

こ

客
きゃく

情
報が，外部の名

めい

簿
ぼ

業者に売られていた事件
がありました。

▲NPO日本ネットワークセキュリティ
協会「2013 年情報セキュリティイン
シデントに関する調査報告書～個人情
報漏えい編～」より

 SNS の自己診
しん

断
だん

アプリ　SNS上で複数の質問項
こう

目
もく

を入力すると，性格などを診断してくれるアプリを「友だち」からすすめられたことはありませんか？こうし
たアプリは，ユーザの個人情報を取得して結果を表示していることに注意が必要です。安易に利用したり，広めたりすることはやめましょう。

利用規約に目を通す
サービスを利用するとき，利用規約を読むようにしましょう。利用規約の内
容によっては，使用料金や違

い

約
やく

金
きん

だといって高額なお金を請
せい

求
きゅう

されることも
あります。利用者が一方的に不利になる規約は法律によって無効になります
が，トラブルに巻き込

こ

まれないためにも利用規約の内容を理解した上でサー
ビスを利用するようにしましょう。

情報を預
あず

ける企業や団体を確認する
大事な情報を提供する相手が信用できる企業や団体なのかを前もって調べる
ことは，個人情報やプライバシーを保護することに繋

つな

がります。ほかの利用
者の意見なども総合的に判断し，あやしいと感じたときにはサービスの登録
や利用をしないようにしましょう。

望まない個人情報の利用をされたら
望まない個人情報の利用がされたとき，企業に対して利用を止めるよう申し出る
ことができます。ただし架空請求を行うなど悪質な企業の場合は，こちらから連

れん

絡
らく

を取ると相手に個人情報を渡すことになってしまいます。この場合，自分から
は連絡をせずに，周囲の大人に相談し，警察や消費者センターに届け出ましょう。

どんな情報が取得され，利用されているかを知らない
サービスを利用するとき，利用規約に同意する必要があります。利用規約に
はサービス提供者の権利や利用者に対する禁止事

じ

項
こう

のほかに，個人情報の取
得や利用に関する内容が書かれています。利用規約を読まなかったとしても，
サービスを利用すると利用規約に同意したことになってしまいます。

望まない個人情報の利用がされている
企業や団体は集めた個人情報をマーケティングや広告などに活用しています。
これらはわたしたちにとって便利だと感じることもあれば，迷惑に感じる情報の
提供や勧誘が行われることもあります。万が一，個人情報を提供した企業で個
人情報の漏

ろう

洩
えい

があった場合，その情報をもとに詐
さ

欺
ぎ

などの金銭的な被害をあっ
たり，なりすましをされたりする可能性があります。

個人情報の管理について意識が低い
安易な気持ちで個人情報を提供することは，情報漏洩を自ら行っていること
と同じす。個人情報を守ることは，プライバシー（→ p.34）を守ることにも繋

つな

がります。

 次のうち，個人情報の取り扱いで適切なものをすべて選びなさい。

⑴ SNSのプロフィールをできるだけ詳
くわ

しく書く。
⑵ 規約を読まずにスマートフォンのアプリをインストールする。
⑶ 会員登録をする前に，サービスや企業が信頼できるか調べる。
⑷ メールやメッセージを送る前に，宛

あて

先
さき

を確認する。

便利さだけじゃなく情報の

使われ方も知っておこう

不正アクセス

漏洩原因比率

74.9%

設定ミス2.7％
誤操作1.7％

その他1.5％
紛失・置き忘れ6.1％
管理ミス9.2％
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プログラミングの楽しさを教える初学者に最適な1冊　

その他の
プログラミング

の本 その他の豊富なラインナップ

IT-Literacy　プラクティス「情報科」

レベル別の構成で
着実にスキルアップを。1
問題関連ファイルも
Nichibun.netで公開。2

POINT!

プログラミングの経験がゼロでも
わかる丁寧な解説。1
魅力的な実習課題で
プログラミングの楽しさを実感。2

POINT!

4コマ＋1コマの漫画で，
身近な事例を紹介。1

「問題点」とそれに対応する「予防
と対策」のセットでわかりやすく。2

POINT!

