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小学生に対する情報科学的学習の必要性と内容
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小学生にとって情報科学は難しいと考えられている．幼い時に情報科学の原体験を経験しておくことは将来の学習や
関心に影響を与えるため重要である．小学校での情報教育は多くの場合で既存の教科に埋め込まれる形で実施され
る．情報教育の実践事例で情報科学の内容を扱うにあたって小学生に必要とされる能力の検討はされてきたが，既存
教科の学習目的との連続性についての検討は不足していた．本研究は，理科の学習内容の中で情報科学の題材と関係
するものを抽出し，理科の探究的学習方法を応用して授業を組み立てる際の方法をまとめた．
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1. はじめに
情報科学は現在の情報社会を支える重要な科学である．

すく，探究心の元になる意欲や感性を育てることができる
とされ，理科教育では重視されている[3]．Diesterweg の「理
科は子どもに科学を教える教科ではない．子どもが科学を

情報処理学会では情報好きの子どもを育てるために，初等

発見する教科である」という言葉は「理科教育の原則論」

中等教育で教えることを奨めている[1]．情報科学を学ぶこ

と呼ばれている[4]．理科教育は子どもに科学的な方法を身

とは情報技術で何が可能でなにが可能でないかを判断する

につけることを重視している．そのような子どもの頃の体

力をつけ，未来の情報技術の担い手になってくれることを

験が将来的に抽象的な学習内容に出会ったときにも，関心

期待できるからである．
本研究では初等教育に焦点を当て，

を維持し学習する方法を身に付けさせている．

小学校での情報科学教育の推進を図る．

将来の情報科学への関心と理解度を高めるためには，小

現在，小学校の情報教育は情報技術の利用に偏り，情報

学校段階でも情報の科学の基礎となる原体験を与えていく

科学はほとんど扱われていない．小学校における情報教育

べきと考えた．問題は情報教育の中から適切な内容と方法

の観点「情報の科学的な理解」も，情報科学を学ぶこと自

が知られていないことである．本研究は理科教育を基にこ

体を目標としたものではない[2]．

れらの問題の解決の糸口を探った．

現代の子ども達はデジタルネイティブと呼ばれ，大人で
も抵抗感がある新しいテクノロジーを苦もなく使いこなす
と言われる．教科情報の教材として高校生に糸電話を扱わ

2. 小学校における情報科学的教育

せたところ，生徒達は糸が音声を伝えるということに驚い

文部科学省が掲げる情報教育の目標は情報活用の能力

たというエピソードがある．一方，生徒が持つ携帯電話は

育成とされ，さらに「情報活用の実践力」
「情報の科学的理

「機械」
だから音声が伝わるのは当然という認識であった．

解」
「情報社会に参画する態度」の 3 観点にまとめられてい

この例から，デジタルネイティブとはテクノロジーを正し

る．そのうち「情報の科学的な理解」は情報科学に最も関

く理解しているのではなく，ただ鵜呑みにしている様子が

連があると考えられるが，文部科学省の定義では，情報活

見受けられる．

用のために必要な「情報手段の特性の理解」と「基礎的な

子どもの高い適応力は新しいテクノロジーに慣れるの

理論や方法の理解」を指していることになっている[2]．そ

に役立つが，その使い方を誤ると，コンピュータ自体に関

れはあくまで情報活用のための基礎として取り扱われてい

心や疑問を抱かなくなり，科学的な素養や態度を欠いた人

るのであり，子どもが自ら住む情報世界を科学的に探究し

間を育てる恐れがある．

たり創造したりする情報科学自体が目的として設定されて

小学校では，実体験を伴った学習が展開されている．触
角・嗅覚・味覚を伴った原体験は，長期記憶として残りや

いるわけではない．
さらに，その「情報の科学的な理解」も小学校において
は取り扱いが薄い．
「教育の情報化に関する手引き」で説明

†1 (株)イーテキスト研究所
eText Lab Inc.
†2 東京学芸大学
Tokyo Gakugei University

ⓒ2014 Information Processing Society of Japan

されている小学校における情報教育の目標 3 観点別の学習
活動の記述量をみると，他の 2 観点がそれぞれ 6 ページ，2
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ページ割かれているのに対し，
「情報の科学的な理解」につ

