
年間授業計画　新様式

高等学校 令和４年度（１学年用） 教科  科目
教　科： 科　目： 単位数： 単位

対象学年組：第 1 学年 1 組～ 6 組

教科担当者：

使用教科書：（ ）

教科 の目標：

【思考力、判断力、表現力等】

【学びに向かう力、人間性等】

科目 の目標：

○ ○ 1

課題制作物の提出
・制作物

○ ○ ○ 1

２
学
期

プログラミング
【知識及び技能】
コンピュータのしくみと働きについ
て知り、　アルゴリズムについて理
解する。
【思考力、判断力、表現力等】
プログラムの処理の流れを理解し、
様ざまな表現をする。
【学びに向かう力、人間性等】
プログラミングを通して、思い通り
にするために、主体的に考え、活用
する。

・コンピュータの内部では2進法を
使っていることを理解する。
・コンピュータの構成を知る。
・ハードウェアとソフトウェアの
関係を知る。
・コンピュータ内部の文字の表現
について知る。
・コンピュータ内部の画像，音，
動画の表現について知る。
・データがデジタル化されること
の利点を理解する。
・アルゴリズムの考え方について
理解する。
・プログラムを実際に入力し，動
作を確認する。

・文書処理、表計算、プレゼン
テーションツール等
・一人１台端末の活用
・制作物

【知識及び技能】
情報収集、整理、分析、表現、発信を理解し
ている。
【思考力、判断力、表現力等】
必要な情報を収集、整理、分析、表現できて
いる。
【学びに向かう力、人間性等】
多角的に情報を検討しようとし、試行錯誤
し、改善しようとしている。

○ ○

○ ○

課題制作物の提出
・制作物

ネットワークの活用
【知識及び技能】
生活の中で必要となる情報セキュリ
ティに関する基礎的・基本的な知識
を身につける。
【思考力、判断力、表現力等】
収集した情報から課題を見つけ、解
決に向けた活動を実現するために情
報の活用を見通しを立て、実行す
る。
【学びに向かう力、人間性等】
情報社会の一員として、公共的な意
識を持ち、適切な判断や行動する。

・コンピュータネットワークで使
われる機器を知る。
・インターネットのしくみについ
て理解する。
・さまざまなプロトコルが使われ
ていることを知る。
・インターネット上のサービス
は，クライアントサーバ型である
ことを知る。
・Webのしくみを理解する。
・HTMLとCSSを知る。

・文書処理、表計算、プレゼン
テーションツール等
・一人１台端末の活用
・制作物

【知識及び技能】
生活の中で必要となる情報セキュリティに関
する基礎的・基本的な知識を身につけ、適切
な行動ができている。
【思考力、判断力、表現力等】
収集した情報から課題を見つけ、解決に向け
た活動を実現するために情報の活用を見通し
を立て、実行している。
【学びに向かう力、人間性等】
ネットワークの公共性を意識し、情報社会の
一員として、適切な判断や行動をしている。

○

１
学
期

情報デザイン
【知識及び技能】
情報デザインの考え方を理解する。
【思考力、判断力、表現力等】
情報通信ネットワーク上での情報の
表現方法を活用する。
【学びに向かう力、人間性等】
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。

○ 20

○ 16

○ ○ ○ 6

課題制作物の提出
・制作物

・さまざまな情報の伝達手段を知
る。
・手段によって，コミュニケー
ションに制約が生じることを理解
する。
・情報通信ネットワークで使われ
ているコミュニケーション手段の
特徴を知る。
・情報通信ネットワーク上での情
報の表現方法を知る。
・文書処理、表計算、プレゼン
テーションツール
・一人１台端末の活用
・制作物

【知識・技能】
・情報デザインの考え方を知っている。
【思考・判断・表現】
・情報デザインがわかりやすさや使いやすさ
に大きな影響を与えていることを知ってい
る。
【主体的に学習に取り組む態度】
文章，図版，図解などによる，さまざまな表
現の工夫と，その効果について理解してい
る。

○ ○ ○

○ ○ 1○

情報社会
【知識及び技能】
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・解決する方法を身に付ける。情
報に関する法規や制度、情報セキュ
リティの重要性、情報社会における
個人の責任及び情報モラルについて
理解する。
【思考力、判断力、表現力等】
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
を発見・解決を行う。
【学びに向かう力、人間性等】
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。

【知識・技能】
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・解決する方法を
身に付けている。情報に関する法規や制度、
情報セキュリティの重要性、情報社会におけ
る個人の責任及び情報モラルについて理解し
ている。
【思考・判断・表現】
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見・解決する
方法について考えている。
【主体的に学習に取り組む態度】
情報技術が人や社会に果たす役割と及ぼす影
響について理解している。

・情報の重要性について理解す
る。
・さまざまなメディアの特徴を知
り，情報を収集するときの手段を
選択する。
・情報の受信者と発信者としての
あり方を理解する。
・検索サイトの利用方法を知る。
・情報を共有する事例を知る。
・情報セキュリティについて理解
する。
・情報モラルがどのようなものか
理解する。

・文書処理、表計算、プレゼン
テーションツール
・一人１台端末の活用
・制作物

10

配当
時数

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容 評価規準 知 思 態

情報Ⅰ

（　１組：横枕） （　２組：横枕） （　３組：横枕） （　４組：横枕）

情報 情報Ⅰ 2

紅葉川

（　５組：横枕） （　６組：横枕）

情報

【学びに向かう力、人間性等】【知識及び技能】 【思考力、判断力、表現力等】

情報及び情報技術を活用するための基礎的・基
本的な知識を身に付け，社会における情報及び
情報技術の意義や役割を理解する。

情報や情報社会における身のまわりの問題を解
決するために，情報に関する科学的な見方や考
え方を活かすとともに情報モラルを踏まえて，
思考を深め，適切に判断し表現する。

情報や情報社会に関心をもち，身のまわりの問
題を解決するために，自ら進んで情報及び情報
技術を活用し，社会の情報化の進展に主体的に
対応する。

東書　情Ⅰ 702　 情報Ⅰ Step Forward!

情報

問題の発見･解決に向けて，情報と情報技術を適切かつ効果的に活用する力を習得する。

情報社会の発展に主体的に寄与する能力と態度を身につける。

情報Ⅰ

【 知　識　及　び　技　能 】情報に関する科学的な見方･考え方を働かせ，情報技術を活用して問題を発見・解決する力を習得する。



○ ○

３
学
期

問題解決と情報システム
【知識及び技能】
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
る方法について理解し技能を身に付
ける。
【思考力、判断力、表現力等】
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。
【学びに向かう力、人間性等】
多角的に情報を検討しようとし、試
行錯誤し、改善し、自分の考えを深
める。

・表計算ソフトウェアの使い方を
確認する。
・オープンデータを利用して，集
計・分析をする。
・さまざまな情報システムが使わ
れていることを知る。
・データベースとは何かを知る。
・データモデルが重要であること
を理解する。

・文書処理、表計算、プレゼン
テーションツール等

・一人１台端末の活用
・制作物

【知識及び技能】
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、分析する方法について
理解し技能を身に付けている。
【思考力、判断力、表現力等】
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、評価し改善し
ている。
【学びに向かう力、人間性等】
多角的に情報を検討しようとし、試行錯誤
し、改善しようとしている。

まとめ
総合演習
情報の受信・編集・発信する。

課題制作物の提出

まとめ
総合演習

・文書処理、表計算、プレゼン
テーションツール等
・一人１台端末の活用
・制作物

まとめ
情報の受信・編集・発信が適切にできてい
る。
情報活用能力を高めているか。

○

5

合計

70

○ 10

○ ○


