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中学校技術・家庭科及び高等学校情報科で学ぶ情報通信ネットワークは、全ての中高校生が普通教育として学ぶことから、
その対象は、複数のコンピュータが接続された小規模な LAN（Local Area Network）程度のものと判断してよく、GIGA スクー
ル構想により学校の ICT 環境の整備が進んでも、彼らに求められる情報通信ネットワークに対する理解の程度は、それぞれ
の教科・科目の教育目標を実現する上で必要となる基礎的・基本的なものでよい。生徒一人１台端末が実現しつつある中学
校・高等学校教育において、情報の科学的な理解を重視した情報通信ネットワークの指導の在り方について検討する。

１ はじめに
令和元年 12 月に公表された「安心と成長の未来を招く総合経済対策」１）において「初等中等教
育において、Society 5.0 という新たな時代を担う人材の教育や、特別な支援を必要とするなどの
多様な子供たちを誰一人取り残すことのない一人一人に応じた個別最適化学習にふさわしい環境を
速やかに整備する」という方針が示され、令和元年 12 月 13 日に補正予算案が閣議決定されたこと
により、ＧＩＧＡスクール構想が動き出した。当初は、児童生徒一人１台の学習者用コンピュータ
とそれを活用するための高速大容量の通信ネットワークを、今後５年間のうちに、一体的に整備す
ることを目標としていた。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う学校休業中の学びの保
障の手段の１つとして、１年で全ての整備が進められることとなり、多くの自治体では、令和３年
度から活用できるよう前倒しで整備を進めてきた。
端末不足による整備の遅れ等により、生徒一人１台端末の授業等における活用状況の差異は見ら
――――――――
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れるものの、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校のそれぞれにおいて、生徒一人１台端末を
利用したオンライン学習が急速に進んでいる。
学校の校内 LAN を見ても、従来の有線 LAN に置き換わり、校内Ｗｉ－Ｆｉ環境が当たり前のもの
になっている。
過去を振り返れば、平成７年の Windows95 の発売を契機にインターネットが爆発的に普及し、平
成 13 年度までに全ての公立学校がインターネットに接続可能な環境整備が行われた頃２）から、学
校教育においても情報通信ネットワークの利活用が身近な存在になってきたと言える。
一部には、ネット・デイ等により独自に校内ＬＡＮを整備する学校もあり、多様な取り組み事例
が報告され始まったのもこの頃３）である。その後、国が平成 21 年に取りまとめた経済危機対策に
おいて提唱された「スクール・ニューディール」において、
「21 世紀の次世代教育環境」実現の一
環として、
「学校の耐震化の早期推進」等とともに、
「学校 ICT 環境整備」が盛り込まれ、校内ＬＡ
Ｎの整備が急速に進んだ。
これらのことから、平成 20・21 年に告示された学習指導要領では、各教科等の指導の中にコンピ
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学習活動が示された。
Society5.0 時代を生きる子どもたちにとって、学校での生徒一人１台のタブレット端末の利用だ
けでなく、家庭においてもパソコンやスマートフォンを利用する等、情報通信ネットワークは身近
なツールになっている。一方で、家庭でも高速通信回線によるインターネット利用が当たり前とな
り、
生徒のスマートフォン利用率の上昇に伴いＳＮＳ等を介したトラブルも急増していることから、
情報モラル等も含めて、情報通信ネットワークの仕組みや特性を理解することは、生徒がより積極
的に情報通信ネットワークを活用していく上で必須であるといえる。

