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「社会と情報」 

こんな授業したいなぁ 

聖母被昇天学院中学校高等学校 

教諭 岡本弘之 

okamoto@assumption.ed.jp 

ICTEミニセミナー大阪 

（2013.3.31）講演資料 最初に・・ 

•情報科＝コンピュータ 

 

 

ではなく・・・ 

 もっと広い科目では？ 
 

 

今日のお話 

１.こんな授業やっています 
–問題解決の授業実践事例紹介 

２.こんなこと考えて授業しています 
–情報科の授業で私が大切にしていること 

３こんな授業考えています 
–授業アイデアの紹介 

授業実践の概要 

授 業： 

• 高校２年生の情報科（情報Ｃ・２単位）の 
課題として実施（計７時間） 

内 容： 

• 学校食堂の現状分析を行い、その改善案を企
画し、食堂に対してプレゼンテーションする
（問題解決の授業） 

• ４人のグループワークで授業を進める 

 

問題解決の授業の流れ 

問題分
析 

解決案
の検討 

提案の
準備 

プレゼ
ンテー
ション 

振り返
り 

①課題を発見する 

（１時間） 

＜内容＞ 

• 4人のグループに分ける 

• ＫＪ法を使って学校食堂
のいい所（強み）と課題
（弱み）を分析 

 

＜手順＞ 

 個人作業→グループ作業 

 →全体共有（発表） 
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焼きたてパン
がある 

ボリュームの
割に価格安い お弁当の人も

利用できる 

明るくきれい 

メニューの良さ 

施設の良さ 

食堂の強み 

資料 作業で使ったスライド 

②解決案を考える 

（１時間） 

• 課題を４つのテーマに絞り、ブレーン 
ストーミングで解決案を話し合った 

話し合いのルール 
①判断・結論を出さない（結論厳禁）  
  自由なアイデア抽出を制限するような、判断・結論は慎む。 

②粗野な考えを歓迎する（自由奔放）  
  ユニークで斬新なアイデアを重視する。 

③量を重視する（質より量）  
  様々な角度から、多くのアイデアを出す。 

④アイディアを結合し発展させる（結合改善）  
  別々のアイデアをくっつけたり一部を変化させたりする 

資料 提示スライド「話し合いのルール」 

工夫２ 

話し合いで出た 

新しいアイデアは 

色を変える 

工夫１ 

付箋には名前を 

書かせておく 
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③提案についての情報収集 

資料 提示スライド「提案の構成例」 

③提案についての情報収集 

資料 提示スライド「提案の構成例」 

③提案についての情報収集 

～生徒の調査例① 
調査例 生徒の現状をアンケートす
る 

調査例 他の学校の事例を調べる 

③提案についての情報収集 

～生徒の調査例② 

④発表・相互評価 

（１時間） 

• １グループ 

 ５分以内での発表 

 

• 相互評価の観点 

– 発表態度（目線など） 

– 内容（ボリューム） 

– 資料のわかりやすさ 

– 説得力 

発表例 食堂の歌（Ｂ１班） 

生徒の発表①（2011） 
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生徒の提案②（2012） 

分析 

・一般の店はどう
している？ 

   ↓ 

仮説 

・ポイントカード
を導入すればリ
ピーターが増える 

   ↓ 

提案 

・ポイントカード
の発行 

生徒の提案③（2012） 

分析 

・食堂に足を運ん
でいない人が多い 

   ↓ 

仮説 

・行ってみたいと
思わせれば利用者
が増える 

   ↓ 

提案 

・食堂新聞を発行
し情報を提供する 

問題解決の授業では 

１．グループで考えさせたい 

 ・助け合い・話し合い 

 ・コミュニケーション力育成  

２．方法を教えたい 

 ・ＫＪ法・ブレーンストーミング 

 ・教えることで話し合いの質は向上する 

３．実践的なテーマ設定をしたい 

 ・教室を飛び出して提案の効果が見れる課題 

 ・問題解決的視点で物事を見る 

今まで考えたテーマ 

• （新入生が校内で迷っているので）校内
の案内表示をどうすればいいか提案する 

• （中学生でケータイの問題があるので）
賢い使い方を中学生にプレゼンしなさい 

• 学校生活を活性化させるための企画（行
事）を提案する 

• （学校食堂の利用が減少しているので）
利用者を増やすアイデアを提案する 

 

