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ぶ
④暮らしの中で目的にあった情報を
③暮らしの中の情報の利用方法を学
③暮らしの中の情報の利用方法を学
ぶ
１
④暮らしの中で目的にあった情報を
１
１
④暮らしの中で目的にあった情報を
適切に選択できるようになる。
ぶ 学④暮らしの中で目的にあった情報を
ぶションキーなどの知識を身につ
学 １．導入
適切に選択できるようになる。
学 ④暮らしの中で目的にあった情報を
期①情報機器について理解する。
１
１ ３．身のまわりの情報機器
学
ける。
適切に選択できるようになる。
３．身のまわりの情報機器
①情報機器について理解する。
④暮らしの中で目的にあった情報を
適切に選択できるようになる。
期
期 ３．身のまわりの情報機器
学
学 ２．第
期
①情報機器について理解する。
②アナログとディジタルの違いを理
適切に選択できるようになる。
適切に選択できるようになる。
３．身のまわりの情報機器
①情報機器について理解する。
1 節 わたしたちの暮
①情報の特性について理解する。
ノートとプリントへの記
②アナログとディジタルの違いを理
期 ３．身のまわりの情報機器
期 ３．身のまわりの情報機器
②アナログとディジタルの違いを理
解する。
①情報機器について理解する。
①情報機器について理解する。
②アナログとディジタルの違いを理
らしの中の情報
②日常的に接するマスメディアの特
入・授業態度・案内文、学
解する。
解する。
③ディジタルデータへの変換のしく
②アナログとディジタルの違いを理
②アナログとディジタルの違いを理
解する。
徴を理解し、多岐にわたる「メディ
年だよりの作品点・期末考
③ディジタルデータへの変換のしく
③ディジタルデータへの変換のしく
みを学ぶ。
解する。
解する。
③ディジタルデータへの変換のしく
ア」という言葉の意味を理解する
査で評価する。
みを学ぶ。
みを学ぶ。
４．
情報量を表す単位について
③ディジタルデータへの変換のしく
③ディジタルデータへの変換のしく
みを学ぶ。
③暮らしの中の情報の利用方法を学
４．
情報量を表す単位について
４．
情報量を表す単位について
理解す
みを学ぶ。
みを学ぶ。
４．
情報量を表す単位について
ぶ
理解す
理解する
４．実習
４． ④暮らしの中で目的にあった情報を
情報量を表す単位について
４．
情報量を表す単位について
１ ４．実習
理解す
る
４．実習
る
①案内文を作成する
理解す
学 ４．実習
る理解す
適切に選択できるようになる。
①案内文を作成する
①案内文を作成する
②学年だよりを作成する
４．実習
る ①情報機器について理解する。
４．実習
る
期 ３．身のまわりの情報機器
①案内文を作成する
②学年だよりを作成する
②学年だよりを作成する
①案内文を作成する
①案内文を作成する
②学年だよりを作成する
②アナログとディジタルの違いを理
②学年だよりを作成する
②学年だよりを作成する
解する。
③ディジタルデータへの変換のしく
みを学ぶ。
４．
情報量を表す単位について
73
理解す 73
73
73
４．実習
る
73
73
①案内文を作成する
73
②学年だよりを作成する

１.第 2 節
ル化
２
学
期

３
学
期

学
年

２．実習

１．第 1 節 社会で利用され ①さまざまな情報システムについて
ノートとプリントへの記
ている情報システム
調べ、情報システムの種類と特徴に 入・授業態度・文集の作品
点・期末考査で評価する。
ついて理解する。
②情報を正確に安全にやり取りするた
めの工夫を理解する。
２．第 2 節 ネットワークの ①効果的で安全なネットワークの仕
組みを理解する。
しくみ
②情報を共有するための取り決めや
技術を理解する。
③電子メールの仕組みを理解する。
④セキュリティについて理解する。
①計算ソフトを活用して、成績表を
３．実習
作成する

第 3 学年

年間シラバス

１
学
期

情報のディジタ ①画像、動画、音などのさまざまな形 ノートとプリントへの記
入・授業態度・文集の作品
態の情報をディジタル化する手順
点・期末考査で評価する。
を理解する。
②情報のディジタル化の利点と問題
点について自分自身で考えまとめ
る。
①文集を作成する

教科書
副教材

日本文教出版「豊かなコミュニケーション
オリジナルプリント

新・情報 C」

（１年間の学習予定表）

ノートとプリントへの記
１．第 1 節 広がるコミュニ ①情報化の進展によるコミュニケー
入・授業態度・文集の作品
ケーション
ションの変化を理解する。
点・期末考査で評価する。
②ディジタルコミュニケーションの
特徴について学び、ディジタルコミ
ュニケーションの問題点について
考える。
２．第 2 節 さまざまな表現 ①ディジタル技術による表現活動の
変化を理解する。
②表現に伴う権利と責任について学
び、自分自身で考える。
①表計算ソフトを活用して、クラス名
３．実習
簿を作成する
②文書作成ソフトと表計算ソフトを
活用して、差し込み文書を作成する

74
74

１．第 3 節 プレゼンテーシ ①効果的なプレゼンテーションの方
法を習得する。
ョンによる表現
②プレゼンテーションを見聞きする
側の振る舞い方を身につける。

２
学
期

２．第 1 節
方
３．第 2 節
４．第 3 節
例
５．実習

総合実習の進め ①総合実習の意義や実習の流れを理
解する。
総合実習の実践 ②実習の流れを理解して，総合実習に
取り組む。
総合実習の実践 ③総合実習のプロセスや成果をまと
めて残す。
①プレゼンソフトを活用して、お菓子
作りのスライドを作成する。
②プレゼンソフトを活用して、電子絵
本を作成する。

ノートとプリントへの記
①情報化の進展が人々の暮らしにも
入・授業態度で評価する。
たらした恩恵を理解する。
②健全な情報社会をつくり出すため
に必要なことを理解する。
２．第 2 節 情報化が内包す ①情報化の進展に伴って生じた問題
る問題
を理解する。
３．第 3 節 自分なりの意見 ①情報社会の中で暮らすために必要
をもとう
な注意点を理解する。
②ネットワークが政治・経済・文化・
生活をどのように変えていくか考
える。
③現代社会の問題の解決に情報化が
どのように貢献できるか考え、情報
通信社会を築くにあたって考えて
いかなければならないことについ
て自分自身でまとめる。
１．第 1 節

３
学
期

ノートとプリントへの記
入・授業態度・文集の作品
点・期末考査で評価する。

情報化の恩恵

75
75