22のLesson
Lesson� 1� スマートフォンのマナー
Lesson� 2� 依存
Lesson� 3� 電子メールのマナー
Lesson� 4� SNSによる人間関係のトラブル
Lesson� 5� 有害サイトとフィルタリング
Lesson� 6� コンピュータウイルス対策
Lesson� 7� 詐欺にあわないために
Lesson� 8� 個人情報の管理
Lesson� 9� 個人情報の提供
Lesson10� パスワードの管理（不正アクセス）
Lesson11� なりすまし
Lesson12� 情報の共有と発信
Lesson13� 誹謗中傷
Lesson14� 実名と匿名
Lesson15� 炎上・拡散１
Lesson16� 炎上・拡散２
Lesson17� 肖像権とプライバシー
Lesson18� 著作権の侵害１
Lesson19� 著作権の侵害２
Lesson20� 適切な引用
Lesson21� ネットショッピング
Lesson22� 情報の信憑性

y教科書完全準拠　生徒用副教材

情報のノート
教科書の内容を順にたどりながら，学習内容を丁寧に確認
できるよう配慮しています。授業プリントの代わりに，また，
定期試験前の学習教材としてご活用ください。

情報のノート「新・社会と情報」
B5変型判，112ページ，定価518円（本体480円＋税8％）
生徒用　ISBN978-4-536-25361-1/教師用　ISBN978-4-536-25371-0
情報のノート「新・見てわかる社会と情報」
B5変型判，112ページ，定価518円（本体480円＋税8％）
生徒用　ISBN978-4-536-25362-8/教師用　ISBN978-4-536-25372-7
情報のノート「新・情報の科学」
B5変型判，120ページ，定価540円（本体500円＋税8％）
生徒用　ISBN978-4-536-25363-5/教師用　ISBN978-4-536-25373-4

※�生徒用には別冊「解答・
解説編」が付きます。教
師用書には，解答が紙
面に朱色で印刷されてい
ます（別冊「解答・解説
編」は付属しません）。

ご採用校にはディジタルデータをお送りします
ご採用校の先生には本文と解答の紙面そのままのPDFデータ
と，編集・加工がしやすいWord形式のデータをお送りします。
プリント作成や定期試験の問題作成などにご活用ください。

要点と用語の意味を
しっかりとおさえた「確認問題」。1
問題に取り組みながら
理解を深める「練習問題」。2

POINT!

1918 はじめてのドリトルプログラミング　—宝物拾いゲーム—

S
c
ra
tc
h

ド
リ
ト
ル

ステップ5 	「かめた」にエンジンをつけよう

時計＝タイマー！作る。 
時計！「かめた！ 10　歩く。」実行。

∞	「かめた」が10歩ずつ歩くように、エンジン（タイ
マー）をつくります。
【補足】実行すると「かめた」が走りだします。そのままにして
おくと画面の外へ逃げていくので、ステップ2〜 4で作成し
た「左」「右」ボタンで「かめた」を操作してみましょう。

はじめてのドリトルプログラミング
宝物拾いゲーム

文法を学ぶ前に、簡単なゲームをつくってドリトルにおけるプログラミングを体験しましょう。ここでは入
力するプログラムの意味を直感的に理解するために、プログラムを1行入力するごとに実行し、動作を確認
しながら進めてみてください。文法の詳しい理解は必要ありません。

Theme

dolit
tle

1

ステップ2 	「かめた」を操作するボタンをつくろう

左ボタン＝ボタン！ "左"　作る。  ™ ™	「左ボタン」をつくります。
【補足】実行すると画面に「左」というボタンが表示されます。
しかし、クリックしても何も起こりません。次のステップで、
押したときの動作をコンピュータに教えます。

たった11行のプログラムですが、これで「左」ボタンと「右」ボタンでカメを操作して宝物を拾う
簡単なゲームが完成しました。プログラムとはどういうものか、わかりましたか？  今回の実習
を通して気づいたことを確認してみましょう。

GOAL!

ステップ1 	画面にゲームの主役をつくろう

かめた＝タートル！作る。  ¡ ¡	「かめた」という名前でカメ（タートル）をつくりま
す。
【補足】画面の中央にカメが表示されます。 ステップ7 	宝物を増やそう

タートル！作る　"tulip.png"　変身する　ペンなし　100　–100　位置。 
タートル！作る　"tulip.png"　変身する　ペンなし　–100　100　位置。

¶	§を「コピー」して2回「貼り付け」ます。数値の
部分のみ変更します。
【補足】次は「かめた」が宝物を拾えるようにします。

ステップ4 	右に回転するボタンもつくろう

右ボタン＝ボタン！ "右"　作る。 
右ボタン：動作＝「かめた！ 30　右回り。」。

¢	「右ボタン」をつくり、ボタンを押したときに「か
めた」が右に30度回転するようにします。
【補足】「左」「右」のそれぞれのボタンで「かめた」が左右に回転
できるようになりました。

