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令和４年度 新学習指導要領「情報Ⅰ」指導力向上研修〔３班〕 実施要項
１ 目的

新高等学校学習指導要領の円滑な実施をめざし、
「情報Ⅰ」の指導に携わる教員の専門性の
向上を図るとともに、これからの時代に生徒に求められる資質・能力を育成するための指導
力の向上を図る。
＊令和２年度から３年間、教科情報でＧ判定を受けているすべての教員が対象となる悉皆研
修である。

２ 対象

教科「情報」でＧ判定を受けている教員

３ 内容等
回

日時

内容
「コンピュータとプログラミン

リアルタイム開催

グ」の指導方法について

６月 17 日（金）

１

講師等
大阪教育大学
理数情報教育系 理数情報部門
情報基盤センター

14:00～17:00

准教授 尾崎 拓郎
大阪府教育センター

提出締切：７月15日（金）
リアルタイム開催
10 月 14 日（金）

２

〔講義・演習・協議〕

「コミュニケーションと情報デザ 奈良女子大学
非常勤講師 竹中 章勝
イン」の指導方法について
大阪府教育センター

14:00～17:00

指導主事等
〔講義・演習・協議〕

提出締切：11月11日（金）
リアルタイム開催
11 月 25 日（金）

３

14:00～17:00

「情報通信ネットワークとデータ
の活用」の指導方法について

提出締切：12月23日（金）
４ 会場

指導主事等

〔講義・演習・協議〕

大阪府教育センター
指導主事等

所属校等

５ 担当室

高等学校教育推進室

６ その他

（１）受付は 30 分前から。
（２）事前に準備しておく事項があるので、シラバスを必ず確認すること。
（３）Web 開催（オンデマンド開催、リアルタイム開催）の場合、研修対応ポータルサ
イトの実施マニュアルを参照すること。

個別募集
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3519
令和４年度 新学習指導要領「情報Ⅰ」指導力向上研修〔３班〕 シラバス
１ 目的
新高等学校学習指導要領の円滑な実施をめざし、
「情報Ⅰ」の指導に携わる教員の専門性の向上を図
るとともに、これからの時代に生徒に求められる資質・能力を育成するための指導力の向上を図る。

２ 大阪府教員等育成指標の対象項目
OSAKA 教職
スタンダード

１

Ⅰ
２

第４期
第３期
第２期
第１期
第０期

３

４

Ⅱ
５

６

共通の指標
Ⅲ
７
８
９

○
○
○

10

Ⅳ
11

12

○
○
○

○
○
○

○
○
○

13

Ⅴ
14

15

３ 研修課題とねらい等
回

研修課題

ねらい

内容

準備物・事前課題

自然現象や社会現象の問 ・問題解決にコンピュー 準備物
題点を発見し、コンピュ タや外部装置を活用す 高 等 学 校 情 報 科
活用し解決策を考えられ

る活動を通して情報の 「情報Ⅰ」教員研
科学的な見方・考え方を 修用教材⇒ダウン

るようにするための指導

働かせて、コンピュータ ロード

方法を習得する。

の仕組みとコンピュー ※タブレット端末
タでの情報の内部表現、 等にダウンロード

ータやプログラミングを

計算に関する限界など し た も の で も よ
について理解させる方 い。
法を学ぶ。
・モデル化やシミュレー
「コンピュータと
１

プログラミング」の
指導方法について

ションの考え方を様々
な場面で活用できるよ
うにするために、問題発
見や解決に役立て、問題
の適切な解決方法を考
える力を育成する方法
を学ぶ。
・アルゴリズムを表現し、
プログラミングによっ
てコンピュータや情報
通信ネットワークの機
能を使う方法や技能、
生活の中で使われてい
るプログラムを見いだ
して改善しようとする
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ことなどを通じて、情
報社会に主体的に参画
しようとする態度を養
う方法を学ぶ。
情報のデジタル化や、コ ・目的や状況に応じて受

「コミュニケーシ
２

ョンと情報デザイ
ン」の指導方法につ
いて

ミュニケーションとメデ

け手に分かりやすく情

ィアの関係を理解し、情

報を伝える活動を通じ

報の構造と関係性を適切

て、情報の科学的な見

に表現したデザインにつ

方・考え方を働かせるこ

いて作成、評価、改善を

とで、メディアの特性や

繰り返すことで、情報伝

コミュニケーション手

達やコミュニケーション

段の特徴について科学

における問題を解決でき

的に理解させる方法を

るようにするための指導

学ぶ。

方法を習得する。

・効果的なコミュニケー
ションを行うために、情
報デザインの考え方や
方法を身に付けさせる
方法を学ぶ。
・情報と情報技術を活用
して効果的なコミュニ
ケーションを行う態度
を養う方法を学ぶ。

情報通信ネットワークの ・情報通信ネットワーク 事前課題
管理、運用ができ、デー
タベースや Web 上のテキ
ストデータ、オープンデ
ータ等を可視化、分析す
る力を育成するための指
導方法を習得する。

３

や情報システムにより 「情報技術を活用
提供されるサービスを して問題の解決に
活用する活動を通じて 向けた探究を行う
情報の科学的な見方・考 学習活動を構想す
え方を働かせることで、 る」に取り組んで
情報通信ネットワーク おく。

「情報通信ネット

や情報システムの仕組 ※第１回で連絡し
みを理解させる方法を ます

ワークとデータの

学ぶ。

活用」の指導方法に
ついて

・データを蓄積、管理、
提供する方法、データ
を収集・整理・分析す
る方法、情報セキュリ
ティを確保する方法を
身に付けるようにし、
目的に応じて情報通信
ネットワークや情報シ
ステムにより提供され
るサービスを安全かつ
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効率的に活用する力や
データを問題の発見・
解決に活用する力を育
成する方法を学ぶ。
・情報技術を適切かつ効
果的に活用しようとす
る態度、データを多面的
に精査しようとする態
度、情報セキュリティな
どに配慮して情報社会
に主体的に参画しよう
とする態度を養う方法
を学ぶ。

