高度ＩＴ利活用社会における
今後の学校教育の在り方に関する有識者会議
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設立の背景

よりよい未来を創出するためには、子供たち一人一人が、社会の変化に主体
的に向き合い、関わり合う過程を通して、自分の可能性を最大限に発揮し、幸
福な人生を自ら創り出していくことが重要である。
今後、多くの職業が人工知能（ＡＩ）によりロボット等に委ねられることが
予想される社会の中で、私達、人間には、ＡＩに使われるのではなく、ＡＩを
使いこなす能力がますます必要となってくる。次期学習指導要領においても、
社会的・職業的に自立した人間として、高い志と意欲をもって、蓄積された知
識や技能を礎としながら、膨大な情報から何が重要かを主体的に判断し、自ら
問いを立てて、その解決を目指し、他者と協働しながら新たな価値を生み出し
ていくことが求められている。
こうしたことから、本有識者会議では、
「高度ＩＴ利活用社会における今後の
学校教育の在り方」をテーマとして、子供たち一人一人の可能性を伸ばし、新
しい時代に求められる資質・能力とは何か、また、それらを育成するために求
められる今後の学校教育の在り方について、探究していくことを目的として設
置された。

２

「提言Ⅰ」 全ての子供たちに求められる情報活用能力の育成
について

（１）情報手段の特性を理解し適切に活用する力の育成
○ 課題の解決や目的に応じて、コンピュータや情報通信ネットワーク等の
情報手段を適切に用いるなど、自らの生活の中で主体的に活用することの
できる資質・能力の育成が求められている。こうした資質・能力をこれか
らの社会で必要となる実践的な力として捉え、社会の変化や、小学校、中
学校、高校等における児童・生徒の発達段階を考慮して、各教科・領域等
の学びの中で横断的、体系的に育成を図っていく必要がある。
○

情報の特性を理解した上で情報を適切に扱うとともに、自らの情報活用
の在り方を評価・改善する力を身に付けさせていくことが必要である。こ
のため、主体的に情報を捉えながら、問題解決的な活動や他者と協働する
活動等を重視した教育が必要である。また、その際には、子供たちに失敗
を恐れず挑戦する意欲や態度、新たな価値を創造する力の育成にも努めて
いくことが大切である。

（２）情報モラルの一層の涵養
○ 情報社会の中で、子供たちが社会の一員として正しく行動することが
できるようにするためには、情報や情報手段を適切に活用するための基
になる考え方や態度の育成が不可欠である。都教育委員会が平成２７年
度に「SNS 東京ルール」を策定し、学校と家庭が連携した実践的な情報モ
ラル教育を進めていることは、情報社会で生きていくために必要な知識
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や考え方、態度等を育成する取組として評価できる。今後は、児童・生
徒が主体的に問題解決を図る力を養うという観点からも一層の情報モラ
ル教育の充実を図り、望ましい情報社会の創造に積極的に参画する態度
の醸成を図っていくことが重要である。
（３）プログラミング教育の実践を促進
○ 次期学習指導要領では、小学校においてプログラミング教育が必修化さ
れる。新たな教育活動のため、全面実施前に小学校教員への理解の促進を
図っていく必要がある。
○

プログラミング教育のねらいは、プログラミングの技能の取得にとどま
らない。プログラムの働きが社会や産業界の進展に大きく貢献しているこ
とや、情報社会が情報技術に支えられていることへの気付き等、社会と情
報との関わりについて理解を深めていくことにある。また、活動を通して、
身近な問題の解決に主体的に取り組む態度、コンピュータ等を上手に活用
してより良い社会を築いていく能力や態度等、プログラミング的な見方や
考え方を育むこともねらいとしている。
これらを踏まえ、プログラミング教育を児童・生徒の発達段階に応じた
主体的・対話的で深い学びを実現させる学習活動の中に適切に位置付け、
効果的に実践を進めていくことが大切である。

○

プログラミング教育を適切に行うためには、各教科・領域等の取組によ
って身に付けた資質・能力を各教科・領域等の中で活用する力とするとと
もに、教科・領域等を越えて横断的に活用できる力にまで高めていく必要
がある。

○

都教育委員会は、各学校におけるプログラミング教育の一層の推進に向
け、区市町村教育委員会の取組を牽引するとともに、プログラミング教育
の在り方や参考となる実践事例等を積極的に情報提供し、支援していく必
要がある。

（４）社会の変化に即した学校教育の改善
○ 社会が急激に変化する中で、これからの社会が求める人材を育成するた
めには、学習指導要領が改訂されるこの機会を生かし、学校教育の取組の
改善を確実に図っていく必要がある。
○

プログラミング教育のような新たな教育活動に対して、学校教育の取組
が一層促進できるようにしていくことが大切である。そのためには、管理
職が社会の変化の趨勢を見極め、リーダーシップを発揮し、適切にカリキ
ュラム・マネジメントを実施していくことが求められる。また、教員の主
体的な授業改善の取組を促していくとともに、学習環境の整備に努めてい
く必要がある。
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（５）企業等のもつ教育資源の活用を促進
○ 情報活用能力の育成や情報手段の活用に関わる教育を進めていくため
には、次期学習指導要領にも示されているように、地域社会の人々や民間
企業等と連携・協力を得ることが特に有効と考える。
○

東京都にはＩＴ企業をはじめ多くの民間企業等があり、これらの民間企
業等の協力を得て、学校に人的・物的資源を適切に投入できるようにする
ことにより、効果的な教育の実現につながっていくと考える。