ステップ6 	宝物（チューリップ）をつくろう

タートル！作る　"tulip.png"　変身する　ペンなし　100　100　位置。  §

§	宝物をつくります。tulip.pngは半角で入力します。

TIPS
ドリトルの画面は、画面中央を原点（0，0）
とするxy座標になっています。「方眼紙」に

チェックマークを入れると、実行画面で座標を確認
できます。

【補足】カメの右上に宝物（チューリップ）が表示されます。次
のステップでは、宝物を増やします。

ステップ3 	ボタンを押した（クリックした）ときの動作を定義しよう

左ボタン：動作＝「かめた！ 30　左回り。」。  £ £	ボタンを押したときに、「かめた」が左に30度回転
するようにします。
【補足】実行すると、「左」ボタンを押すごとに「かめた」が左に
回転するようになります。

 ¢

 ∞

チェックマーク
を入れる

 ¶

ステップ8 	「かめた」が宝物を拾えるようにしよう

かめた：衝突＝「｜相手｜相手！消える。」。  • •	「かめた」と宝物が重なったときに相手を消して、
拾ったように見せます。

●	ゲームなどのソフトウェアは、プログラムでつ
くられている

●	プログラムは人間が書いている
●	プログラムは特別な「言語」で書く
●	文法がちがうとエラーになる
●	まちがって書くと、まちがって動く

●	書かれていないことは実行されない
●	上から順に実行される
●	ある状態になったとき（ボタンが押されたとき、
衝突したときなど）に実行される命令もある

●	ソフトウェアは自分たちでつくることができる

-300 -200 200 300-100 100

-100

100

次のステップ7で追加

5

4

アニメーションをつくろう　—繰り返しの利用①—

S
c
ra
tc
h

ド
リ
ト
ル

完成例

ステップ4 	ネコの見た目を変更する

¡	スプライトのコスチュームを変更して、

™	0.1秒動作を止める。
TIPS は「見た目」カテゴリーのブ

ロックです。スプライトに用意されている

コスチュームを切り替えます。
「制御」カテゴリーのブロック

の「1」をクリッ

クして「0.1」を入力すると、
をつくることが

できます。ここではネコの動作を0.1秒間停止させ

て、コスチュームを切り替える速さを制御します。

アニメーションをつくろう
繰り返しの利用①ネコがステージの端ではね返りながら歩くアニメーションを作成します。ここでは、ひと続きの命令を何

回も実行する「繰り返し」の使い方を理解しましょう。

Theme
scratch

1

ステップ1 	ネコがずっと動き続ける

¡	ステージ右上の をクリックすると、
™	右に10歩移動することをずっと繰り返す。	TIPS の「10」をクリックすると数字を

入力できます。正の数だけでなく、小数や

負の数も入力することができます。この例の場合は、

変更するとネコの移動距離が変わり、速さが変わり

ます。
【補足】実行すると、ネコが画面の右端へ進んで消えてしまい

ます。尻尾をクリックして左側へドラッグ＆ドロップすると、

画面内へ戻すことができます。
	次のステップでは、ネコが消えてしまわないようにするため、

ステージの端でネコがはね返るように変更します。

ステップ2 	ネコがステージの端で反転する

¡	ステージの端にネコが着いたら、反転する。TIPS
は「動き」カテゴリーの 

ブロックです。スプライトがステージの端

にぶつかったときにはね返らせる（反転させる）命令

です。
【補足】ステージの端にぶつかると、ネコの上下左右が反転し

ます。次に、左右にのみ反転するようにします。

ステップ3 	ネコが左右にのみ反転する

スプライトの詳細設定を行います。
¡	スプライトリストで、ネコのスプライトの左上に

ある をクリックする。™	「回転の種類」の をクリックする。
£	スプライトの名前を「ネコ」に変更する。

¢	ネコの移動する方向を変更する。
TIPS

¢の「向き」はスプライトの移動方向を設

定します。棒をドラッグして「90°」から少

しずらすと、「ネコ」が斜めに進むようになります。

これでプログラムは完成です。 をクリックして実行すると、ネ

コがステージの端ではね返りながら歩き続けるアニメーションにな

ります。
「繰り返し」を利用すると、ひと続きの命令を、同じ順番で何回も

実行することができます。どのような命令をどのような順番で繰り

返したいかを考えながらプログラムをつくることが重要です。
● やってみよう1）	

の「10」と
の「0.1」の部分の数値を変更して実行してみよう（小数や負の値にも変更で

きます）。2）	100歩歩くごとに3秒立ち止まるように、プログラムを変更してみよう。

GOAL!

