現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）

現行学習指導要領【情報の科学】
（平成21年告示）

備 考
「見方・考え方」は

第 10 節

情

報

第 10 節

情

報

「深い学び」の鍵とな
るものとして全ての教

第１款 目 標

第１款

目

標

科で整理されている。
情報科では「様々な事

情報及び情報技術を活用するための知識と

情報に関する科学的な見方・考え方を働か

技能を習得させ，情報に関する科学的な見方

せ，情報技術を活用して問題の発見・解決を

きの視点から捉える」

や考え方を養うとともに，社会の中で情報及

行う学習活動を通して，問題の発見・解決に

「複数の情報を結びつ

び情報技術が果たしている役割や影響を理解

向けて情報と情報技術を適切かつ効果的に活

けて新たな意味を見出

させ，社会の情報化の進展に主体的に対応で

用し，情報社会に主体的に参画するための資

す」「問題の発見･解

きる能力と態度を育てる。

質・能力を次のとおり育成することを目指

決等に向けて情報技術

す。

を適切かつ効果的に活

(1) 情報と情報技術及びこれらを活用して
問題を発見・解決する方法について理解

（社会と情報に同じ）

象を情報とその結びつ

用する」ことなどが例
示されている。

を深め技能を習得するとともに，情報社
会と人との関わりについての理解を深め

「資質・能力」は「３

るようにする。

つの柱」に整理され，

(2) 様々な事象を情報とその結び付きとし

評価の３観点に対応す

て捉え，問題の発見・解決に向けて情報

る。３観点は(1)「知

と情報技術を適切かつ効果的に活用する

識・技能」(2)「思

力を養う。

考・判断・表現」(3)

(3) 情報と情報技術を適切に活用するとと
もに，情報社会に主体的に参画する態度
を養う。
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「主体的に学習に取り
組む態度」。

現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）
第２款 各 科

目

【社会と情報】
１

目 標

現行学習指導要領【情報の科学】

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）
第２款
第１
１

各

科

目

情報Ⅰ
目

備 考

（平成21年告示）

【情報の科学】

標

１

全体として，「情報

目 標

Ⅰ」の内容は，現行の

情報の特徴と情報化が社会に及ぼす

情報に関する科学的な見方・考え方

情報社会を支える情報技術の役割や

「社会と情報」「情報

影響を理解させ，情報機器や情報通信

を働かせ，情報技術を活用して問題の

影響を理解させるとともに，情報と情

の科学」の主な学習内

ネットワークなどを適切に活用して情

発見・解決を行う学習活動を通して，

報技術を問題の発見と解決に効果的に

容を統合したイメージ

報を収集，処理，表現するとともに効

問題の発見・解決に向けて情報と情報

活用するための科学的な考え方を習得

だが，軸足は「情報の

果的にコミュニケーションを行う能力

技術を適切かつ効果的に活用し，情報

させ，情報社会の発展に主体的に寄与

科学」にあると見てよ

を養い，情報社会に積極的に参画する

社会に主体的に参画するための資質・

する能力と態度を育てる。

いと考えられる。「問

態度を育てる。

能力を次のとおり育成することを目指

題発見・解決に活用す

す。

る」という従来のスタ

(1) 効果的なコミュニケーションの実

ンスが「問題発見・解

現，コンピュータやデータの活用に

決を行なう学習活動を

ついて理解を深め技能を習得すると

通して」に変わり，問

ともに，情報社会と人との関わりに

題解決が前提となる記

ついて理解を深めるようにする。

述に。

(2) 様々な事象を情報とその結び付き
として捉え，問題の発見・解決に向

「情報I」の目標は教

けて情報と情報技術を適切かつ効果

科の目標と同一の文言

的に活用する力を養う。

だが，(1)の下線部が

(3) 情報と情報技術を適切に活用する
とともに，情報社会に主体的に参画
する態度を養う。
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異なる。

現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）
２

内 容

現行学習指導要領【情報の科学】

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）
２

内

容

備 考

（平成21年告示）
２

内

容

(1) 情報社会の問題解決

「３ 内容の取扱い」
において，内容(1)