○

民間企業等のもつ教育力を有効に活用できるようにするためには、学校
教育に民間企業等が参画しやすい環境を整えていくことが大切である。そ
のためには、社会に開かれた教育課程の実現に向け、都教育委員会が率先
して、外部と連携した教育を進めるための指導体制を整えるとともに、民
間企業等と協働でよりよい教育の実現を目指していくという意識改革を
学校文化の中に浸透させていく必要がある。

○

学校と民間企業等が連携した教育を推進するためには、民間企業等のも
つ教育資源と学校のニーズを相互に理解し合い、授業づくりに向けた情報
を共有できる場が必要である。そこで、都教育委員会が設置している「地
域教育推進ネットワーク東京都協議会」との連携を一層深め、学校と民間
企業等が協働して実践を行うための支援をしていく必要がある。

３

「提言Ⅱ」 高度ＩＴ人材の育成について

（１）世界が必要とする人材の育成
○ 世界ではＩＴ企業の進出が目覚ましい。日本は少子高齢化の時代を迎え
ＩＴの利活用による生産性の向上が必須となっているが、それを支えるた
めの人材が不足している。こうしたことから、日本ではＩＴ人材の育成が
急務である。
○

今後、ＡＩが自ら知識を概念的に理解し、思考する時代になっていく
ことが予想されている。その一方で、人間の最も大きな強みは、思考に
目的を与えたり、目的のよさや正しさ等を判断したりできることにある。
こうした人間がもつ強みを育むためには、学校教育の中で、子供たちに
課題を自ら設定し、主体的な問題解決を促す学習や、新たな価値の創造
に向けて試行錯誤を繰り返す学習等に重点を置いた取組が一層求められ
る。

○

世界では、新しいアイデアから社会的意義のある新たな価値を創造し、
社会に変化をもたらす人材が出現してきている。このような人材を日本か
らも輩出していくためには、物事を新しい視点から見たり、捉えたり、活
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用したりする活動を重視し、豊かな発想力や想像力を育んでいく必要があ
る。
（２）産業界が必要とする人材の育成
○ 産業界では、情報を人に伝えるだけでなく、人を理解したり、人を説得
したりすることのできるコミュニケーション力を身に付けた人材が求め
られている。そこで、学校教育では、グローバル化した社会の中で、言語、
政治、宗教、習慣等を異にする者と協働して活動することができる力を身
に付けた人材を育成していく必要がある。
○

産業界では、様々なことに興味や関心をもち、見通しをもって粘り強く
取り組み、自らの活動を振り返り、次につなげるなど、主体的・能動的に
物事に取り組むことのできる資質・能力を身に付けた人材が求められてい
る。そこで、学校教育では、アクティブ・ラーニングを生かした学びを重
視し、自分の目標を自ら見い出し、行動し、やり遂げていく学習活動を積
極的に進めていく必要がある。

（３）高校と大学との効果的な接続を通した人材の育成（高校からの検討）
○ 高校１年次から計画的に大学と連携した授業の実施や、民間企業等と連
携した活動を積極的に取り入れるなど、高校における教育と大学などの高
等教育との連携・接続や社会に開かれた教育課程の編成・実施が必要であ
る。
○

高校生が大学における研究活動に触れることは、他者と協働して課題を
解決していくことや、情報を再構成しながら新たな価値につなげていくこ
となどを経験するよい機会である。そのため、高校生が大学の研究室を訪
問・見学したり、研究活動を体験したりするなど、ジョブシャドウイング
や協働して研究を行うことで、高等教育における研究活動に直接触れる機
会を設定していく必要がある。

○

生徒に高い志を涵養し能力を一層高めていくためには、学びの見通しを
もたせることが大切である。そのため、高校の学びの中で、大学の単位認
定に結びついた授業を設定し、履修できるようにすることや、優先的に大
学に入学できるシステムの構築など、高校と大学との一層の連携を図って
いく必要がある。

○

生徒の興味・関心を教育活動で十分に伸ばし切れていないなど、現行制
度における各校種の区切りが時代の変化に対応できているとは必ずしも
いえない現状がある。今後は、高大の連携から接続を視野に入れた学校を
設置をすることで、高大の７年間を見通した連続的な教育課程の編成・実
施を通して、専門性の高い知識や技能を身に付けた人材の育成を図ってい
くことも必要である。
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（４）高校と大学との効果的な接続を通した人材の育成（大学からの検討）
○ 新たなものを発想したり創造したりする力は、身近な情報機器やシステ
ム等を上手に活用するだけでは育成できない。これらが、どのような仕組
みで動いているのか疑問をもって調べるなど、物の本質に興味・関心をも
たせる教育活動を幼少期から積み重ね、高等教育へとつなげていくことが
大切である。
○

大学教員が高校に出向いて授業を行うだけでは、高大の連携・接続が表
層的なものにとどまってしまう可能性がある。高校生を大学の研究室に迎
い入れ、実際の研究に携わらせるなど、探究する喜びや楽しさに触れる機
会をこれまで以上に設定することが必要である。

○

未来を創出する人材の育成には、領域横断的に様々な知見を組み合わせ
て問題解決を図る能力の育成が必要である。しかし、大学の学部における
４年間だけの学びでは十分とはいえない状況がある。高校と大学の７年間
の学び、または大学院も含めた９年間を一貫した学びと捉え、この期間を
活用して、どのような人材を育成していくかを、大学と高校で共有してい
く仕組みづくりなどを検討していく必要がある。

○

ＩＴを効果的に活用して学校外から教育支援を行うなど、民間企業等が
参画しやすい環境を整えることにより、高校、大学、そして、産業界が連
携して社会が求める人材の育成に協働して取り組む体制を構築していく
ことが大切である。例えば、大学と民間企業等の連携として、民間企業等
が抱えている課題の解決に大学生が関与する取組があるが、そこに高校生
も参画する取組などが考えられる。
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４ 参考資料

