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2001 92001 9 ～～ 第第11 ステージステージ2001.9 2001.9 第第1 1 ステ ジステ ジ
フェイスフェイス to to フェイスフェイス でで

何でも言える関係作りからスタート何でも言える関係作りからスタート !!



2002 12002 1～～ 第第22 ステージステージ2002.12002.1～～ 第第2 2 ステージステージ

ネット上の意見交換をスタート！ネット上の意見交換をスタート！ 中学と高校の連携！中学と高校の連携！ネット上の意見交換をスタ ト！ネット上の意見交換をスタ ト！ 中学と高校の連携！中学と高校の連携！
（バーチャルブレインストーミングボードの活用）（バーチャルブレインストーミングボードの活用）



2004 12004 1～～ 第第33 ステージステージ2004.12004.1 第第3 3 ステ ジステ ジ

教科「情報」と「総合的な学習の時間」のあり方！教科「情報」と「総合的な学習の時間」のあり方！教科 情報」と 総合的な学習の時間」のあり方！教科 情報」と 総合的な学習の時間」のあり方！

第１９回 第２０回 第２１回 第２２回 第２３回

2003年7月4日 2003年10月17日 2003年10月24日 2003年10月29日 2003年11月14日

情報Ａ 「情報伝達の方法と工夫（座

学）」
情報Ａ 「Web制作の第１歩」

情報Ａ 「コンピュータを用いたシミュレー

ションの練習」

総合的な学習 「具体化したアイデアを

発表しよう」
情報Ａ「表現力をつけよう」

上宮高等学校 京都女子高等学校 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 東海大学付属仰星高等学校 大阪電気通信大学高等学校上宮高等学校
池田竜司先生（情報）

京都女子高等学校
成瀬浩健先生（情報）

帝塚山学院泉ヶ丘高等学校
糸川 潔先生（情報）

東海大学付属仰星高等学校
宇都口英樹先生（情報・理科）

大阪電気通信大学高等学校
多田 晃先生（情報・理科）



20052005 １１2005.2005.１～１～
「学力の変化 向上」「学力の変化 向上」「学力の変化・向上」「学力の変化・向上」

と「教育の情報化！」と「教育の情報化！」と「教育の情報化！」と「教育の情報化！」

第２９回 第３０回 第３１回 第３２回 第３３回

2004年12月3日 2005年1月28日 2005年5月31日 2005年5月31日 2005年6月3日

情報 「Flashでアニメーション作成」 情報 「メール」「プレゼンテーショ

ン」

英語 「ＴＶ会議を使い海外と接続」 情報 「weblogの使い方」 情報 「CGデザイン基礎」

精華高等学校
村上先生、村嶋先生（情報）

京都橘高等学校
長谷川先生（情報）

帝塚山学院泉ヶ丘高校

辻先生（英語）

羽衣学園高等学校
北川先生（大阪市大院）

米田先生（情報・英語）

精華高校
村上先生（情報）
於： 産業技術短大



20062006 １１2006.2006.１～１～
「ＩＣＴ力の向上」「ＩＣＴ力の向上」「ＩＣＴ力の向上」「ＩＣＴ力の向上」

「特にＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ」「特にＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ」「特にＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ」「特にＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ」

第４４回 第４５回 第４６回 第４７回 第４８回

2006年7月14日 2006年8月21日 2006年10月2日 2006年11月9日 2006年11月24日

情報機器演習 「園内に掲示
できる教育的標語ポス
ター制作」

デザイン 「IllustratorでＣＧ入門」 情報Ａ 「タグでＷｅｂページ制作入

門」

異文化学習「ドミニカ共和国からこ

んにちは」
情報Ａ「プレゼンテーション

ソフトを用いた個人発表」

大阪信愛女学院短大
長尾先生（情報機器演習）

岡山学芸館高校
大江先生（美術）

於： 産業技術短大

四條畷学園高校
飯田先生（情報）

村上先生（ドミニカ共和国
職業技術訓練庁）

於： プール学院高校

相愛高等学校
笹谷先生（情報）



20072007 １１2007.2007.１～１～
「教科連携」「教科連携」教科連携」教科連携」

と「産学（外部）連携」と「産学（外部）連携」

第４９回 第５０回 第５１回 第５２回

2007年1月19日 2007年2月16日 2007年6月1日 2007年6月22日

斜眼紙及びExcelによ

る立体描画実習
グループプレゼンテー

ションの発表

座学「著作権について」
総合的な学習の時

間「コピーライターに挑戦」

産業技術短大

二井見先生（システムデザ
イン工学科）

羽衣学園高校
中川先生・米田先生

大阪国際滝井田高校
伊美先生

大阪国際大和田高校
齊尾先生

製作中 製作中



ネット上の意見交換！ネット上の意見交換！ネット上の意見交換！ネット上の意見交換！

VirtualBrainstormingBoardVirtualBrainstormingBoard（（VBBVBB））の活用の活用

公開授業前からネット参加公開授業前からネット参加

公開授業当日の参観公開授業当日の参観公開授業当日の参観公開授業当日の参観

公開授業後のネット参加公開授業後のネット参加公開授業後のネット参加公開授業後のネット参加

忙しい教員が参加できる必須条件？忙しい教員が参加できる必須条件？



ウェブによる毎回のお知らせウェブによる毎回のお知らせウ よる毎回 お知らウ よる毎回 お知ら



Vi t lVi t l B i t iB i t i B dB dVi t lVi t l B i t iB i t i B dB dVirtualVirtual BrainstormingBrainstorming BoardBoardVirtualVirtual BrainstormingBrainstorming BoardBoard