２ 情報の科学的な理解
平成 28 年 12 月の中央教育審議会答申では，共通教科情報科における平成 21 年改訂の学習指導
要領の成果と課題を次のように示している。なお、下線部は筆者が追記したものである。
○近年，情報技術は急激な進展を遂げ，社会生活や日常生活に浸透するなど，子供たちを取り巻
く環境は劇的に変化している。
（途中省略）そうした中，情報科は高等学校における情報活用能
力育成の中核となってきたが，情報の科学的な理解に関する指導が必ずしも十分ではないので
はないか，情報やコンピュータに興味・関心を有する生徒の学習意欲に必ずしも応えられてい
ないのではないかといった課題が指摘されている。
○こうしたことを踏まえ，小・中・高等学校を通じて，情報を主体的に収集・判断・表現・処理・
創造し，受け手の状況などを踏まえて発信・伝達できる力や情報モラル等，情報活用能力を含
む学習を一層充実するとともに，高等学校情報科については，生徒の卒業後の進路等を問わず，
情報の科学的な理解に裏打ちされた情報活用能力を育むことが一層重要となってきている。
情報科の内容が一新され、必履修科目「情報Ⅰ」に加えて、より発展的な内容を学ぶ選択履修科
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目「情報Ⅱ」が新設されたのは、これらのことを踏まえたものである。
ここで、
「情報の科学的な理解」については、
「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」が、平成９年 10 月の第１次報告「体系的な情報教育
の実施に向けて」において、次のように定義している。
情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と，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
つまり、
「情報の科学的な理解」とは，単に情報手段の種類，仕組みや特性などについて理解する
ことだけではなく、情報や情報手段を適切に活用するために必要となる基礎的な理論を理解し，方
法を習得するとともに，それらを実践することであるとしている。
また、
「情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解」とは，情報手段の特性を理解することにと
どまらず，理解した情報手段の特性を踏まえて情報手段を適切に選択し活用することまでを含んで
いるとし、
「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」とは，情報や情報手段をよりよく活用するために，情報そのものについて理解を深めるとと
もに，問題解決の手順と結果の評価及び情報を表現するための技法，人間の知覚，記憶，思考など
の特性などについて基礎的な理論を理解し，方法を習得するとともに，それらを実践することであ
ると説明している。

３ 学習指導要領における情報通信ネットワークの扱い
平成 29・30 年告示学習指導要領では、情報活用能力を「学習の基盤となる資質・能力」として、
言語能力等と並べて示し、その育成の重要性を強調している。また、学習指導要領解説総則編では、
「情報活用能力」とは「学習活動において必要に応じてコンピュータ等の情報手段を適切に用いて
情報を得たり，情報を整理・比較したり，得られた情報をわかりやすく発信・伝達したり，必要に
応じて保存・共有したりといったことができる力」とし、
「情報手段の基本的な操作の習得や，プロ
グラミング的思考，情報モラル，情報セキュリティ，統計等に関する資質・能力等」も含まれると
説明している。
これを受け、各教科等において、
「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積極的
に活用する」ことを求めている。
(1) 平成 29 年告示中学校学習指導要領
中学校学習指導要領解説技術・家庭編では、情報通信ネットワークの学習について、
「小学校にお
けるプログラミング教育の成果を生かし、発展させるという視点から、従前からの計測・制御に加
えて、双方向性のあるコンテンツに関するプログラミングや、ネットワークやデータを活用して処
理するプログラミングも題材として扱うことが考えられる。その際、情報セキュリティ等について
も充実する。
」としている。
特に、従前はソフトウェアを用いて学習することの多かった「ディジタル作品の設計と制作」に
関する内容について、プログラミングを通して学ぶこととされ、制作するコンテンツのプログラミ
- 127 -

茨城大学全学教職センター研究報告(2021)