学習指導要領改訂の理念と方向性
及び各学校段階で取り組むべき内容等

千葉商科大学
永井克昇

学習指導要領の改訂と情報教育
H14
情報教育
の手引

H2
情報教育
の手引

S44.12
理産審
答申
S60.2
理産審
答申
Ｓ45.10
学習指導要領
改訂

中教審：中央教育審議会
教課審：教育課程審議会
理産審：理科教育及び産業教育審議会

H18.12
教育基本改正
H19.6
学校教育法改正

Ｈ10.7
理産審
答申

二つ前

現行

一つ前

Ｈ1.3
学習指導要領
改訂

Ｈ11.3
学習指導要領
改訂
教科「情報」創設

S62.12
教課審
答申

Ｈ10.7
教課審
答申

Ｈ21.3
学習指導要領
改訂

H13.1
中央省庁
再編

S61.4
第二次
報告

S62.4
第三次
報告

Ｈ20.1
中教審
答申
・教育課程部会
・産業教育特別部会

臨教審（臨時教育審議会）
S60.6
第一次
報告

H21
教育の情報化
に関する手引

S62.8
第四次
報告

S60.8
協力者会議
第一次報告

Ｈ8.7
中教審
答申

・情報化社会に対応する初等中等教育に関
する調査研究協力者会議

情報活用能力とは、情報及び情報手段を主体的に選
択し活用していくための個人の基礎的な資質
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Ｈ9.10
協力者会議
第一次報告

・情報化の進展に対応した初等中等教育に
おける情報教育の推進等に関する調査研究
協力者会議

情報教育は、情報活用能力を育む教育である

内容

情報活用能力

①課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含

めて，②必要な情報を主体的に収集・判断・表現・処理・
創造し，③受け手の状況などを踏まえて発信・伝達できる
能力

(1) 情報活用の実践力

④情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と，⑤情報

を適切に扱ったり，自らの情報活用を評価・改善するた
めの基礎的な理論や方法の理解

(2) 情報の科学的な理解

⑥社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及

ぼしている影響を理解し，⑦情報モラルの必要性や情報に
対する責任について考え，⑧望ましい情報社会の創造に参
画しようとする態度

(3) 情報社会に参画する態度

情報活用能力を構成する要素を、３観点（(1)～(3)）、8要素（①～⑧）と呼ぶことがある

3

永井克昇

学習指導要領の改訂と情報教育

①

旧学習指導要領

現行学習指導要領

新学習指導要領

（平成10年12月告示）

（平成20年3月告示）

（平成29年3月告示）

各教科等の指導に当たっては，児
童がコンピュータや情報通信ネット
ワークなどの情報手段に慣れ親しみ，
適切に活用する学習活動を充実する
とともに，視聴覚教材や教育機器な
どの教材・教具の適切な活用を図る
こと。

各教科等の指導に当たっては，児
童がコンピュータや情報通信ネット
ワークなどの情報手段に慣れ親しみ，
コンピュータで文字を入力するなど
の基本的な操作や情報モラルを身に
付け，適切に活用できるようにする
ための学習活動を充実するとともに，
これらの情報手段に加え視聴覚教材
や教育機器などの教材・教具の適切
な活用を図ること。

第２の２の(1)に示す情報活用能力
の育成を図るため，各学校において，
コンピュータや情報通信ネットワー
クなどの情報手段を活用するために
必要な環境を整え，これらを適切に
活用した学習活動の充実を図ること。
また，各種の統計資料や新聞，視聴
覚教材や教育機器などの教材・教具
の適切な活用を図ること。
あわせて，各教科等の特質に応じ
て，次の学習活動を計画的に実施す
ること。
ア 児童がコンピュータで文字
を入力するなどの学習の基盤
として必要となる情報手段の
基本的な操作を習得するため
の学習活動
イ 児童がプログラミングを体
験しながら，コンピュータに
意図した処理を行わせるため
に必要な論理的思考力を身に
付けるための学習活動

小
学
校

※第２の２の(1)……各学校においては，児童の発達の段階を考慮し，言語能力，情報活用能力（情報モラルを含む。），問題発見・解決能力等の学習
の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう，各教科等の特質を生かし，教科等横断的な視点から教育課程の編成を
図るものとする。
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学習指導要領の改訂と情報教育

旧学習指導要領

現行学習指導要領

新学習指導要領

（平成10年12月告示）

（平成20年3月告示）

（平成29年3月告示）

各教科等の指導に当たっては，生
徒がコンピュ－タや情報通信ネット
ワ－クなどの情報手段を積極的に活
用できるようにするための学習活動
の充実に努めるとともに，視聴覚教
材や教育機器などの教材・教具の適
切な活用を図ること。

中
学
校

②

各教科等の指導に当たっては，生
徒が情報モラルを身に付け，コン
ピュータや情報通信ネットワークな
どの情報手段を適切かつ主体的，積
極的に活用できるようにするための
学習活動を充実するとともに，これ
らの情報手段に加え視聴覚教材や教
育機器などの教材・教具の適切な活
用を図ること。

第２の２の(1)に示す情報活用能力
の育成を図るため，各学校において，
コンピュータや情報通信ネットワー
クなどの情報手段を活用するために
必要な環境を整え，これらを適切に
活用した学習活動の充実を図ること。
また，各種の統計資料や新聞，視聴
覚教材や教育機器などの教材・教具
の適切な活用を図ること。

※第２の２の(1)……各学校においては，生徒の発達の段階を考慮し，言語能力，情報活用能力（情報モラルを含む。），問題発見・解決能力等の学習
の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう，各教科等の特質を生かし，教科等横断的な視点から教育課程の編成を
図るものとする。