参考：出前キャラバン参考：出前キャラバン

本当に知らない相手本当に知らな 相手

異質な相手とつながり、
ぶつかりあい

つながりを認識するよさ！！つながりを認識するよさ！！

対面の必要性 本物の相手対面の必要性・本物の相手



人的ネットワークを広げるには！人的ネットワークを広げるには！人的ネットワークを広げるには！人的ネットワークを広げるには！

対面のコミュニケーション対面のコミュニケーション

（会議・研究会・講習会・懇親会）（会議・研究会・講習会・懇親会）

ネットワークでコミュニケーションネットワークでコミュニケーションネットワ クでコミュニケ ションネットワ クでコミュニケ ション

（メ ル 電子掲示板（メ ル 電子掲示板 TVTV会議）会議）（メール・電子掲示板・（メール・電子掲示板・TVTV会議）会議）



キャラバンの目的は？キャラバンの目的は？キャラバンの目的は？キャラバンの目的は？
教科「情報」の授業イメ ジの模索教科「情報」の授業イメ ジの模索教科「情報」の授業イメージの模索教科「情報」の授業イメージの模索

現職教員が情報を担当現職教員が情報を担当

（つかむ・盗む・（つかむ・盗む・GOODGOOD PRACTICEPRACTICE共有）共有）

教員の情報化トレーニング教員の情報化トレーニング

情報活用能力の育成情報活用能力の育成



もう少し補足？もう少し補足？もう少し補足？もう少し補足？

単に授業を見せ合うだけではない単に授業を見せ合うだけではない

教科「情報」に限らない教科「情報」に限らない

他教科でのＩ Ｔ活用他教科でのＩ Ｔ活用

高校の「情報」のあり方と役目高校の「情報」のあり方と役目

教員間ネットワーク教員間ネットワーク

指導法 課題のコラボレーション指導法，課題のコラボレーション



身の回りの課題を発見して解決身の回りの課題を発見して解決身の回りの課題を発見して解決身の回りの課題を発見して解決

生
徒教科「情報」の授業イメージを模索する教科「情報」の授業イメージを模索する

と う差 迫 た課題と う差 迫 た課題

徒

という差し迫った課題という差し迫った課題

情報機器を使いながら、キャラバンを実施して
お互いに情報教育の概念の共有化お互いに情報教育の概念の共有化

先
情報活用能力の育成情報活用能力の育成

先
生



まとめまとめまとめまとめ

情報活用能力の向上がもたらす効果• 情報活用能力の向上がもたらす効果

良い授業を作り上げる（見せる授業）良い授業を作り上げる（見せる授業）

Ｉ Ｔの有効活用（投資してもらう納得）Ｉ Ｔの有効活用（投資してもらう納得）

他教科への「連鎖」（英語、高３履修）

生きる力 メディア創造力生きる力 メディア創造力生きる力・メディア創造力生きる力・メディア創造力



教科 情報のこれから教科 情報のこれから・・・

情報Ａ： 情報(インターネット含む）活用情報Ａ 情報(インタ ネット含む）活用

（モラル含む ブリッジなど）

情報Ｂ 数理的な とを実施情報Ｂ：数理的なことを実施

（メカニズムやロボットなど）（メカニズムやロボットなど）

情報Ｃ：調査・研究・発表を実施

（I T プレゼン デ スカ シ ン）（IｃT・プレゼン・ディスカッション）



情報を記憶・保持することより情報を記憶 保持することより

多くの情報から必要なものを選び

具体的な問題解決に役立てる能力



教 員 側教 員 側
●ネットワーク力（国内・海外の教育関係者との）●ネットワ ク力（国内 海外の教育関係者との）

●情報機器を活用する能力

（掲示板利用 ＴＶ会議利用など）（掲示板利用、ＴＶ会議利用など）

●国語力・英語力

具体的な問題解決に役立てる能力具体的な問題解決に役立てる能力



学 生 側
ラボレ シ ン力 ）●コラボレーション力（異質な集団で交流する力）

●情報機器活用能力●情報機器活用能力

●セルフコントロール力

●思考・精神力（自発・自覚力）

●好奇心力

●基本的な生活習慣力・基礎学力●基本的な生活習慣力・基礎学力

●経験力

具体的な問題解決に役立てる能力



生徒たちが身につけた力生徒たちが身につけた力
情報編集力（収集・選択・加工）

コンピュータ活用スキル（モラル含む）
教科 領域コラボレーション力教科、領域
をまたぐ基礎学力→英語応用力・国語力

体力

をまたぐ
総合的な学力体力

コメント力
総合的な学力

コメント力

コミュニケーション力（表現力）コミュニケ ション力（表現力）