情報と情報技術を活用した問題の発

は，科目の導入として

見・解決の方法に着目し，情報社会の

位置付けるとある。ま

問題を発見・解決する活動を通して，

た，(2)～(4)との関連

次の事項を身に付けることができるよ

に配慮するとともに，

う指導する。

「生徒が情報社会の問
題を主体的に発見し明

ア

次のような知識及び技能を身に付ける

確化し，解決策を考え

こと。
(4) 望ましい情報社会の構築
ウ 情報社会における問題の解決
情報機器や情報通信ネットワークな

る活動を取り入れる」

(ｱ) 情報やメディアの特性を踏まえ，情報
と情報技術を活用して問題を発見・解決

(2) 問題解決とコンピュータの活用
ア

する方法を身に付けること。

とある。

問題解決の基本的な考え方
問題の発見，明確化，分析及び解

どを適切に活用して問題を解決する方

決の方法を習得させ，問題解決の目

法を習得させる。

的や状況に応じてこれらの方法を適

※アは「知識・理解」
項目。

切に選択することの重要性を考えさ

※以降，本表左３列を

せる。

用いて現行学習指導要
領との対応を示すが，

(3) 情報社会の課題と情報モラル
イ 情報セキュリティの確保

(ｲ) 情報に関する法規や制度，情報セキュ

参考資料と捉えていた

情報社会の安全とそれを支える情

だきたい。また，ここ

報技術の活用を理解させ，情報社会

で示した対応は「学習

定など，情報セキュリティを高める

の安全性を高めるために個人が果た

指導要領解説」の内容

ための様々な方法を理解させる。

す役割と責任を考えさせる。

によって，変わる可能

策や情報セキュリティポリシーの策

の責任及び情報モラルについて理解する
こと。

ウ 情報社会における法と個人の責任

イ

科目変更を伴うため，

情報社会の安全と情報技術

個人認証と暗号化などの技術的対

リティの重要性，情報社会における個人

(4) 情報技術の進展と情報モラル

性もある。
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現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）

現行学習指導要領【情報の科学】
（平成21年告示）

備 考

多くの情報が公開され流通してい
る現状を認識させるとともに，情報
を保護することの必要性とそのため
の法規及び個人の責任を理解させ
る。

(3) 情報社会の課題と情報モラル
ア 情報化が社会に及ぼす影響と課題

(ｳ) 情報技術が人や社会に果たす役割と及
ぼす影響について理解すること。

(4) 情報技術の進展と情報モラル
ア

社会の情報化と人間

情報化が社会に及ぼす影響を理解

社会の情報化が人間に果たす役割

させるとともに，望ましい情報社会

と及ぼす影響について理解させ，情

の在り方と情報技術を適切に活用す

報社会を構築する上での人間の役割

ることの必要性を理解させる。

を考えさせる。

イ

次のような思考力，判断力，表現力等

※イは「思考・判断・

を身に付けること。

(4) 望ましい情報社会の構築
ウ 情報社会における問題の解決
情報機器や情報通信ネットワーク

表現」項目。

(ｱ) 目的や状況に応じて，情報と情報技術
を適切かつ効果的に活用して問題を発

(2) 問題解決とコンピュータの活用
ア

見・解決する方法について考えること。

問題解決の基本的な考え方
問題の発見，明確化，分析及び解

などを適切に活用して問題を解決す

決の方法を習得させ，問題解決の目

る方法を習得させる。（再掲）

的や状況に応じてこれらの方法を適
切に選択することの重要性を考えさ
せる。（再掲）
(3) 情報の管理と問題解決
ウ
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問題解決の評価と改善

