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研究成果の概要（和文）：高校情報科教育を推進するために、情報科教員が活用する授業評価シ

ステムとｅラーニング教材の開発を次の 4 項目を中心に実施した。(1)情報科教員のリカレント

用ｅラーニング教材の作成と学習スタイルの研究、(2)授業評価システムの開発と情報科教員の

授業改善支援、(3)情報科の基礎的概念を理解するためのリメディアル教材とルーブリックの開

発、(4)高校の新教育課程で利用する情報科教育のための教材および評価規準の開発。 

 
研究成果の概要（英文）： A class evaluation system and e-learning materials for high school 
teachers were developed to promote information studies education in high school. Major 
research achievements are stated as follows. (1) development of e-learning materials for 
information studies teachers in recurrent training and e-learning styles research, (2) 
development of a class evaluation system and faculty development support in information 
studies education, (3) development of learning materials and rubrics for understanding 
basic concept of information studies, (4) development of learning materials and 
evaluation criterion for information studies education of new national curriculum in high 
school. 
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１．研究開始当初の背景 

平成 11年の高等学校学習指導要領改訂で、
高校に情報科が新設された。平成 15 年度か
らの授業開始に向けて、全国で約 1万人の高
校教員が「現職教員等講習会」を受講して情
報科の免許を取得した。しかし、「現職教員

等講習会」は短期間（15日間）で行われたた
め、情報科の授業を担当する高校教員の多く
は授業実施に不安を抱えており、情報科の教
育法や専門的な知識や技術を得るための継
続的な講習を望んでいる。一方、高校教員が
現職のまま、大学の課程で学ぶ教員の再教育
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制度に関する動きも出ている。 
大学新入生に対する情報科の診断評価テ

ストを平成 18 年度から継続して実施してい
る。その結果、コンピュータの利用技術につ
いては向上してきたが、情報科の学習で求め
られる基礎的な知識や理解が不充分であり、
また、学習内容によって理解度に大きな差異
があることがわかった。 
高校の現行教育課程では、情報科は「情報

A」「情報 B」「情報 C」の 3科目から 1科目以
上を選択必修するが、比較的「情報活用の実
践力」の学習内容を重視した「情報 A」を生
徒に履修させる比率が多く（全体の約 72%）、
「情報の科学的な理解」や「情報社会に参画
する態度」の学習に重点を置いた「情報 B」
「情報 C」の履修率は低い。情報社会の進展
に対応して、生徒の「情報活用の実践力」「情
報の科学的な理解」「情報社会に参画する態
度」をバランスよく育成するためには、情報
科教員のための授業支援と教材開発が急務
である。 
 

２．研究の目的 

情報社会を主体的に生きるには、汎用的技
能として初等中等教育の段階から情報教育
で情報活用能力を育成することが重要であ
る。特に、生徒全員が履修する高校情報科の
授業においては、教員の高い授業スキルが求
められる。 

そこで、本研究では、質の高い情報科教育
を実施するため、 

(1) 情報科教員の研修用ｅラーニング教材 

(2) 授業改善のための授業評価システム 

(3) 情報科のリメディアル教材 

(4) 新教育課程に対応する情報科の教材 

を研究・開発して、情報科教員の総合的なリ
カレント教育環境を実現し、広く高校および
教員養成大学に公開する。 

 

３．研究の方法 

研究目的に沿って、次の(1)～(4)の方法で
研究を進める。 
(1) 授業力向上のための情報科教員用リカ

レント教材を開発し、ｅラーニングで公
開する。 

(2) 情報科教育初心者に対して遠隔授業評
価システムを活用し、授業改善を図る。 

(3) 高校情報科の基礎的概念を理解するた
めのリメディアル教材を開発し、活用す
る。 

(4) 新教育課程の情報科の学習内容を検討
し、教材を作成するための評価規準を開
発する。 

(1)は、九州工業大学の情報科の教職課程科
目の中で、必要度の高い科目から、授業内容
をｅラーニング教材化する。九州工業大学で
は、2001年度より免許法認定公開講座（情報）

を実施している。この公開講座は、高校情報
科の教員免許を取得のための講座であり、こ
の講座の 10科目程度の授業を撮影・編集し、
ｅラーニング化する。作成したｅ-ラーニン
グ教材を学習管理システム（Moodleを使用）
に組み入れ、同公開講座の学生をはじめ、高
等学校の情報科の授業担当者や大学の高校
情報科の教職課程の学生に公開して利用で
きるようにする。 
 情報科教員にｅラーニング教材を提供す
る場合、ｅラーニングでの学習経験が少ない
ため、学習者（情報科教員）のｅラーニング
に対する学習スタイルを考慮する必要があ
る。この学習スタイルの研究は、既にｅラー
ニングで授業を実施している「ｅラーニング
高等教育連携（eHELP）」を対象にして実施す
る。その調査結果より、教員のｅラーニング
の学習スタイルに適合した学習内容と方法
の提供について考察する。 
これらの研究・開発は、大学のｅラーニン