旧学習指導要領

現行学習指導要領

（平成11年3月告示）

（平成21年3月告示）

各教科・科目等の指導に当たって
は，生徒がコンピュータや情報通信
ネットワークなどの情報手段を積極
的に活用できるようにするための学
習活動の充実に努めるとともに，視
聴覚教材や教育機器などの教材・教
具の適切な活用を図ること。

高
等
学
校

各教科・科目等の指導に当たって
は，生徒が情報モラルを身に付け，
コンピュータや情報信ネットワーク
などの情報手段を適切かつ実践的，
主体的に活用できるようにするため
の学習活動を充実するとともに，こ
れらの情報手段に加え視聴覚教材や
教育機器などの教材・教具の適切な
活用を図ること。

新学習指導要領
……現在、検討中……
今年度末、改訂告示の予定
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第２期教育振興基本計画について【教育の情報化関係部分抜粋】
（平成25年4月25日中央教育審議会答申）

基本施策１
１－２

確かな学力を身に付けるための教育内容・方法の充実

ＩＣＴの活用等による新たな学びの推進

●

確かな学力をより効果的に育成するため,言語活動の充実や,グループ学習,ICTの積極的な活用をはじめとする指
導方法・指導体制の工夫改善を通じた協働型・双方向型の授業革新を推進する。

●

デジタル教科書・教材のモデルコンテンツの開発を進めつつ,各教科等の指導において情報端末やデジタルコン
テンツ等を活用し,その効果を検証する実証研究を実施する。実証研究の成果を広く普及すること等により,地方
公共団体等に学校のICT環境整備を促す。
また,学校において多様な情報端末でデジタル教材等を利用可能とするため,デジタル教材等の標準化を進める。
さらに,できるだけ早期に全ての教員がICTを活用した指導ができることを目指し,教員のICT活用指導力向上のた
めの必要な施策を講じる。

基本施策25
２５－２

良好で質の高い学びを実現する教育環境の整備

教材等の教育環境の充実

● 教育用コンピュータ１台当たりの児童生徒数３.６人（※）,教材整備指針に基づく電子黒板・実物投影機の整備,超
高速インターネット接続率及び無線LAN整備率100％,校務用コンピュータ教員１人１台の整備を目指すとともに,
地方公共団体に対し,教育クラウドの導入やICT支援員・学校CIOの配置を促す。
※ 各学校に,①コンピュータ教室４０台,②各普通教室１台,特別教室６台,③設置場所を限定しない可動式コン
ピュータ４０台を整備することを目標として算出。
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第3期教育振興基本計画について

第３期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方
（平成29年1月19日 中央教育審議会教育振興基本計画部会）
５．教育政策推進のための基盤を整備する （ICT の利活用）
○ ICT については、多様な学習機会の提供や学習者の学習・活動の記録の基盤としての活用な
ど、生涯を通じた学習の基盤であると同時に、学校教育においても教員自身が授業内容や子
供の姿に応じて自在に ICT を活用しながら授業設計を行えるようにすることを含め、授業・
学習面と校務面の両面で積極的な活用が不可欠になっていくことから、情報セキュリティの
確保を前提としつつ、その整備を確実に進めていくことが必要である。
○ 教育の情報化を加速するためには、国、地方公共団体、学校、家庭の役割を明確にし、それ
ぞれの責任を果たしていくことが必要である。特に学校の ICT 環境については、地域や学校
によってその整備状況に大きな格差が生じているが、教育格差につながらないよう、今後、I
CT を活用した効果的な授業の実現に向け、必要なときに、児童生徒一人一台の教育用コン
ピュータ環境で授業が行えるようにするために必要な ICT 環境整備を進めていくことが求め
られる。
○ 大学教育については、学生が主体的に学修するアクティブ・ラーニングへの展開を図るなど、
教育の質向上の観点から ICT の利活用を積極的に推進する必要がある。加えて、グローバル
に進展している教育研究のオープン化に対応し、大学の知を広く国内外に発信する観点から
も ICT の利活用を推進することが求められる。
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（平成25年6月14日閣議決定）

経済財政運営と改革の基本方針 ～脱デフレ・経済再生～
第２章 強い日本、強い経済、豊かで安全・安心な生活の実現
３．教育等を通じた能力・個性を発揮するための基盤強化
（１）教育再生の推進と文化・スポーツの振興
（教育再生）
（略）世界トップレベルの学力の達成等に向け、英語教育・理数教育・ICT教育・道徳教育・特別支援教育の強化など社会を生き抜く
力の養成を行う。（略）

（平成25年6月14日閣議決定）

日本再興戦略－JAPAN is BACK－

（平成25年6月14日閣議決
定）

４．世界最高水準のIT社会の実現
⑥ 産業競争力の源泉となるハイレベルなIT人材の育成・確保
ITやデータを活用して新たなイノベーションを生み出すことのできるハイレベルなIT人材の育成・確保
を推進する。
○ ITを活用した21世紀型スキルの修得
・ 2010年代中に1人1台の情報端末による教育の本格展開に向けた方策を整理し、推進するとともに、デジタル教
材の開発や教員の指導力の向上に関する取組を進め、双方向型の教育やグローバルな遠隔教育など、新しい学びへの
授業革新を推進する。また、来年度中に産学官連携による実践的IT人材を継続的に育成するための仕組みを構築し、
義務教育段階からのプログラミング教育等のIT教育を推進する。
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世界最先端ＩＴ国家創造宣言