現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）

現行学習指導要領【情報の科学】
（平成21年告示）

備 考

問題解決の過程と結果について評
価し，改善することの意義や重要性
を理解させる。

(3) 情報社会の課題と情報モラル

(ｲ) 情報に関する法規や制度及びマナーの

ウ 情報社会における法と個人の責任

意義，情報社会において個人の果たす役

多くの情報が公開され流通してい

(4) 情報技術の進展と情報モラル
情報社会の安全と情報技術

ナー，個人の責任など

割や責任，情報モラルなどについて，そ

情報社会の安全とそれを支える情

のいわゆる「情報モラ

る現状を認識させるとともに，情報

れらの背景を科学的に捉え，考察するこ

報技術の活用を理解させ，情報社会

ル」関連の内容につい

を保護することの必要性とそのため

と。

の安全性を高めるために個人が果た

ても「科学的に捉え，

す役割と責任を考えさせる。（再

考察する」ことが求め

掲）

られる。

の法規及び個人の責任を理解させ
る。（再掲）

イ

情報関連の法制度，マ

(ｳ) 情報と情報技術の適切かつ効果的な活
用と望ましい情報社会の構築について考
察すること。

ウ

情報社会の発展と情報技術
情報技術の進展が社会に果たす役
割と及ぼす影響を理解させ，情報技
術を社会の発展に役立てようとする
態度を育成する。

(2)の内容は「社会と

(2) コミュニケーションと情報デザイン

情報」と関連が強い。

メディアとコミュニケーション手段

情報の表現・伝達，メ

及び情報デザインに着目し，目的や状

ディアとコミュニケー

況に応じて受け手に分かりやすく情報

ション等の内容と合わ

を伝える活動を通して，次の事項を身

せて，ユニバーサルデ

に付けることができるよう指導する。

ザイン，アクセシビリ
ティ等も含まれる。
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現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）
ア

現行学習指導要領【情報の科学】
（平成21年告示）

備 考

次のような知識及び技能を身に付ける

こと。

(1) 情報の活用と表現
ア 情報とメディアの特徴
情報機器や情報通信ネットワーク

(ｱ) メディアの特性とコミュニケーション

メディア及び，コミュ

手段の特徴について，その変遷も踏まえ

ニケーション手段の

て科学的に理解すること。

「特性」を「科学的に

などを適切に活用するために，情報

理解」。コンピュータ

の特徴とメディアの意味を理解させ

やネットワークの技術

る。

的な仕組みは(3)で扱

(2) 情報通信ネットワークとコミュニケー

われる。ここでの科学

ション

的な理解は「メディア

ア コミュニケーション手段の発達

論」「コミュニケーシ

コミュニケーション手段の発達を

ョン論」的な文脈か。

その変遷と関連付けて理解させると
ともに，通信サービスの特徴をコミ
ュニケーションの形態とのかかわり
で理解させる。
ウ

情報通信ネットワークの活用とコ

ミュニケーション
情報通信ネットワークの特性を踏
まえ，効果的なコミュニケーション
の方法を習得させるとともに，情報
の受信及び発信時に配慮すべき事項
を理解させる。
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現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）
(4) 望ましい情報社会の構築
イ 情報システムと人間

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）
(ｲ) 情報デザインが人や社会に果たしてい
る役割を理解すること。

現行学習指導要領【情報の科学】
（平成21年告示）
(4) 情報技術の進展と情報モラル
ア

備 考
「内容の取扱い」で，

社会の情報化と人間

アの(ｲ)について注釈

人間にとって利用しやすい情報シ

社会の情報化が人間に果たす役割

がある。「全ての人に

ステムの在り方，情報通信ネットワ

と及ぼす影響について理解させ，情

とって利用しやすくす

ークを活用して様々な意見を提案し

報社会を構築する上での人間の役割

る工夫などを取り上げ

集約するための方法について考えさ

を考えさせる。（再掲）

るものとする」。

せる。

(1) 情報の活用と表現
ウ 情報の表現と伝達
情報を分かりやすく表現し効率的

(ｳ) 効果的なコミュニケーションを行うた

「情報を分かりやすく

めの情報デザインの考え方や方法を理解

表現し効率的に伝達」

し表現する技能を身に付けること。

→「情報デザイン」

に伝達するために，情報機器や素材
を適切に選択し利用する方法を習得
させる。

イ

次のような思考力，判断力，表現力等

を身に付けること。

(1) 情報の活用と表現
ア 情報とメディアの特徴
情報機器や情報通信ネットワーク

(ｱ) メディアとコミュニケーション手段の

活用するための理解で

関係を科学的に捉え，それらを目的や状

はなく，「関係を科学

況に応じて適切に選択すること。

的に捉え」（理解）た

などを適切に活用するために，情報

上で「目的や状況に応

の特徴とメディアの意味を理解させ

じて適切に選択」（判

る。（再掲）

断）することが求めら
れている。
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現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）
(4) 望ましい情報社会の構築
イ 情報システムと人間
人間にとって利用しやすい情報シ