グ推進スタッフ（研究分担者の大西、山口）
と情報科教育研究者（西野）が連携して実施
する。 
(2)は、情報科教員の中でも初心者教員の授
業力向上等に利用する。大学の教職課程であ
る教科教育法（情報）の授業で実施する「模
擬授業」において、これまでの研究で開発し
たプロトタイプの授業評価システムを試用
し、さらに有効な授業改善が行えるよう改善
する。この研究は、授業評価システム開発者
（研究分担者の大倉と浅羽）および授業評価
を研究する西野（研究代表者）が連携して開
発する。 
 (3)では、学習者に適応して出題する診断評
価システムを開発し、ルーブリックを作成し
て学習の到達度を学習者が確認できるよう
にする。 
(4)では、高校で 2013年春から開始される新
しい情報科の科目である「情報の科学」と「社
会と情報」の教材開発に有用な学習評価規準
を開発する。 
(3)と(4)の研究は、情報科教育研究者（西野
と研究分担者の高橋）と情報科の現職ベテラ
ン教員や研究会メンバーが協同して開発す
る。 
 
４．研究成果 
(1) 情報科教員用ｅラーニング教材開発 

【５.発表論文の〔雑誌論文〕①②③⑤、〔学
会発表〕⑥⑧で公表】 

①� リカレント用ｅラーニング教材の開発 
免許法認定公開講座（情報）の教科に関す

る科目の授業を撮影し、動画の編集を行い、
一部をｅラーニング教材化した。2011年度は
12科目の講義のうち、プログラミング、教師
論、教科教育法（情報）、情報倫理、マルチ
メディア技術、情報ネットワークの 6科目に



 

 

ついて授業を撮影・編集した。また、2012年
度は、「情報社会と教育」「教師論」「情報ネ
ットワーク」の３科目について、15 回分（1
回は 90分）のｅラーニング教材を作成した。
ｅラーニング教材化し、一部完成した科目も
ある（図 1参照）。「計算機リテラシー」に関
しては、図 1 に示すように、flash を用いて
ｅラーニング教材を作成し、免許法認定公開
講座を受講している高校教員等に公開して
いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 情報科教員用ｅラーニング教材（例） 
 
②� ｅラーニングの学習スタイルの研究 
学習者の学習スタイルとｅラーニングの

適合度との相関を調査し、学習者に適合する
科目を推薦するシステムについての研究を
行った。ｅラーニングの受講方法と学習スタ
イルとの関係に着目し、受講者の学習スタイ
ルに適合したｅラーニング科目を推薦する
システムに関しては、ある程度推薦が可能な
方法を考案することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 学習スタイルを考慮したｅラーニング
の推薦システム 
 
(2) 授業改善のための授業評価システム 
【５.発表論文の〔学会発表〕⑤⑦で公表】 

2010年度は、授業場面の映像を視聴しなが
ら、授業者および評価者が授業の評価コメン
トを入力して、相互評価するシステムを開発
した。音声認識機能とテキストによる授業検
索機能を充実させ、教員が授業評価を行いや

すいシステムに改善した。 
2011 年度は、2010 年度に開発した授業評

価システムに、動画検索機能を追加して授業
評価を支援する機能を拡張した。特に、過去
の授業評価者の評価行動履歴に基づいて、注
目すべき授業場面を推定して容易に検索で
きるようシステムの改善を行った。さらに、
ネットワークを通じた遠隔からの授業評価
を可能にするなど利用しやすいシステムに
改善した（図 3参照）。 
2012 年度は、2010 年度の授業評価システ

ムのインタフェースを改善し、定量的な評価
ツールを付加した統合的な授業評価システ
ムを完成させた。授業者が依頼した観点に沿
って評価することができるようシステムを
改善した。完成した授業評価システムは、学
生による模擬授業で利用した結果、有効であ
ることがわかった（図 4参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 授業動画アーカイブシステム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 授業相互評価システムとその利用 
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(3)情報科のリメディアル教材 
【５.発表論文の〔学会発表〕①②③④で公

表】 
①学力診断システムの出題難易度の検討 

2010～2011年度は、高校入学時の情報に対
するリメディアル学力診断システムに関す
る研究を行った。開発済みの高校情報科の知
識診断システムの機能をさらに改善した。被
診断者の能力のレベルに適応した問題生成
が可能なシステムを開発するために、中学校
で学習した情報に関する概念を木構造に並
べ、その概念空間から問題の選択肢の正答と
なる語句と誤答となる語句の概念距離を調
節することで問題の難易度を決定した。この
ように作成した難易度の異なる問題を学習
者に回答させ、その結果を項目応答理論を利
用して分析した結果、上記の方法で問題の難
易をある程度制御できることがわかった。 
②ルーブリックを用いた学習評価 

2012年度は、高等学校で履修する共通教科
情報科のルーブリックを作成した。「情報セ
キュリティ」「ディジタル情報」の 2 つの学
習分野のルーブリックを表 1に示すように作
成し、ルーブリックに対応させた問題を出題
する学習評価システムを開発した。高校生に
使用させてシステムを検証した結果、ルーブ
リックによる到達度評価は、高校生に対して
自己評価を意識させる意味で、有効な評価指
標となることがわかった。 
 