平成２５年６月１４日閣議決定

世界最先端ＩＴ国家創造宣言

Ⅳ．利活用の裾野拡大を推進するための基盤の強化
１．人材育成・教育

（１）教育環境自体のIT化
学校の高速ブロードバンド接続、１人１台の情報端末配備、電子黒板や無線LAN環境の整備、デジタル
教科書・教材の活用等、初等教育段階から教育環境自体のIT化を進め、児童生徒等の学力の向上とITリテラ
シーの向上を図る。
あわせて、教える側の教師が、児童生徒の発達段階に応じたIT教育が実施できるよう、IT活用指導モデル
の構築やIT活用指導力の向上を図る。そのため、指導案や教材など教師が活用可能なデータベースを構築し、
府省の既存の子供向けページも教材として整理し、積極的に活用する。また、企業や民間団体などにも協力
を呼びかけ、教育用のデジタル教材の充実を図る。
これらの取り組みにより、2010年代中には、全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校で教育環
境のIT化を実現するとともに、学校と家庭がシームレスでつながる教育・学習環境を構築する。

平成25年4月8日

教育再生実行本部

-成長戦略に資するグローバル人材育成部会提言-

【グローバル人材育成のための３本の矢】
１．英語教育の抜本的改革
３．国家戦略としてのICT教育

２．イノベーションを生む理数教育の刷新

（１）２０１０年代中に１人１台のタブレットＰＣ（情報端末）を整備
（２）全教師が、児童生徒の発達段階に応じたＩＣＴ活用指導力を身に付ける
（３）世界最高水準のＩＣＴ教育コンテンツ･システムの創造、情報リテラシーの育成、情報モラル教育の実現

【提言を実現するための施策】
○

2015年を目途に、小・中・高・特別支援学校を通じて、1人1台のタブレットPC（情報端末）、電子黒板、無線
LAN等が整備された拠点地域を全都道府県に合計100程度指定し、先導的な教育システムを開発 等

○

大学の教師養成カリキュラム、教師採用試験及び免許更新講習においてICT活用指導力を重視

○

産業界等と連携協力し、利用しやすいデジタル教科書・教材の開発や、多様な情報端末で利用するための標準化
など、デジタルコンテンツの利用拡大のための技術を開発 等

○

ICT拠点校とSSH等が連携して、学校や学年の枠にとらわれず、個々の学習進度に応じた指導を実施
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等

等

情報教育と教育課程上のまとまった時間

情報活用の
実践力
【小学校】
各教科等の指導に当たっては、児童がコン
ピュータや情報通信ネットワークなどの情報手
段に慣れ親しみ、コンピュータで文字を入力す
るなどの基本的な操作や情報モラルを身に付け、
適切に活用できるようにするための学習活動を
充実する・・・・

情報の
科学的な理解

情報社会に
参画する態度

情報教育は、学校の教育活動全体を通じて行う
（情報教育をねらいとする教科はない）

【中学校】
各教科等の指導に当たっては、生徒が情報モ
ラルを身に付け、コンピュータや情報通信ネッ
トワークなどの情報手段を適切かつ主体的、積
極的に活用できるようにするための学習活動を
充実する・・・・

情報教育は、学校の教育活動全体を通じて行う
（情報教育をねらいとする教科はない）

【高等学校】
各教科・科目等の指導に当たっては、生徒が
情報モラルを身に付け、コンピュータや情報通
信ネットワークなどの情報手段を適切かつ実践
的、主体的に活用できるようにするための学習
活動を充実する・・・・

情報教育は、学校の教育活動全体を通じて行う
共通教科情報科の創設
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中央教育審議会答申における情報活用能力の位置付け

～学習指導要領改訂の方向性～

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と、学習評価の充実
学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性の涵養

言語能力
情報活用能力 …等

・各教科等において育む資質・能力
・教科等を越えた全ての学習の基盤として育まれ活用される資質・能力
・現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等の育成

生きて働く知識・技能の習得

何ができるようになるか
「社会に開かれた教育課程」の実現
各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

何を学ぶか

どのように学ぶか

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善
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中央教育審議会答申における情報活用能力の位置付け ～育成すべき資質・能力の三つの柱～

学びに向かう力
人間性等

生きる力

どのように社会・世界と関わり、
よりよい人生を送るか

「確かな学力」「健やかな体」「豊かな心」を
総合的にとらえて構造化
教育課程全体を見渡して
組織的に取り組み、確実に
育んでいく

・各教科等において育む資質・能力
・現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力

教科等を越えた全ての学習の基盤として育まれ活用される資質・能力
言語能力 、 情報活用能力
… 等

理解していること・できる
ことをどう使うか

何を理解しているか
何ができるか

思考力･判断力・表現力等

知識・技能

中央教育審議会答申における情報活用能力の位置付け ～情報教育＝情報活用能力の育成～
教科等を越えた全ての学習の基盤として育まれ活用される資質・能力

情報活用能力

世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉えて把握し、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、
問題を発見したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力

学びに向かう力・人間性等

思考力・判断力・表現力等

生きて働く知識・技能

何ができるようになるか
各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

どのように学ぶか

何を学ぶか
情報活用能力を 各教科等における資
質・能力や内容と関連付けて、教育課
程として具体化。

主体的･対話的で深い学び
（「アクティブ・ラーニング」）の視点からの
学習過程の改善

・各教科等を学ぶ意義と教科等横断的な視点を踏ま
えた教育課程の編成

・単元や題材のまとまりの中で「主体的･対話的で深い学び」を実現

・各教科等のねらいを、情報活用能力を育成する活
動を通じて実現するという視点

・「見方・考え方」を軸としながら、幅の広い授業改善を工夫

・情報活用能力の育成を踏まえた習得・活用・探求的な学習の実現
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小・中・高等学校を通じた情報教育と高校学校情報科の位置付けのイメージ
「情報科」
◎情報的な見方・考え方を働かせ、情報技術を活用して問題の発
見・解決を行う学習活動を通じて、問題の発見・解決に向けて
情報と情報技術を活用し、情報社会に主体的に参画するための
資質・能力を育成することを目指す
○ ①情報と情報技術及びこれらを活用して問題を発見・解決する
方法について理解を深め技能を習得するとともに、情報社会
と人間との関わりについての理解を深めるようにする
②問題の発見・解決に向けて情報技術を適切かつ効果的に活
用する力を養う
③情報を適切に活用するとともに、情報社会に主体的に参画し、
その発展に寄与しようとする態度を養う