ちなみに評価は・・？ 

問題分析 
解決案の検

討 
提案の準備 

プレゼン
テーション 

振り返り 

相互評価 

教員評価 

自己評価 

考察 

参加態度 

記録記入 

制作物 

ワーク
シート 

授業プリント例 
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今日のお話 

１.こんな授業やっています 
–問題解決の授業実践事例紹介 

２.こんなこと考えて授業しています 
–情報科の授業で私が大切にしていること 

３こんな授業考えています 
–授業アイデアの紹介 

情報科の授業づくりで 

大切にしていることは何？ 

授業づくりで大切にしていること 

• 情報科＝コンピュータではない 

–ソフトの操作に偏らない 

–モラル・メディアリテラシーもしっかりと 

• 具体から抽象への授業展開 

–導入で考えさせたり・話し合わせる活動を 

–実習の中で体験的に理解させたい 

–最後に知識の整理を（モラル→制作ではなく、
制作→モラルもあり？） 

 

 

私が 

• 教科書P18～19 ここをどう授業しますか？ 

• 大まかな授業展開を考えてください 

– こんな話をして、こう展開して、こうまとめる・・ 

• グループで 

– 司会者を決めてその人が全員にふってください 

– 当てられたら1分以内でイメージを語ってください 

– 全員が話したらグループで内容をまとめてください 

– 何グループか発表してもらいます（1分以内） 

実習 授業を考えよう 

今の実習より 

だまって話を聞くよりも・・ 

–みんなで話し合い、考えることは楽しい 

–聞くだけではイメージがわかない 

 

ついでに 

–方法・手順を示すと話し合いもスムーズに 

–巡回しながら肯定的な声かけ 

今日のお話 

１.こんな授業やっています 
–問題解決の授業実践事例紹介 

２.こんなこと考えて授業しています 
–情報科の授業で私が大切にしていること 

３こんな授業考えています 
–授業アイデアの紹介 
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授業実践例の紹介 

「社会と情報」の授業で使えそうな・・ 

 

• 「情報とメディアの特徴」（第1章1節） 

• 「情報の表現と伝達」（第1章第2節） 

• 「インターネット上のコミュニケーショ
ン」（第2章2節） 

• 「情報社会と問題解決」（終章） 

私の 

１．情報とメディアの特徴 

教科書第1章第1節 

実習から始めてみては？ 

http://www.okamon.jp 

話し合わせてみては？ 

勤務校授業スライドより 

導入に工夫しては？ 

虚構新聞（ http://kyoko-np.net/ ）より http://kyoko-np.net/2005021501.html 
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こんな素材も使えるのでは？ 

「情報の信憑性」の授業で 

Ｆテレビ ニュース（2012年1月）「警察官の年齢別犯罪者数」より 

授業スライドから 

日文指導書授業スライドより 

２．情報の表現と伝達 

教科書第1章2節 

項目を並べると・・ 

• 表現と伝達 

–伝える目的・ターゲットを考える 

• 情報の組み立て 

–企画書を作る 

• 情報の統合 

–表現の方法・工夫 

–評価と改善 

 