ングに対して「ネットワークの利用」及び「双方向性」の規定が追加されている。
ここでは，生活や社会の中から見いだした問題を情報通信ネットワークを利用した双方向性のあ
るコンテンツのプログラミングによって解決する活動を通して，情報の技術の見方・考え方を働か
せて，問題を見いだして課題を設定し解決する力を育成するとともに，情報通信ネットワークの構
成と，情報を利用するための基本的な仕組みを理解させ，安全・適切なプログラムの制作，動作の
確認及びデバッグ等ができるようにすることをねらいとしている。
ここでいうコンテンツとは，デジタル化された文字，音声，静止画，動画などを，人間にとって
意味のある情報として表現した内容を意味しており、
「ネットワークを利用する」こと及び、
「双方
向性を持たせる」ことを規定している。なお、ここでの双方向性とは、使用者の働きかけ（入力）
によって、応答（出力）する機能であり、ネットワークの利用とはコンテンツにおける情報を処理
する過程の一部に、インターネットや校内 LAN などのコンピュータ間の情報通信が含まれることを
意味している。
情報通信ネットワークに関する具体的な学習内容としては、コンピュータ同士を接続する方法，
情報通信ネットワークの構成，サーバやルータ等の働き、パケット通信や Web での情報の表現、記
録や管理などの情報通信ネットワーク上で情報を利用する仕組み等について学ぶこととしている。
(2) 平成 30 年告示高等学校学習指導要領
高等学校では、平成 11 年告示学習指導要領で普通教科「情報」が新設され、平成 21 年、平成 30
年と改訂されている。

図１ 平成 21 年告示高等学校学習指導要領における情報科の科目の変遷４）
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情報通信ネットワークの学習については、平成 12 年告示学習指導要領では、情報社会に参画する
態度を重視した「情報Ｃ」において「情報通信ネットワークとコミュニケーション」として扱われ、
平成 21 年告示学習指導要領では、情報の科学的な理解を重視した「情報の科学」において「情報通
信ネットワークとコミュニケーション」
、情報社会に参画する態度を重視した「社会と情報」におい
て「コンピュータと情報通信ネットワーク」として扱われている。

図２ 平成 30 年告示高等学校学習指導要領における情報科の科目の変遷５）
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同じく、平成 30 年告示学習指導要領では、問題の発見・解決に向けて、事象を情報とその結び付
きの視点から捉え、情報技術を適切かつ効果的に活用することを目的とした「情報Ⅰ」において、
「情報通信ネットワークとデータの活用」として扱われ、情報通信ネットワークを用いてデータを
活用する力を育むことを目的としている。
ここでは、
「情報通信ネットワーク」については、中学校での学びを踏まえて、ネットワークを構
成する機器、
プロトコル、
無線と有線の双方で情報セキュリティを確保する方法などについて学び、
小規模な情報通信ネットワークを設計できることを目指している。
情報通信ネットワークに関する具体的な学習内容としては、
コンピュータ同士を接続する仕組み、
情報通信ネットワークを構成するクライアントやサーバ，ハブ，ルータなどの構成要素の役割、デ
ータをパケットと呼ばれる小さな単位に分けて伝送すること，プロトコルの役割及び構造を持つこ
と，個人認証や情報の暗号化，通信されるデータを暗号化するプロトコル，デジタル署名やデジタ
ル証明書などの情報セキュリティを確保するために開発された技術の仕組みと必要性などについて
学ぶこととしている。