・（思考や創造等に活用される基礎的な情報としての）

知識・技能
（何を知っ
ているか、
何ができる
か）

教科等の学習を通じて身に付ける知識等
・情報を活用して問題を発見・解決したり考えを形成し
たりする過程や方法についての理解
・問題の発見・解決等の過程において活用される情報手
段（コンピュータなど）の特性についての理解とその
操作に関する技能
・アナログ情報とディジタル情報の違い（Webサイト
と新聞や書籍等により得られる情報の早さや確かさの
違い）など、情報の特性の理解
・コンピュータの構成や情報セキュリティなど、情報手
段の仕組みの理解
・社会の情報化と情報が社会生活の中で果たしている役
割や及ぼしている影響の理解
・情報に関する法・制度やマナーの意義についての理解

・情報を活用して問題を発見・解決し新たな価値を創造

思考力・判
断力・表現
力等
（知ってい
ること・で
きることを
どう使う
か）

学びに向か
う力・人間
性等
（どのよう
に社会・世
界と関わり
よりよい人
生を送る
か）

したり、自らの考えの形成や人間関係の形成等を行っ
たりする能力
－目的に応じて必要な情報を収集・選択したり、複数
の情報を基に判断したりする能力
－情報を活用して問題を発見し、解法を比較・選択し、
他者とも協働したりしながら解決のための計画を立
てて実行し、結果に基づき新たな問題を発見する等
の能力
－相手の状況に応じて情報を的確に発信したり、発信
者の意図を理解したり、考えを伝え合い発展させた
りする能力
など
・問題の発見・解決や考えの形成等の過程において情報
手段を活用する能力
・情報を多面的・多画的に吟味しその価値を見極めてい
こうとする情意や態度等
・自らの情報活用を振り返り、評価し改善しようとする
情意や態度等
・情報モラルや情報に対する責任について考え行動しよ
うとする情意や態度等
・情報や情報技術を積極的かつ適切に活用して情報社会
（情報の果たす役割が一層重要になっていく社会）に
主体的に参画し、より望ましい社会を構築していこう
とする情意や態度等

【高等学校】（各教科等）
◎情報社会への主体的な参画に向けて、問題を発見・解決したり自らの考えを形成
したりする過程や、情報手段等についての知識と経験を、科学的な知として体系化
していくようにするなど、発達段階に応じた資質・能力を高等学校教育の本質的な
学びを深める中で身に付ける

（技術・家庭科「情報に関する技術」）
計測・制御やコンテンツに関するプログラミング
など、ディジタル情報の活用と情報技術を中心的
に扱う

【中学校】（各教科等）
◎情報を効果的に活用して問題を発見・解決したり、自らの考えを形成したりする
経験や、その過程で情報手段を活用する経験を重ねつつ、抽象的な分析等も行える
ようにするなど、発達段階に応じた資質・能力を中学校教育の本質的な学びを深め
る中で身に付ける
・基本的な操作技能の着実な習得
・プログラミングの体験 等
【小学校】（各教科等）
◎様々な問題の発見・解決の学習を経験しながら、そこに情報や情報手段が活用され
ていることや、身近な生活と社会の情報化との関係等を学び、情報や情報手段によ
さや課題があることに気付くとともに、情報手段の基本的な操作ができるようにす
るなど、発達段階に応じた資質・能力を小学校教育の本質的な学びを深める中で身
に付ける
【幼稚園】
幼児教育において培われる基礎（言葉による伝え合い、豊かな感性と表現等）
※総則・評価特別部会第4回（平成28年1月18日）資料における整理

情報教育と問題解決

「知っている力」から
「活用できる力」へ

解を当てはめる問題解決

児童生徒は
これまでの教科等の学習で
経験的・体験的に学んでいる

問題解決
（活用・探究）
解を導き出す問題解決

言語活動

活用する力を育む
問題解決

試行錯誤
解を導き出す
問題解決

解を当てはめる
問題解決（反復）

(a)失敗を許す
(b)諦めない
(c)何でもやってみる

「考える」

１．短時間に情報を定型的に処理する力は身に付く
２．解を導き出す力は身に付かない
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ICTの活用が極めて
有効に機能する

社会との連携（外部が提供する学習プログラムとの連携や社会人講師との連携など）

高等学校卒業までに全ての生徒に育成を目指す情報に関わる資質・能力※

首都大学東京教授 下村 芳樹 委員 資料

プログラミング教育の在り方に関する私見
科学技術教育における3つの問題
1.

原体験の不足
•
•
•
•

1.

横断性の不足
•
•
•
•
•

2.