く人々の数は増加している

いては 1/2 足らずしか割かれていない．具体的な教科も示

F. 通信技術は離れた場所の人々や機械の間でメッセージ

されておらず，この観点だけ抽象的な記述になっている．

のやり取りをする：電話や電子メール，テレビのような通

小学校での情報教育で何を教えるべきかは再検討する

信システムが通信手段の向上に役立っている

必要がある．小学校段階に ICT 科が導入されたイギリスで

G. 文字・アイコン・標識・記号は考えや量，要素，操作を

は，子ども達はコンピュータをすぐに使いこなすので，ICT

表現する：例）足し算と引き算記号，地図上の北を表す上

科が最もつまらない授業と評価されているという指摘もあ

矢印，赤い八角形の「止まれ」の標識．記号や寸法，略図

る[3]．

は情報を表現する．

そこで，我々は情報科学に焦点を当て，小学校段階にお
いて実施されている情報科学教育の事例を海外や，過去か
ら現在に至る学習指導要領をもとにまとめた．

アメリカでは 1 学年から 5 学年の間，独立した「テクノ
ロジー」という独立教科として実施される場合と，社会科
や科学等の教科に統合される場合がある[8]．小学校に相当

2.1 アンプラグドコンピュータサイエンス

する段階で技術教育を学ぶのはイギリスやフランス，スウ

子どもに情報科学を教えようとする取り組みで有名な

ェーデン，ドイツ，ロシア，台湾，韓国でも同様であり，

のは，アンプラグドと呼ばれるコンピュータを使わずに実

系統的な情報教育を初等教育段階から学ぶ機会が確保され

物の小道具を使ってゲーム感覚でコンピュータ科学を教え

ている．

る取り組みである．発祥地のニュージーランドではサイエ

日本では技術教育は図画工作と理科教育のものづくり

ンスイベントを中心に活動が展開され，日本では中学や高

に統合されていると見ることができる．これらの教科の内

校の授業に取り入れようという実践が行われている[5]．

容で，STL のように情報教育にあたる内容と明示されてい

小学校に導入することについては、石塚が全教科の教科

る物はない．

書を分析し，アンプラグドで必要とされる作業は十分に小
学生の能力で対応できるものであることが分かった[6]．
アンプラグドの目的は純粋に情報科学の学習であった．

2.3 過去の学習指導要領
現在の学習指導要領では，情報科学を取り上げた記述は

コンピュータが身の回りにあふれているとはいえ，現代的

見当たらないということであったが，過去の学習指導要領

情報科学のトピックは，小学生に自分自身の解決する問題

では関連した内容が取り上げられていた時代もあった．

として捉えられるには多少無理がある．また，日本の小学

それは戦後の理科教育では「生活単元学習」と呼ばれる

校において情報教育は既存教科の中で教えられるが，情報

身の回りの事象を探究する学習が重要視されていたからで

科学を取り入れるためには，既存教科の内容との関連性を

ある．小学校でも電信やラジオといった当時先端の情報技

明らかにする必要がある．また，子どもの発達段階に応じ

術を題材とした情報科学的内容が扱われていた．

た科学的な探究方法を採用することも必要である．

昭和 22 年に発表された「小学校学習指導要領一般編（試
案）
」では，第六学年で「電信機と電鈴」が扱われ，電気と

2.2 科学・技術教育として・海外の事例

電磁石の自然科学的知識の他，通信の仕方や電信符号の技

海外には小学校段階での情報科学を，科学教育や技術教

能，
「発信器と受信機を結ぶ電線の数をなるべく少なくして

育として扱っている例がある．法的な拘束力を持ったカリ

通信する方法を工夫」するような，ネットワークトポロジ

キュラムの枠組みの無いアメリカでは，大学や学会などの

ーを考えさせるような活動も含まれていた[7]．昭和 27 年

機関が定めた「スタンダード」を基に教科書が作られてい

の改訂では具体的な電信機の活動の記述は削除されたもの

る．

の，5，6 年生対象の「理解の目標」として電信・電話・ラ

ITEA（国際技術教育協会）が定めた STL（技術リテラシ

ジオの役割（VI.D.2.g）や，電話機の仕組み（VI.E.14），電

ーのためのスタンダード）では，スタンダード 17 に「情報

波を利用して通信できること（VI.E.17）が取り入れられる

通信技術を選び，利用し，理解するために 3〜5 学年の児童

など，当時世の中に広まりつつあった情報機器について理

が学ぶべきこと」が以下の項目にまとめられている[7]．

解を進める記述がある．
しかしながら，生活単元学習は時代の要求により姿を消

D. 情報処理は人の判断や問題解決の支援に用いられる：コ

す．昭和 43 年告示の学習指導要領はスプートニクショック

ンピュータはデータに容易にアクセスできるようにデータ

の影響を受けた「現代化カリキュラム」と呼ばれており，

を記録・貯蔵・表示・操作できる手段を提供する．

学習指導要領が生活に即した記述から，学問体系に沿った

E. 情報は印刷物や電子メディアを含む，
様々な情報源を通

抽象的な記述に切り替わった．例えば，電磁石が学習内容

して取得・発信できる：コンピュータ効率的に情報の貯蔵・

として記述され，
「電信機」のような具体的な応用について

検索・処理を行える．情報の処理や流通に関わる仕事で働

の記述は消えている．電磁石を学習するために，教材とし
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ては電信のような具体的な題材が扱うことは可能だが，何