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）

現行学習指導要領【情報の科学】
（平成21年告示）

備 考

(ｲ) コミュニケーションの目的を明確にし
て，適切かつ効果的な情報デザインを考
えること。

ステムの在り方，情報通信ネットワ
ークを活用して様々な意見を提案し
集約するための方法について考えさ
せる。

(1) 情報の活用と表現
ウ 情報の表現と伝達
情報を分かりやすく表現し効率的

(ｳ) 効果的なコミュニケーションを行うた

「情報デザイン」にフ

めの情報デザインの考え方や方法に基づ

ォーカスをあてた表現

いて表現し，評価し改善すること。

と伝達が求められる。

に伝達するために，情報機器や素材
を適切に選択し利用する方法を習得
させる。（再掲）

(3) コンピュータとプログラミング
コンピュータで情報が処理される仕

(3)の内容は「情報の
科学」との関連が強

組みに着目し，プログラミングやシミ

い。「アルゴリズムと

ュレーションによって問題を発見・解

プログラミング」「モ

決する活動を通して，次の事項を身に

デル化とシミュレーシ

付けることができるよう指導する。

ョン」。

ア

次のような知識及び技能を身に付

けること。
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現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）
(1) 情報の活用と表現
イ 情報のディジタル化
情報のディジタル化の基礎的な知
識と技術及び情報機器の特徴と役割

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）
(ｱ) コンピュータや外部装置の仕組みや特
徴，コンピュータでの情報の内部表現と

現行学習指導要領【情報の科学】

備 考

（平成21年告示）
(1) コンピュータと情報通信ネットワーク
ア

計算に関する限界について理解するこ

コンピュータと情報の処理
コンピュータにおいて，情報が処

と。

理される仕組みや表現される方法を

を理解させるとともに，ディジタル

理解させる。

化された情報が統合的に扱えること
を理解させる。

(ｲ) アルゴリズムを表現する手段，プログ
ラミングによってコンピュータや情報通
信ネットワークを活用する方法について
理解し技能を身に付けること。

(ｳ) 社会や自然などにおける事象をモデル

(2) 問題解決とコンピュータの活用
イ

問題の解決と処理手順の自動化

の有効性を理解させ

問題の解法をアルゴリズムを用い

る」→「プログラミン

て表現する方法を習得させ，コンピ

グによって（中略）理

ュータによる処理手順の自動実行の

解し技能を身に付け

有用性を理解させる。

る」。

ウ モデル化とシミュレーション

化する方法，シミュレーションを通して

モデル化とシミュレーションの考

モデルを評価し改善する方法について理

え方や方法を理解させ，実際の問題

解すること。

解決に活用できるようにする。

イ

次のような思考力，判断力，表現力等

を身に付けること。
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「処理手順の自動実行

現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）
(1) 情報の活用と表現
イ 情報のディジタル化
情報のディジタル化の基礎的な知

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）

現行学習指導要領【情報の科学】
（平成21年告示）

備 考

(ｱ) コンピュータで扱われる情報の特徴と
コンピュータの能力との関係について考
察すること。

識と技術及び情報機器の特徴と役割
を理解させるとともに，ディジタル
化された情報が統合的に扱えること
を理解させる。（再掲）

(ｲ) 目的に応じたアルゴリズムを考え適切
な方法で表現し，プログラミングにより

(2) 問題解決とコンピュータの活用
イ

「過程を評価し改善す

問題の解決と処理手順の自動化

る」。内容の取扱いで

コンピュータや情報通信ネットワークを

問題の解法をアルゴリズムを用い

「性能の改善を工夫す

活用するとともに，その過程を評価し改

て表現する方法を習得させ，コンピ

る必要性についても触

善すること。

ュータによる処理手順の自動実行の

れる」とある。

有用性を理解させる。（再掲）

(ｳ) 目的に応じたモデル化やシミュレーシ

ウ モデル化とシミュレーション

内容の取扱いで「コン

ョンを適切に行うとともに，その結果を

モデル化とシミュレーションの考

ピュータを使う場合と

踏まえて問題の適切な解決方法を考える

え方や方法を理解させ，実際の問題

使わない場合の双方を

こと。

解決に活用できるようにする。（再

体験」「モデルの違い

掲）

によって結果に違いが
出ることについても触
れる」とある。
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現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）