学生たちには、システムが誕生し社会に段階的に普及する過程、構造と変化のプロセスを理解しつつ、時に自らシステ
ムを構成し、手を加えながら使いこなすための工夫を自分自身で行うという現体験が与えられていない
計算機やITシステムが、そもそも理科であり、算数であり、語学であり、社会であることを気づく機会が不足している
人工物に疑問を持ち、その成り立ち（構造）や仕組み（原理）、そしてそれに至った経緯（歴史的背景）を理解した上
で、それを道具として正しく使いこなすことが必要
既存の教育の体系を維持したままで、単にプログラミング教育という補強を加えるだけの対策では、上記で指摘する問
題の根本的な解決には至れない

学問の分析型（アナリシス型）の体系化プロセスに基づく教育プログラムの構成方法に疑問を呈し、横断性、統合性
（シンセシス型）を重視した教育の在り方を議論することが必要
限られた時間の中で学ぶべきことの量と時間の制約の問題を解きつつ「横串」を提供するためには、学問における「選
択と集中」が必要
学問における「選択と集中」は、大学だけで閉じてその答えを見出すことは出来ない
高校と大学に求められる連携の一つのかたちは、高大、あるいはそれ以前の初等教育との連携として実現される一貫教
育により、教育における時間的制約をクリアし、専門性と横断性、個別性と一般性、具体性と抽象性のそれぞれの観点
を併せ持つ、現代社会に相応しい高度人材の育成プロセスを実現すること
高校と大学の基本教育単位であり7年間を通観したカリキュラムの再構成や、高校生が大学の研究室でインターンシッ
プにより大学生と一緒に学び、一方で大学院生がそこにおける教育に関与するなど、高校と大学に所属する双方の学生
の探究活動を柱として連携を深め、中等・高等教育の充実を図ることも考えられる

コンテキスト共有の不足
•
•
•
•

上記二つの問題を解決することは、教育の改革を求めること
改革を求められるのは、教育される内容、コンテンツだけでなく、そのコンテンツの提供方法、そして教育するもので
あり、多くの場合、横断的な教育を阻むのは、多くの場合、教育するもの、学ぶもの、双方のマインドセット
マインドセットの変革を促すための一つのヒントは、「コンテキストの共有」にある
教育をする側は学ぶものの、学ぶものは教育する側のコンテキストを高次に認知し、コンテキストを高度に共有し、理
解して、目指すべきマインドセットの変革を促せる仕組みを実現することが必要

メタ認知に基づくコンテキストの共有

EDIPS (企業教育への展開例)
1.
2.
3.
4.
5.

ビジネス理念教育のためのエデュテインメント
EDIPS (Edutainment for Integrated Provision of
Product-service Systems).
製品とサービスの統合による付加価値創出のメ
カニズムを体感するビジネスゲーム
短時間のプレイ（90分）で楽しみながら段階的
にビジネス理念を理解することが可能
分野・年齢・立場を問わず、多様な人材が利用
可能
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【ＩＴ専門指導主事の配置】
○東京都教職員研修センターにＩＴに
特化した専門の指導主事を配置
○事業や研修の企画・実施・評価

【次世代ＩＴリーダー道場の設置】
○現在実施している次世代リー
ダー育成道場のＩＴ版を設置
※特進ＩＴ・ｻｲｴﾝｽの生徒は無料

⑤企業との合同発表（生徒・教員）

⑳Ｓｋｙｐｅによる個人ﾚｯｽﾝ
㉑ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ等世界大会優勝

⑬教員の過員配置､教員を大学院へ派遣

○情報Ⅱ：ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞによる課題解決学習

【教員等の採用】
○ＩＴに特化した技術をもつ教員の採用
○ＩＴ技術者(民間)市民講師として活用
○大学の研究者を市民講師として活用

④企業が実施している海外ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへ
の参加

者含めてﾉｰﾍﾟｰﾊﾟｰのIT化
⑲教科書等は全て電子教材

⑪英語で論文を発表
⑫施設・設備の増設

○ＩＴ探究(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞの探究､人工知能の探究、
ビックデータの探究）

支援
方策

②インターシップの受入れ（国内・国外）
③企業での教員研修（国内・国外）

⑤３年選択科目に探究活動の科目を設置
[例]○理数探究(数学の探究、サイエンスの探究等）

【教員・管理職研修】
○ＩＴに特化した教員研修(民間)
○管理職のIT研修
○海外ＩＴ研修へ教員を等を派遣

【指定校の設置】
○ＩＴに特化した
新規指定校を設置
○予算・設備

①市民講師として学校へ講師派遣
⑰全生徒にタブレットを配布
⑱学校からの連絡事項は保護

企業等の連携

⑩教養教育（芸術・文学・ｻｲｴﾝｽ・音楽等）で
豊かな感性を育成

・ＡＩを活用した教室環境
・校舎のいたる所がＩＴ化

７年間の教育課程の編成）
⑯学校施設の高度ＩＴ化･空間化

⑨海外大学のＩＴ・ｻｲｴﾝｽ等の授業をＩＴで受講
（無償配信。単位の取得→海外大学留学）

⑦ＩＴ企業におけるインターシップの実施
⑧全生徒にタブレット等を無償で配布

制度を拡充し、７～９年間の一貫教育

③海外大学との交流・留学制度（無償）
④特進･ＩＴｸﾗｽの生徒に対しては推薦

①ＩＴ先端技術者の養成
②ＩＴ先端技術大学院の充実

【例示：首都大学の改編】

大学との連携

全生徒（全グループ）による発表会(11～2月）
④調査探究･体験旅行、論文作成（冊子の作成）

［１年］調査探究活動の基礎を学ぶ
［２年］調査探究活動の実践､野外で調査

レポート作成、発表
③調査探究活動の実施（総合的な学習の時間）

⑮ＩＴに特化した教育課程の
編成（※大学と連携した

・海外大学訪問、研究者との交流
・ＩＴに特化した取組の高校訪問、交流活動
・ＩＴ関連の官公庁等を訪問
※日本でも同様な探究活動を事前に実施

※ＩＴ有識者による学校運営
顧問の配置(定期開催)