４ 情報通信ネットワークの指導
情報通信ネットワークの学習は、教科書や参考資料、映像資料等をもとに講義形式で説明し、体
系的な知識として伝えることが多い。情報処理技術者試験等の高度な学習においても、同様の傾向
があり、
学校の単元テストや定期考査等でも１問１答式の問題として出題しやすいのも事実である。
一方で、コンピュータ間の情報通信は、仕組みは単純でも、その振る舞いが目に見えないことか
ら、それぞれのシステムの仕組みをそのまま説明しても、生徒の学習意欲は高まらない。生徒が当
たり前のように利用しているシステムの仕組みを理解しようとするには、一人一人の生徒が情報通
信ネットワークについて主体的に学ぶことが第一であり、情報通信ネットワークを構成する機器や
プロトコル等を説明する際にも、より体験的な学びを取り入れることが重要である。
例えば、情報通信ネットワークを構成するクライアントやサーバ，ハブ，ルータなどの構成要素
は、それぞれが一定の手順を定めたプログラムにより動作している。このプログラムの動作を、生
徒が理解できるように再現できれば、コンピュータ間の情報通信の仕組みに対する理解も進むはず
である。特に、生徒が１つ１つの手順を自分自身で確認できれば、より理解も深まる。
情報Ⅰでは、プログラミングそのものや、プログラミングの方法を学ぶことに注目が集まるが、
プログラミングを手段として位置づけ、自分で考え理解して手順をプログラミングに置き換えて実
行することで、情報の科学的な理解を深める「プログラミングで学ぶ」６）ことも重要である。
ここでは、プログラミングを活用して、クライアントサーバシステムについて学ぶ実践を取り上
げる。
サーバ等の指導については、平成 29 年告示中学校学習指導要領技術・家庭科では「サーバやルー
タ等の働き」を、平成 30 年告示高等学校学習指導要領では「情報通信ネットワークを構成するクラ
イアントやサーバ，ハブ，ルータなどの構成要素の役割」を扱うこととし、いずれの教科書を見て
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も、クライアントサーバシステムの構成図が図示されている。だが、図を見るだけでは、それぞれ
の役割についてきちんと理解することは難しい。
鎌田（2016、201７）７）は、高校１年生を対象とした共通教科情報科の実践において、プログラミ
「クライアントサーバシステムをプログラミングで体験」する実
ング言語「ドリトル」８）を活用し、
践に取り組み、生徒の振り返りから「プログラムのコードと IP アドレスを書き換えることで、実際
にサーバとやり取りしている実感が持てたとコメントがあった。
」と報告している。
西ヶ谷ら（2016）も、中学校２年生を対象とした技術・家庭科技術分野の実践において、プログ
ラミング言語「ドリトル」を活用し、ネットワークを利用して文字情報の交換を行うソフトウェア
の制作と「情報通信ネットワークと情報モラル」の内容を関連付けた実践に取り組み、鎌田と同様
に「社会で機能しているネットワークの仕組みやセキュリティの問題について体験的な学ぶことが
できた」と報告するとともに、
「生徒のプログラムにおける負担も軽く、自分で様々な工夫を加える
ことができた。
」としている。
筆者も、平成 17 年から 21 年にかけて「情報Ｃ」の中で、同じ内容を扱っており、情報の技術的
な説明では単に聞くだけになってしまう生徒たちが、主体的に実習に取り組み、４名程度で構成し
たチーム内で、必要な事項を１つ１つ確認しながら、教えあっている様子が見られた。
令和２年３月に文部科学省がまとめた「中学校技術・家庭科（技術分野）におけるプログラミン
グ教育実践事例集」では、日本語プログラミング言語「なでしこ」を利用して簡易的なチャットシ
ステムを構築し、チャットを応用して学校や社会の問題を解決する学習を紹介している。この事例
では、サーバ側の動作を単純にすることで、生徒が「クライアント側の改良による問題解決」に集
中できるように工夫している。加えて、サーバ側の操作により、一部のクライアントの不適切な発
言を止めることや、サーバの情報管理の問題も意識させ、情報セキュリティの学習への発展を意図
している。
情報通信ネットワークの構成要素の働き等を理解するときに、その仕組みを容易に体験でき、関
連する用語等も確認できるメリットは大きい。また、生徒自身でプログラムを改修し、試行錯誤し
ながら様々な工夫をすることで、学びに広がりが生じることも重要なことである。
さらに、同じ教材を使用しても、授業のねらいを明確にすることで、その授業目標が達成できる
のであれば、一貫した教育活動を実践できる可能性も高まる。つまり、中学校技術・家庭科技術分
野の３年間で 87.5 時間、情報Ⅰの１年間で約 70 時間の授業時間を考えると、１つのプログラミン
グ環境で多くの実習ができる効果は絶大である。