現行学習指導要領【情報の科学】
（平成21年告示）

備 考

(4) 情報通信ネットワークとデータの活

ア及びイの(ｱ)はネッ

用

トワークの仕組み，セ

情報通信ネットワークを介して流通

キュリティについての

するデータに着目し，情報通信ネット

内容。(ｲ)(ｳ)は従来の

ワークや情報システムにより提供され

データベースというよ

るサービスを活用し，問題を発見・解

りはデータ分析による

決する活動を通して，次の事項を身に

問題解決のニュアンス

付けることができるよう指導する。

が強い。問題解決的な
活動の中で学びを深め

ア

次のような知識及び技能を身に付ける

るイメージ。

こと。

(2) 情報通信ネットワークとコミュニケー
ション

(ｱ) 情報通信ネットワークの仕組みや構成
要素，プロトコルの役割及び情報セキュ

(1) コンピュータと情報通信ネットワーク
情報通信ネットワークの仕組み

に内容の取扱いにて

情報通信ネットワークの構成要

「小規模なネットワー

素，プロトコルの役割，情報通信の

クを設計する活動を取

情報セキュリティを確保するための

仕組み及び情報セキュリティを確保

り入れる」とある。

方法を理解させる。

するための方法を理解させる。

イ 情報通信ネットワークの仕組み
情報通信ネットワークの仕組みと

リティを確保するための方法や技術につ
いて理解すること。

(3) 情報社会の課題と情報モラル
イ 情報セキュリティの確保
個人認証と暗号化などの技術的対
策や情報セキュリティポリシーの策
定など，情報セキュリティを高める
ための様々な方法を理解させる。
（再掲）
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イ

アの(ｱ)，イの(ｱ)とも

現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）
(4) 望ましい情報社会の構築
ア 社会における情報システム
情報システムの種類や特徴を理解
させるとともに，それらが社会生活