内容の中で情報科学に関連可能なものに下線を引き，そ

を教材とするかは教科書の記述や教師の判断に左右される

の学習活動が情報科学における何の内容の原体験になり得

ようになった．この状況は現在まで続いている．

るか，考えられる情報科学に関連した題材についてまとめ
た．結果，各学年に一つ以上の内容を見つけることができ

3. 小学生理科の中の情報科学的内容の分析

た．
3 年生では光や電気の単純な伝達や，磁気の保存の内容

外国の事例や過去の学習指導要領から，技術科や理科の

がある．これらの理科の内容は，情報の伝達，貯蔵の概念

学習内容には情報教育に関連する内容が含まれていること

に通じ，原体験と成り得る．鏡を使って太陽の光を日陰に

が分かった．既存の教科の中で，情報科学的な題材を取り

導く活動は，これは見方によって光によって合図を送る光

上げ，情報科学的な視点を加えることで，理科教育の中で

通信の原体験に成り得る．光の瞬時に情報を送ることがで

情報教育を兼ねた学習活動が可能になると考えられる．

きる性質を体感することができる．鉄を磁化する学習では，

本章では，現行の理科教育の内容から，情報科学の原体

鉄に磁気を使って情報を記録できる，ハードディスクの原

験となり得る理科教育の活動を洗い出す分析を行い，その

理につながる．電気の学習は，見えない電気が電線を流れ

学習活動と情報教育的意味を検討した．

ることをさまざまなつなぎ方を試す中で理解する学習であ
り，通信線に情報が流れることの理解につながる．

3.1 内容

音の性質は平成 10 年公示の指導要領から中学校に移っ

理科の小学校学習指導要領（平成 20 年公示）から情報

た．小学校では，電気が音に変換されるという 5 年生の扱

科学的内容を調べた．理科の内容は「物質・エネルギー」

いのみ残っている．光は高速で移動する「光子」でも説明

と「生命・地球」の 2 つに分けられる．物質・エネルギー

できるのに対し，音は物体自体が移動するのではなく，振

の全ての内容を表 1 に示す．なお，生命・地球の内容は情

動のみが伝わることが明示的な点で，情報の特徴を学ぶこ

報科学に関連する物が見つけられなかったので除外した．

とができる題材である．

なお，小学生でも学習可能な内容を洗い出すことを目的と

また，糸電話は探究の要素を備えていて，現在でも自由

したため，過去の学習指導要領に存在し，平成 10 年の改定

研究などで取り上げられる題材である [9][10]．糸の媒質を

で削除されている「音」の内容も参考として含んでいる（表

替えることでアナログ通信における情報の劣化を体験でき

中の※印）
．
表 1 小学校理科の内容と情報科学の対応
Table 1 Correspondence of Contents of Elementary School Science and Computer Science
学年

内容

情報科学関連題材
―

物の重さと形・体積の関係

―

風やゴムの働き

風やゴムがものを動かす働き

―

光の性質 —————

光の進み方，物に当たったときの作用

磁石の性質 ———

磁石に付くもの付かないもの，磁化されるもの， 情報の貯蔵（磁気）
磁極の性質

鉄の磁化による隠し絵
遊び

電気の通り道 —

電気を通すつなぎ方，電気を通すもの通さない
もの

情報の伝達（電線）

スイッチによる灯りの
遠隔操作

※光と音の性質 —
(平成元年公示)