⑥海外ＩＴ探究活動の実践(長期休業期間中)
・海外ＩＴ企業訪問、研究者との交流

（調査探究の仕方を学ぶ）
②各教科で調査探究型の授業を実施（以下は例示）

１学期（家庭科）→２学期（保健体育）→３学期（情報）
理科（物理、化学、地学、生物）で探究活動

①～⑬の教育活動等の実践
⑭学校運営に顧問を配置

[高度ｽﾏｰﾄｽｸｰﾙを新設]

IT･ｻｲｴﾝｽ高校の新設

①～⑤の教育活動の実践

特進IT･ｻｲｴﾝｽｸﾗｽの設置

①高等学校における共通教科「情報」において「情報の科学（２単位）」を実施している学校は少ない。
そのため、プログラミング言語を選択して問題解決に取り組む学校は、さらに少ない状況である。
②プログラミング言語を選択して問題解決を指導できる教員が少ない。教員間に指導力の差がある。
③情報化の進展が早く、情報化の進展に対応した教育が十分にできていない。
④統計を活用して問題を解決する力を育む教育が十分でない。
⑤中学校から高校への接続に当たっての課題
○コンピュータの基本的操作やタイピング力に習熟の差がある。
○技術・家庭科の計測と制御において、プログラミングに対する理解に差がある。

【高等学校等における課題】

①教科「情報」での課題解決学習の実施

既存の学校における取組

①知識基盤社会の到来とグローバル化による情報化社会への対応
②高度な技術を持つIT人材の需要増大への対応
③インターネット、WEBコンテンツの作成、セキュリティ、情報処理サービス、
ソフトウェア関連人材養成の必要性
④将来の予測が困難な複雑で変化の激しい社会への対応

【社会の現状と今後の課題】

～ 高等学校における高度ＩＴ利活用社会の牽引者の育成、大学との接続 【私案】 ～

高度IT利活用社会における今後の学校教育の在り方に関する有識者会議

東京都立町田高等学校 校長 牛来 峯聡 委員 資料

高度ＩＴ利活用社会における今後の学校教育の在り方に関する
有識者会議設置要綱
（目 的）
第１ 東京都教育委員会は、高度ＩＴ利活用社会において全ての子供に求めら
れる情報活用能力の育成や民間企業、学術機関等と連携した人材育成の取組、
高度ＩＴ人材の育成について検討するため、高度ＩＴ利活用社会における今
後の学校教育の在り方に関する有識者会議（以下「会議」という。）を設置
する。
（所掌事項）
第２ 会議は、以下に掲げる事項について検討し、その結果を東京都教育委
員会教育長（以下「教育長」とする。）に提言する。
（１）各学校段階で求められる能力の明確化に関すること
（２）必要となる教育プログラムに関すること
（３）指導方法・評価に関すること
（４）企業等の持つ教育資源の活用に関すること
（５）産業界が求めるニーズの把握に関すること
（６）人材育成の視点から見たカリキュラムの開発に関すること
（７）高等教育と連携した人材育成に関すること
（構 成）
第３ 会議は、教育長が委嘱又は任命する学識経験者、民間企業等関係者、学
校関係者及び東京都教育庁部長級職員をもって構成し、構成員は別紙のとお
りとする。
（座長等）
第４ 会議に座長及び副座長を置く。
２ 座長は、学識経験者から互選し、委嘱する。
３ 座長は、会議を主宰し、会務を総括する。
４ 副座長は、教育庁教育監の職にある者をもって充てる。
５ 副座長は、座長を補佐し、座長が不在のときは、その職務を代理する。
（運営）
第５ 会議は座長が招集する。
２ 会議は原則として公開する。この場合において座長は、傍聴人の数を制
限することができる
３ 座長は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その全部
又は一部を非公開とすることができる。
（設置期間）
第６ 会議設置期間は、会議が設置された日から平成３０年３月３１日までと
する。
（作業部会）
第７ 会議には、具体的な事項を検討するために作業部会を置くことができる。
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（意見聴取）
第８ 会議は、必要に応じて専門家を招き、又は関係職員の出席を求め、その
意見を聴取することができる。
（事務局）
第９ 会議に、その事務を処理させるため、事務局を設置する。
２ 事務局の事務は、教育庁指導部指導企画課（情報教育班）が担う。
３ 事務局に事務局長及び事務局次長を置く。
４ 事務局長は、座長の命を受け局務を掌理し、事務局次長は、事務局長を補
佐する。
（その他）
第 10 本要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が
定める。
附 則
この要綱は平成２９年４月２７日から施行する。
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高度ＩＴ利活用社会における今後の学校教育の在り方に関する有識者会議名簿
区分

職

名

氏

名

民間企業等経験者
学識経験者

備

考

座

長

学 校 関 係 者
教 育 庁 関 係 者

株式会社インテカー代表（内閣府参与）

齋藤ウィリアム浩幸

インテル株式会社教育事業推進担当部長

竹 元

一般社団法人みんなのコード代表
（文部科学省有識者会議委員）

利 根 川 裕 太

千葉商科大学教授（前文部科学省視学官）

永 井

克 昇

首都大学東京システムデザイン学部教授

下 村

芳 樹

東京都公立小学校長（立川市立上砂川小学校長）

神 田

恭 司

東京都公立小学校長（文京区立湯島小学校長）

原

香 織

東京都公立中学校長（千代田区立神田一橋中学校長）

太 田

耕 司

東京都立高等学校長（都立町田高等学校校長）

牛 来

峯 聡

教育監

出 張

吉 訓

指導部長

増 渕

達 夫

総務部教育政策課企画担当課長

西 山 公 美 子

都立学校教育部高校改革推進担当課長

鈴 木

指導部指導企画課長

建 部

指導部高等学校教育指導課長

藤 井

大 輔

指導部主任指導主事（情報教育担当）

伊 藤

秀 一 事務局次長
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賢 治

副座長

隆 也
豊 事務局長