繰り返しの部分

¡

™

£

™

¡

¢

¡

¡

™

ブロック同士の間にブロックを
はさむこともできます。

「制御」カテゴリーのブロックで、取り囲んだ

ブロックを繰り返し実行します。

プログラム

※�平成25年度より発行している「社会と情報」「見てわかる社会と情報」「情報の科学」の情報のノートも引き続きご採用いただけます。
詳しくは日文ネットをご確認ください。
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116　日文

平成29年度より，既刊の教科書（3冊）に加え，新しく3

冊の教科書を発行しました。授業での扱いやすさを重視し
た「新・社会と情報」，イラスト中心の構成をさらに洗練さ
せた「新・見てわかる社会と情報」，知的好奇心をくすぐり，
深い理解につなげる「新・情報の科学」です。

教科書の縮刷のまわりにポイント解説を加え
た「朱書編」，指導案や授業展開例を示した
「指導編」，教科書のデータを収録した「ディジ
タルデータ編」で構成しています。

■ 朱書編
授業の流れやポイント，詳細な用
語解説などがまとめられています。

※�教授資料のご購入・販売等につきましては，お近くの特
約供給所へお問い合わせください。

監修／久野�靖（電気通信大学），佐藤�義弘（東京都立立川高等学校），辰己�丈夫（放送大学），
　　　中野�由章（神戸市立科学技術高等学校，大阪電気通信大学）

本資料は，「教科書発行者行動規範」に
則り，配布を許可されているものです。

情報 最新トピック集 2018 高校版
「情報」を学ぶための最新トピ
ックを厳選した資料集。「知っ
ておきたい」基本的な内容か
ら「もっと知りたい」高度な
内容まで，見開きでわかりや
すく解説しています。

B5判，200ページ，
定価1,015円（本体940円＋税8％）
ISBN978-4-536-25458-8
発行元：日経BP社

新・社会と情報 ISBN978-4-536-20712-6
新・見てわかる社会と情報 ISBN978-4-536-20713-3
新・情報の科学 ISBN978-4-536-20714-0
いずれもB5変型判，定価27,000円（本体25,000円＋税8％）

CD22169 2018年3月　作成

CD12345

日文教育資料［小学校社会］

平成26年（2014年）1月20日発行

○○○○○○○  No.00 ご注文は，最寄りの書店でお願いいたします。

弊社に直接ご注文いただく場合
●弊社のWebサイト「商品ストア」，またはFAXをご利用ください。

FAX：06-6606-5171（大阪本社業務部）
●商品名／数量／ご注文日／ご芳名／ご送付先（郵便番号・住所・電話番号）
を明記ください。

●詳しくは，弊社Webサイト「商品ストア」の購入ガイドをご覧ください。

※お知らせいただいた個人情報は，商品をお届けするために利用し，それ以外の目的には利用いたしません。
　なお，個人情報の取扱いについては，弊社Webサイト（プライバシーポリシー）をご覧ください。

教科「情報」メール
関連ニュースや研究会情報などを月に１
回配信。配信のご登録は左記のQRコー
ドまたはURLからお願いいたします。

https://www.nichibun-g.co.jp/textbooks/
joho/joho_mail/

情報科＋
全国の先生方のアイディアや取り組みか
ら，日々の授業にプラスできる情報をお
届けします。

Nichibun.net
教科書・副教材の関連データを
はじめ，機関誌のバックナン
バーや研究会情報，その他関連
教材などをWeb上で提供します。
http://nichibun.net/

ICT-Education
フォーラム「情報教育」
情報教育の実践例，教科書・教材の活用
事例など，全国の先生方からのレポート
をお届けします。

日文は教科「情報」をサポートします。

左ページは基本解説。右ページは
詳しい解説で見開きを構成。1
世の中の動きや，製品・サービス
動向など，最新の情報を掲載。 2

POINT!

NEW!!

教科書と同程度のページ数，同じ表
紙で，そのまま教室に持ち込めます。

教科書の見開きごとに
対応した構成で，授業
準備に役立ちます。

ディジタルデータ編朱書編 指導編

３冊共通

■ 指導編
生徒の学習活動や指導上の留意点
を示した「指導案」と，スライドご
とに説明事項をまとめた「授業展
開例」で構成されています。

●指導案

●授業展開例

■ ディジタルデータ編
教科書のデータやアニメーション教材など，
３冊共通の豊富なデータが収録されています。

●アニメーション教材

●練習問題●教科書のデータ

PDF 図版 テキスト スライド テスト問題集