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）
(ｲ) データを蓄積，管理，提供する方法，

現行学習指導要領【情報の科学】

備 考

（平成21年告示）
(1) コンピュータと情報通信ネットワーク

情報通信ネットワークを介して情報シス

ウ

テムがサービスを提供する仕組みと特徴

ービス

について理解すること。

情報システムの働きと提供するサ

アの(ｲ)，イの(ｲ)いず
れについても内容の取
扱いにて「自らの情報

情報システムとサービスについ

活用の評価・改善につ

に果たす役割と及ぼす影響を理解さ

て，情報の流れや処理の仕組みと関

いて発表し討議するな

せる。

連付けながら理解させ，それらの利

どの活動を取り入れ

用の在り方や社会生活に果たす役割

る」とある。

と及ぼす影響を考えさせる。

(ｳ) データを表現，蓄積するための表し方
と，データを収集，整理，分析する方法

(3) 情報の管理と問題解決
イ

について理解し技能を身に付けること。

アの(ｳ)，イの(ｳ)いず

情報の蓄積・管理とデータベース

れについても内容の取

情報を蓄積し管理・検索するため

扱いにて「比較，関

のデータベースの概念を理解させ，

連，変化，分類などの

問題解決にデータベースを活用でき

目的に応じた分析方法

るようにする。

があることも扱う」と
ある。

イ

次のような思考力，判断力，表現力等

を身に付けること。

(2) 情報通信ネットワークとコミュニケー
ション

(ｱ) 目的や状況に応じて，情報通信ネット
ワークにおける必要な構成要素を選択す

(3) 情報の管理と問題解決
情報通信ネットワークと問題解決

規模なネットワーク設

問題解決における情報通信ネット

計の中に「情報セキュ

ワークの活用方法を習得させ，情報

リティ」の視点も必要

情報セキュリティを確保するための

を共有することの有用性を理解させ

とされることが推測さ

方法を理解させる。（再掲）

る。

れる。

イ 情報通信ネットワークの仕組み
情報通信ネットワークの仕組みと

るとともに，情報セキュリティを確保す
る方法について考えること。

- 12 -

ア

情報セキュリティ。小

現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）

(3) 情報社会の課題と情報モラル

現行学習指導要領【情報の科学】
（平成21年告示）

備 考

(4) 情報技術の進展と情報モラル

イ 情報セキュリティの確保

イ

情報社会の安全と情報技術

個人認証と暗号化などの技術的対

情報社会の安全とそれを支える情

策や情報セキュリティポリシーの策

報技術の活用を理解させ，情報社会

定など，情報セキュリティを高める

の安全性を高めるために個人が果た

ための様々な方法を理解させる。

す役割と責任を考えさせる。（再

（再掲）

掲）

(ｲ) 情報システムが提供するサービスの効
果的な活用について考えること。

(1) コンピュータと情報通信ネットワーク
ウ

情報システムの働きと提供するサ

ービス
情報システムとサービスについ

発表，討議する活動の
中での効果的な活用の
検討という意味では，
「情報Ⅰ」の総まとめ

て，情報の流れや処理の仕組みと関

的なグループ活動，

連付けながら理解させ，それらの利

中・大規模のプレゼン

用の在り方や社会生活に果たす役割

テーション活動が想定

と及ぼす影響を考えさせる。（再

される。

掲）

(ｳ) データの収集，整理，分析及び結果の
表現の方法を適切に選択し，実行し，評
価し改善すること。

(3) 情報の管理と問題解決
イ

情報の蓄積・管理とデータベース

法を知ることは「情報

情報を蓄積し管理・検索するため

Ⅱ」，その他教科，総

のデータベースの概念を理解させ，

合的な探究の時間等へ

問題解決にデータベースを活用でき

の発展につながる。

るようにする。（再掲）
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多様なデータ分析の手

現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）
３ 内容の取扱い

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）
３ 内容の取扱い

現行学習指導要領【情報の科学】
（平成21年告示）
３ 内容の取扱い

※内容の取扱いは各科
目固有のものなので，

(1) 内容の (1)については，情 報の信頼

(1) 内 容 の (1) か ら (4) ま で に つ い て

(1) 内容の(1)のアについては，標本化や

性，信憑性及び著作権などに配慮したコ

は，中学校までの情報と情報技術及

量子化などについて扱うこと。イについ

ンテンツの作成を通して扱うこと。イに

び情報社会に関する学習，問題の発

ては，情報のやり取りを図を用いて説明

ついては，標本化や量子化を取り上げ，

見・解決に関する学習並びにデータ

するなどして，情報通信ネットワークや

コンピュータの内部では情報がディジタ

の活用に関する学習などとの関連に

プロトコルの仕組みを理解させることを

ル化されていることについて扱うこと。

配慮するものとする。

重視すること。ウについては，情報シス

ウについては，実習を中心に扱い，生徒

(2) 内容の(1)については，この科目の

同士で相互評価させる活動を取り入れる

導入として位置付け，(2)から(4)ま

こと。

でとの関連に配慮するものとする。