物による音の出方・伝わり方の違い，物が震え
ることで音が出る

情報の伝達・情報の貯蔵

糸電話，レコード

空気と水の性質

閉じ込めた空気や水に力をくわえたときの変化

―

―

金属・水・空気と
温度

温度による金属，水，空気の体積の変化や熱の
伝わり方，三態変化

―

―

電気の働き ———

乾電池の数やつなぎ方による動作の違い，光電
池の発電作用

情報の変換（電気－光・
音声）

光によるモーターの遠
隔操作・音声通信

物の溶け方

物が溶ける量の限度，溶解による重さの不変性

―

―

振り子の運動

おもりの重さや糸の長さによる振り子の運動の
規則性

―

―

電流の働き ———

電流の電磁石を作る働き，電流の強さ・導線の
巻数と電磁石の強さ

情報の伝達・貯蔵（電磁
石）

モールス発信器・針金蓄
音機

燃焼の仕組み

燃焼における物と空気の変化

―

―

水溶液の性質

水溶液の酸性アルカリ性の性質と金属を変化さ
せる働き

―

―

てこの規則性

てこの仕組みや働き，規則性，身の回りのてこ
を利用した道具

―

―

電気の利用 ———

電気の性質（蓄える，変換する），電熱線の太さ
と発熱，身の回りの電気を利用した道具

情報の貯蔵・情報の表現

充電式電池・コンデン
サ，電子オルゴール

5

6
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情報の伝達（光・電波）

―
鏡による光通信
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る．糸電話作りで実施されている問題解決には，より遠く
まで話せるようにする（通信品質の変化関連），同時に送
話・受話できるようにする（全二重／半二重通信・通信プ
ロトコル関連），3 人以上で話せるようにする（トポロジ
ー・通信の盗聴関連）といったものがある．ネットワーク
の教科書に，小学生が糸電話の活動を通してネットワーク
を学ぶ設定の本がある[11]．これは小学校で実践可能な内
容でまとめられており，興味深い．
4,5 年生では，電気を光や磁気と相互変換する内容とな
る．これにより光や力といった作用が電線や空間を通じて
伝達できることを学べる．また電気回路のつなぎ方の多様
性は通信回路の多様性に通じ，長い電線を使って電磁石を
作る活動は，電気が長い経路によって減衰することや，周
囲に磁界の変化を及ぼし信号が漏えいすることの理解につ
なげることができる．
6 年生ではコンデンサを用いて電気を蓄えられることを
学ぶ．理科ではエネルギーの保存の概念の学習として扱わ
れるが，これを情報の保存に発展させて，メモリーの原理
を学ぶことも可能である．複数のコンデンサを使って 2 進
数を表現し，値を保存したのち，電球を使って値を取り出
すような活動が可能である．
身の回りに使われている電化製品や通信機器，コンピュ
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4. おわりに
本研究では，小学校で学べる情報科学の内容と方法を探
るために理科の学習内容と方法論を調べた．情報の伝達・
保存・変換の 7 つの内容から，探究的実験とものづくりの
方法による授業の可能性を明らかにした．中でも中学校に
移ってしまった「音」は小学生にとって情報の性格を理解
するための魅力的な内容であり，情報科学を兼ねた題材と
して小学校理科に復活することが望まれる．
体系立てるとは，親学問の縮小版を子どもに与えること
では必ずしもないと考える。教育に必要なのは，子どもが
学んでいることから親学問をなだらかにつなぐことである。
小学校での情報教育は既存の教科の中で行われること
が，その教科の系統性や方法論を引き継ぐことができるこ
とから有益である．情報科学だけでなく社会と情報の内容
についても，社会教育の方法論を応用することにより，体
系的に小学校でも取り扱うことができることが予想される．
情報教育は教科としての歴史が浅く，情報機器の利用の
側面ばかりが目立っている傾向がある．理科教育の経緯か
ら，情報教育においても原体験を小学校で体験させること
がこれからの情報社会を生きる教養となると予想される．
特に情報科学の内容が，小学校の情報教育の中で強化され
ることを願う．

ータについて改めて見直し，その働きを分析する中で，電
気を用いることで生活が便利になる，社会への影響を学ぶ
ことができる．
3.2 学習方法
村山は理科について「子どもが自然とのかかわりの中で
問題を見いだし，見通しをもった観察，実験等を通して自
然の事物・現象と科学的にかかわり，結果や結論を生活と
のかかわりの中で見直し，実感を伴った理解を図る教科で
ある」と説明している[12]．3.1 節で分析したとおり，理科
では自然現象として観察可能な情報が取り上げられており，
媒質を換えることによる品質の比較などの科学的手法に則
った実験が可能である．
2008 年の学習指導要領の改訂にあたっては，理科でも指
導計画の作成の配慮事項として「ものづくり」の推進が挙
げられている．実際に道具を作って，試行錯誤や工夫しな
がら，子どもの発想に基づいた探究活動ができることが目
指されている．
小学校では体感する経験を通して学ぶことが重要視さ
れているのに対し，情報科学は，コンピュータの中に入り
込んだ無形のものであり，見たり感じたりしにくい特性が
ある．
現在のコンピュータによる情報処理以前，例えばレコー
ドのような古い情報技術は目で見て感じることができた．
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そこで授業であえて古い技術を教材として取り上げること
で，体験を通して学ぶ教材とする手法が考えられる．
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