プロジェクト的な実習 

の中で学ばせては？ 

例えば・・・ 

http://www.okamon.jp 

実習の中で教える・・ 

http://www.okamon.jp 



2013/4/21 

8 

 文字を使って表現する 

 色を使って表現する 

文字のフォント・大きさ，配色で印象が
違う 

p.30 

第１章第２節 

日文指導書授業スライドより 

 色を使って表現する 

配色のヒント 

p.30 

第１章第２節 

日文指導書授業スライドより 

 図や写真を使って表現する 

図・写真の効果＝人々を短時間で引きつける 

p.31 

第１章第２節 

日文指導書授業スライドより 

生徒の作品例 

（2012年度授業作品） 

３．メディアリテラシー 

第２章１節 コミュニケーションとメディア 

実習をしてから授業したら？ 
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生徒の作品例 

2010年度 生徒作品 

作ってみて気付いたことから 

そこから教科書の内容へ 

４．インターネット上の 

     コミュニケーション 

第２章第２節 

①知識の整理をする 

（１時間） 
＜内容＞ 

・Ｗｅｂ・ブログ・ＳＮＳについて説明、更新の容易
さ、双方向性、公開範囲についてワークシートの表
でまとめる 

・人気ブログの分析（ターゲット・発信内容の工夫） 

資料 生徒のワークシート 

実際の画面を見せながら・・・ 
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②利点と注意点を整理する 

（１時間） 

• ブログ・ＳＮＳでの情報発信について注
意点・利点について表と付箋に書かせる 

 資料 生徒のワークシート 

工夫 知っていることだけでなく 

   調べたことも書かせる 

生徒が作業した画用紙① 

生徒が作業した画用紙② 

①生徒発表「分析：ブログ・ＳＮＳの利点・注意点」 

③活用を考える 

（１時間） 

• 学校が公式ブログ・ＳＮＳサイトを作っ
た場合、何を発信すればいいか話し合う 

話し合いのルール 
①判断・結論を出さない（結論厳禁）  
  自由なアイデア抽出を制限するような、判断・結論は慎む。 

②粗野な考えを歓迎する（自由奔放）  
  ユニークで斬新なアイデアを重視する。 

③量を重視する（質より量）  
  様々な角度から、多くのアイデアを出す。 

④アイディアを結合し発展させる（結合改善）  
  別々のアイデアをくっつけたり一部を変化させたりする 

資料 生徒への提示スライド 

生徒が作業した画用紙③ 
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ターゲット 記事の内容 

在校生 ・各大学の偏差値 

・行事の写真 

・受賞した生徒の紹介 

・警報発令時の案内 

・食堂メニュー 

卒業生 ・来れる行事の紹介 

・学校や生徒が取り組む活動の紹介 

・同窓会のお知らせ 

保護者 ・授業の様子・行事の様子 

・修学旅行の速報 

受験希望者 ・学校の魅力・教育方針・雰囲気 

・学校の案内・設備の紹介 

・受験へのアドバイス・勉強法・過去問 

・学校クイズを毎日出題 

・音声付学校紹介（動画） 

塾向け ・学校の方針・カリキュラム 

一般向け ・部活動の紹介 

・主催のコンクールをつくり宣伝 

・地域向け行事を企画し宣伝 

生徒発表「活用：学校ブログ・ＳＮＳを作ったら」 

ついでに情報モラルも 

• コピーライトワールド 
–楽しく学ぼう著作権
（ http://www.kidscric.com/ ）LINK 

• ネット社会の歩き方 
–（ http://www.cec.or.jp/net-walk/ ）LINK 

 

 既存のＷｅｂコンテンツを使って学ぶ 

 話が出た自然な流れで学ばせる   

  

今日のまとめ 

情報科で何を教えるか？ 

http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/about.htm 

コンピュータスキルだけでなく 

 

コミュニケーションスキルも 

  

 

「社会と情報」 

（１）情報の活用と表現 

（２）情報通信ネットワークとコミュニケーション 

（３）情報社会の課題と情報モラル 

（４）望ましい情報社会の構築 

      （学習指導要領「社会と情報」より） 

今日のお話のまとめ 

１.問題解決の授業では 
–身近なテーマで話し合う方法も教えましょう 

２.授業を考えるときは 
–具体から抽象へ、実習から知識へ 

３こんな授業考えています 
–授業アイデアの紹介 

Web「情報科の授業アイデア」 

 http://www.okamon.jp  

http://www.kidscric.com/
http://www.cec.or.jp/net-walk/