(2) 内容の(2)のアについては，生徒に複

(2) 内容の(2)のイについては，電子メー

アの(ｲ)及び(ｳ)並びにイの(ｲ)及び

数の解決策を考えさせ，目的と状況に応

ルやウェブサイトなどを取り上げ，これ

(ｳ)については，生徒が情報社会の問

じて解決策を選択させる活動を取り入れ

らの信頼性，利便性についても扱うこ

題を主体的に発見し明確化し，解決

ること。イ及びウについては，学校や生

と。ウについては，実習を中心に扱い，

策を考える活動を取り入れるものと

徒の実態に応じて，適切なアプリケーシ

情報の信憑性や著作権などへの配慮につ

する。

ョンソフトウェアやプログラム言語を選

いて自己評価させる活動を取り入れるこ
と。

(3) 内容の(2)のアの(ｲ)については，

テムが提供するサービスが生活に与えて
いる変化について扱うこと。

択すること。

身近で具体的な情報デザインの例を

(3) 内容の(3)については，実際に処理又

(3) 内容の(3)のアについては，望ましい

基に，コンピュータなどを簡単に操

は創出した情報について生徒に評価させ

情報社会の在り方と情報技術の適切な活

作できるようにする工夫，年齢や障

る活動を取り入れること。アについて

用について生徒が主体的に考え，討議

害の有無，言語などに関係なく全て

は，学校や生徒の実態に応じて，適切な

し，発表し合うなどの活動を取り入れる

の人にとって利用しやすくする工夫

アプリケーションソフトウェアや情報通

こと。イについては，情報セキュリティ

などを取り上げるものとする。

信ネットワークを選択すること。イにつ

を確保するためには技術的対策と組織的

(4) 内容の(3)のアの(ｲ)及びイの(ｲ)に

いては，簡単なデータベースを作成する

対応とを適切に組み合わせることの重要

ついては，関数の定義・使用により

活動を取り入れ，情報が喪失した際のリ

性についても扱うこと。ウについては，

プログラムの構造を整理するととも

スクについて扱うこと。
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備 考

対照にはならない。

現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）

現行学習指導要領【情報の科学】
（平成21年告示）

知的財産や個人情報の保護などについて

に，性能を改善する工夫の必要性に

扱い，情報の収集や発信などの取扱いに

ついても触れるものとする。アの(ｳ)

に考え，討議し，発表し合うなどの活動

当たっては個人の適切な判断が重要であ

及びイの(ｳ)については，コンピュー

を取り入れること。アについては，情報

ることについても扱うこと。

タを使う場合と使わない場合の双方

機器や情報通信ネットワークの様々な機

を体験させるとともに，モデルの違

能を簡単に操作できるようにする工夫及

社会を構築する上での人間の役割につい

いによって結果に違いが出ることに

び高齢者や障害者による利用を容易にす

て生徒が主体的に考え，討議し，発表し

ついても触れるものとする。

る工夫などについても扱うこと。イにつ

(4) 内容の(4)については，望ましい情報

(4) 内容の(4)については，生徒が主体的

合うなどの活動を取り入れること。イに

(5) 内容の(4)のアの(ｱ)及びイの(ｱ)に

いては，情報通信ネットワークなどを使

ついては，生徒に情報システムの改善策

ついては，小規模なネットワークを

用した犯罪などについて取り上げ，情報

などを提案させるなど，様々な意見を提

設計する活動を取り入れるものとす

セキュリティなどに関する情報技術の適

案し集約する活動を取り入れること。

る。アの(ｲ)及びイの(ｲ)について

切な活用方法についても扱うこと。ウに

は，自らの情報活用の評価・改善に

ついては，情報技術を適切に活用するた

ついて発表し討議するなどの活動を

めの個人の責任や態度について取り上

取り入れるものとする。アの(ｳ)及び

げ，情報技術を社会の発展に役立てよう

イの(ｳ)については，比較，関連，変

とする心構えを身に付けさせること。

化，分類などの目的に応じた分析方
法があることも扱うものとする。
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備 考

現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）

現行学習指導要領【情報の科学】

第３款各科目にわたる指導計画の作成と

第３款各科目にわたる指導計画の作成と

第３款各科目にわたる指導計画の作成と

内容の取扱い

内容の取扱い

内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項
に配慮するものとする。
（新設）

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項

備 考

（平成21年告示）

（社会と情報に同じ）

に配慮するものとする。
(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通

(1)は新設。「主体

して，その中で育む資質・能力の育成に

的・対話的で深い学

向けて，生徒の主体的・対話的で深い学

び」の実現のための留

びの実現を図るようにすること。その

意点。

際，情報に関する科学的な見方・考え方
を働かせ，情報と情報技術を活用して問
題を発見し主体的，協働的に制作や討論
等を行うことを通して解決策を考えるな
どの探究的な学習活動の充実を図るこ
と。