５ おわりに
本県では令和４年度より県立中学校 10 校、県立中等教育学校３校の県立中高一貫教育校 13 校９）
になる。DX 時代の人材育成として、突出した人材の育成のために、早い段階からのデジタル教育は
重要である。その際に、中高一貫教育校の特徴を生かし、中学校技術・家庭科技術分野の学びと高
等学校情報科における学びの連携を図ることは重要である。例えば、教育課程特例校等の制度 10）を
活用し、中学校及び中等教育学校前期課程の教育改善を図ることも１つの方法である。現在、他県
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には同様の制度を用いている中等教育学校が３校 11）あり、情報収集に努めているところである。
本稿では、情報通信ネットワークの学習を題材に、中学校技術・家庭科技術分野における扱いと
高等学校情報科における扱いを整理し、
情報の科学的な理解を深めるための工夫についても触れた。
同様に他の学習内容についても検討し、高等学校数学科も含めて、中高一貫教育校における情報の
科学的な理解を重視した情報教育カリキュラムに発展させたい。
なお、本稿では、過去の実践等を踏まえ「ドリトル」及び「なでしこ」を題材として検討したが、
情報Ⅰではテキストプログラミングが中心となることから、中高一貫教育校では、技術・家庭科技
術分野においても Python 等を導入し、より実践的で効率的な情報教育の在り方を検討する必要が
ある。

注
１）令和元年 12 月５日に閣議決定された「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」の「Ⅲ．未来へ
の投資と東京オリンピック・パラリンピック後も見据えた経済活力の維持・向上」の「２．Society5.0
時代を担う人材投資、子育てしやすい生活環境の整備」から引用する。
（https://www5.cao.go.jp/
keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html、令和３年９月 30 日午後７時 30 分閲覧）
２）総務省「平成 14 年度版情報通信白書」の「第３章 情報通信政策の動向」
「４ 人材の育成」
「(1) 学校インターネットの推進」から引用する。
（https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/
whitepaper/ja/h14/html/E3044100.html、令和３年９月 29 日午後８時 30 分閲覧）
３）例えば、山本ら（2001）は、平成 10 年度に文部省の「光ファイバー網による学校ネットワーク
活用方法の研究開発事業」の指定を受けた福井県立福井商業高等学校において、平成 11・12 年度に
行った、NetDay による校内ネットワーク環境作りの支援活動について報告している。
４）文部科学省「高等学校学習指導要領（平成 21 年告示）解説 情報編」平成 22 年１月、P.14
５）文部科学省「高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説 情報編」平成 30 年７月、P.21
６）大石（2017）は、神奈川県高等学校教育課程研究推進委員会「情報」での授業実践研究につい
て報告する中で、
「プログラミング“で”学ぶ」ことについて触れている。
７）国立教育政策研究所平成 28・29 年度教育課程研究指定校事業
８）教育用に設計されたプログラミング言語であり、大阪電気通信大学教授の兼宗進が開発した。
（https://dolittle.eplang.jp/、令和３年９月 28 日午後６時 30 分確認）
９）中学校は日立第一高等学校附属中学校、太田第一高等学校附属中学校、水戸第一高等学校附属
中学校、鉾田第一高等学校附属中学校、鹿島高等学校附属中学校、土浦第一高等学校附属中学校、
竜ヶ崎第一高等学校附属中学校、下館第一高等学校附属中学校、下妻第一高等学校附属中学校（令
和４年度開校）
、水海道第一高等学校附属中学校（令和４年度開校）の 10 校、中等教育学校は勝田
中等教育学校、並木中等教育学校、古河中等教育学校の３校である。
10）学校又は地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するための特別の教育課程を編成する
ことを認める制度のこと。令和３年度は、全国の 1,768 校で認められている。
11）東京大学附属中等教育学校は情報・技術科として「中等教育段階における情報に関わる学習指
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導の研究」に取り組んでいる。東京都立南多摩中等教育学校はデータ分析科として、
「情報モラル」
「プログラミング」
「ソフトウェアの活用」
「数学の知識」等を学び、STEAM 教育の基盤となる力の
育成を図っている。山口県立下関中等教育学校は情報技術科として、中学校技術・家庭科技術分野
の「情報に関する技術」を中心に、問題の発見・解決に向けて、さまざまな情報をどのように取り
扱うかに重きを置いて指導している。
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