表 1 「情報セキュリティ」のルーブリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)新教育課程の高校情報科の学習内容と評

価の検討 
【５.発表論文の〔雑誌論文〕④⑥、〔学会発

表〕⑥で公表】 
2010年度は、情報科教育の中でも、特に必

要に迫られている情報モラルの領域につい
て、その指導内容を新教育課程の目標（知
識・理解、思考・判断・表現力、態度）に沿
って分類し、学習内容と方法を整理した。 
2011～2012 年度は、2010 年度に開発した

情報モラル領域の以外の学習内容を検討し、
「社会と情報」および「情報の科学」の年間
指導計画例、および各単元の評価規準を作成
した。表 2に作成した年間指導計画（例）の
一部を示す。また、各学習単元別に、「関心・
意欲・態度」、「思考・判断・表現」、「技能」、
「知識・理解」の評価規準表を作成した。こ
れらは、高校の情報科教員に公表している。 
 
表 2 「社会と情報」年間指導計画案（一部） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 3 「社会と情報」の評価の観点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．主な発表論文等 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
〔雑誌論文〕（計 6件） 
① Nishino, K., Iribe, Y., Mizuno, N., 

Aoki, K. and Fukumura Y., The 
development of a course recommendation 
system for e-learning students, Int. J. 
of Knowledge and Web Intelligence, 査

学習分野
学習内容 個人による安全対策 暗号化 安全技術 組織による安全対策

ユーザIDとパスワード
の管理について理解し
ている。

暗号化に関する基礎
的な知識を理解してい
る。

フィルタリングに関する
基礎的な知識を理解し
ている。

個人情報に関する法に
ついて理解している。

不正アクセスに関する
基礎的な知識を理解し
ている。

コンピュータウイルスの
基本的な性質について
理解している。

共通鍵暗号方式の仕
組みを理解している。

電子署名・電子認証に
関する基礎的な知識を
理解している。

情報セキュリティポリ
シーに関する基礎的な
知識を理解している。

公開鍵暗号方式の仕
組みを理解している。

電子署名の具体的な仕
組みを理解している。

アクセス制御に関する
知識を理解している。

電子すかしに関する基
礎的な知識を理解してい
る。

誤り検出符号(パリティ
ビット)の概念について理
解している。

シーザー暗号を用いて
簡単な暗号を作ること
ができる。

VRANの概念について理
解している。

Webページで用いられ
ているSSLの仕組みを
理解している。

1

2

3

情報セキュリティ

月 時間 指導内容/学習内容

2 ・生徒の知識・技能・経験などの調査を行

う。

・コンピュータの起動や終了方法を習得

する。

・自己紹介などの文章を作成し，共有フォ

1　情報と情報社会 0.5 ・情報や情報社会についての意味を理解

する。

2　社会の変化と個人

の責任

0.5 ・情報の信ぴょう性について理解する。

・情報の公開と開示について理解する。

3　情報社会の問題 1 ・個人情報保護法などについて調べる。

・個人情報の漏えいの実態，防止対策に

ついて学ぶ。
4　メディアとその特徴 1 ・受信者を配慮したネチケットなどについ

て学ぶ。

5  メディアと広告 1 ・表計算ソフトのデータ形式について学

ぶ。

・分析しやすいデータ形式について学
6  メディアの選択 1 ・表計算ソフトの基本的関数について理解

する。7  個人情報とその保

護

・表計算ソフトの基本的関数について理解

する。

S  コンピュータの発達

と構成

1 ・グループで討論して問題の明確化を図

る。

・情報を収集する。

指導項目

4

｜
5

オリエンテーション

第

１

章

　

情

報

社

会

関心・意欲・態度

情報化が社会に及ぼす影響について関心を持ち，社会

の情報化の進展に主体的に対応する能力と態度を持っ

ている。情報機器や情報通信ネットワークを活用して効

果的かつ意欲的にコミュニケーションを行う能力を養い，

情報社会に積極的に参画する態度を持っている。

１節　情報社会

・授業に興味を持って参加しようとしているか。

・ディジタル化された情報を正しく取り扱おうとする意欲

と態度が見られるか。

・情報化の光と影について関心を示しているか。

２節　情報社会の

個人

・個人情報の保護に関心を示し，管理しようとする態度を

もっているか

・メールや掲示版を取り扱う責任とモラルをもっているか

３節　情報とメディ

ア

・情報やメディアの種類や構成に関心をもっているか。

・グループでの話し合いに，意欲的に参加しているか

・情報の信憑性や信頼性に注意を払っているか。

・主体的に情報を読み解くなどメディアリテラシーに沿っ

て情報を取り扱う態度を身につけているか

評価の観点と

その趣旨

１

章

　

情

報

社

会

と

わ

た

し

た

ち
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〔その他〕 
本研究で開発した高校教科「情報」担当教

員のためのｅラーニング教材を公開してい
る。利用希望者は、研究代表者の西野（九州
工業大学：nishino@lai.kyutech.ac.jp）ま
で問い合わせてください。 
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