(1) 中学校における情報教育の成果を踏ま

(2) 学習の基盤となる情報活用能力が，中

情報科を中心として，

え，情報科での学習が他の各教科・科目

学校までの各教科等において，教科等横

各学校においては適切

等の学習に役立つよう，他の各教科・科

断的な視点から育成されてきたことを踏

な教科間連携により，

目等との連携を図ること。

まえ，情報科の学習を通して生徒の情報

情報活用能力の育成を

活用能力を更に高めるようにすること。

図る必要がある（カリ

また，他の各教科・科目等の学習におい

キュラム・マネジメン

て情報活用能力を生かし高めることがで

ト）。

きるよう，他の各教科・科目等との連携
を図ること。
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現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）
(3) 各科目は，原則として，同一年次で履
修させること。

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）
(3) 各科目は，原則として同一年次で履修

現行学習指導要領【情報の科学】
（平成21年告示）

備 考
「情報Ⅰ」と「情報

させること。また，「情報Ⅱ」について

Ⅱ」が同一学年で実施

は，「情報Ⅰ」を履修した後に履修させ

されることは無い。

ることを原則とすること。

(5) 公民科及び数学科などとの関連を図る

(4) 公民科及び数学科などの内容との関連

とともに，教科の目標に即した調和のと

を図るとともに，教科の目標に即した調

れた指導が行われるよう留意すること。

和のとれた指導が行われるよう留意する
こと。

（新設）

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に
配慮するものとする。

(5) 障害のある生徒などについては，学習

(5)は新設。障害のあ

指導を行う場合に生じる困難さに応じた

る生徒への配慮は総則

指導内容や指導方法の工夫を計画的，組

に加え，各教科にも示

織的に行うこと。

される。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に
配慮するものとする。

(1) 各科目の指導においては，内容の全体

(1) 各科目の指導においては，情報の信頼

を通じて知的財産や個人情報の保護など

性や信憑性を見極めたり確保したりする

の情報モラルの育成を図ること。

能力の育成を図るとともに，知的財産や
個人情報の保護と活用をはじめ，科学的
な理解に基づく情報モラルの育成を図る
こと。
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現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）
（新設）

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）
(2) 各科目の指導においては，思考力，判
断力，表現力等を育成するため，情報と
情報技術を活用した問題の発見・解決を
行う過程において，自らの考察や解釈，
概念等を論理的に説明したり記述したり
するなどの言語活動の充実を図ること。

(2) 各科目の指導においては，内容の全体

(3) 各科目の指導においては，問題を発見

を通じて体験的な学習を重視し，実践的

し，設計，制作，実行し，その過程を振

な能力と態度の育成を図ること。

り返って評価し改善するなどの一連の過
程に取り組むことなどを通して，実践的
な能力と態度の育成を図ること。

(2) 各科目の目標及び内容等に即して，コ

(4) 各科目の目標及び内容等に即して，コ

ンピュータや情報通信ネットワークなど

ンピュータや情報通信ネットワークなど

を活用した実習を積極的に取り入れるこ

を活用した実習を積極的に取り入れるこ

と。（第３款１→２に移動）

と。その際，必要な情報機器やネットワ
ーク環境を整えるとともに，内容のまと
まりや学習活動，学校や生徒の実態に応
じて，適切なソフトウェア，開発環境，
プログラミング言語，外部装置などを選
択すること。
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現行学習指導要領【情報の科学】
（平成21年告示）

備 考

現行学習指導要領【社会と情報】
（平成21年告示）

新学習指導要領【情報Ⅰ】
（平成30年告示）

(4) 情報機器を活用した学習を行うに当た

(5) 情報機器を活用した学習を行うに当た

っては，生徒の健康と望ましい習慣を身

っては，照明やコンピュータの使用時間

に付ける観点から，照明やコンピュータ

などに留意するとともに，生徒が自らの

の使用時間などに留意すること。

健康に留意し望ましい習慣を身に付ける
ことができるよう配慮すること。

(3) 授業で扱う具体例などについては，情

(6) 授業で扱う具体例，教材・教具などにつ

報技術の進展に対応して適宜見直しを図る

いては，情報技術の進展に対応して適宜見直

こと。

しを図ること。
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現行学習指導要領【情報の科学】
（平成21年告示）

備 考

