
情報活用能力指導（利用指導・活用指導）の体系表
国東市立国東小学校

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生
○図書館の使い方やきまり 学活 ○図書館の使い方やきまり 学活 ○公共図書館の利用 社会 ○パソコンでの検索の仕方 社会

図 ○本の借り方・返し方 学活 ○本のつくりと扱い 学活
書
館 学活
の
利 ○本の場所（４・９類・E） 学活 ○本の場所 学活 ○本の種類と並び方 学活 ○分類表の見方 学活
用 （０・４・６・９類・E） （０～９類・E）

○絵本の探し方 学活
（ア、イ、ウ・・・） ○日本十進分類法 １０区分 学活 ○日本十進分類法 １００区分 学活

Ⅰ ○学習のめあてをもつ 国語 ○学習課題をつくる 各教 ○学習計画を立てる 各教
み （学習テーマの選択） 生活 科等 科等

学
つ 習 ○調べ方の選択 社会 ○調べ方の決定 社会

課 （図書、視聴覚メディア、電子メディア、人的情報源） 理科 （図書、新聞、雑誌） 理科
け 題 総合 総合

設
る 定

Ⅱ ○図鑑の利用 国語 ○図鑑の利用（索引の使い 生活 ○図鑑の利用 社会 ○百科事典の利用（百科事典 社会 ○百科事典の使い方 社会 ○百科事典の活用
（図かんの位置） 生活 方） 学活 （目次と索引の使い方の習熟） 理科 を使う） （使い方の習熟） 理科

情 総合
報 ○地図の見方（町・市の地図） 社会 ○地図の利用（県の地図、地 社会 ○地図の利用（日本・世界の 社会 ○地図の利用（日本・世界
収 図帳の活用） 地図、地図活用の習熟 の地図、地図活用の習熟
集 ○新聞、雑誌の利用 国語

○年表の見方・作り方 社会 ○年鑑・統計の利用 社会 （切り抜き、ファイル資料 社会
の作り方） 総合

○国語辞典の利用 国語 ○国語辞典の利用 国語 ○国語辞典の利用 国語 ○国語辞典の利用 国語
○漢字辞典の利用 国語 ○漢字辞典の利用 国語 ○漢字辞典の利用 国語

つ ○インタビューの仕方 生活 ○インタビューの仕方 生活 ○インタビューの仕方（形式） 国語 ○インタビューの仕方 国語 ○インタビューの仕方 ○インタビューの仕方
（聞きたいことを聞く） （聞きたいことを聞く） (心構え） (心構え） (心構え）

○ファックス・電話の利用 社会 ○ファックス・電話の利用 ○ファックス・電話の利用
○アンケートの利用 総合 ○アンケートの利用 ○アンケートの利用
○パンフレットの利用 社会 ○パンフレットの利用 ○パンフレットの利用

総合
か ○インターネットの利用 社会 ○インターネットの利用 社会 ○インターネットの利用 国語

○ネチケット 学活 ○ネチケット 学活 ○ネチケット 学活
○デジタルカメラの利用 総合 ○デジタルカメラの利用 総合 ○デジタルカメラの利用 国語 ○デジタルカメラの活用 社会

○デジタルビデオカメラの利用 社会 ○デジタルビデオカメラの利用 社会
総合 総合

Ⅲ ○絵と文による記録の仕方 国語 ○メモの取り方 国語 ○メモの取り方（横書き） 国語
む 生活 （番号、記号） 生活

情 ○聞き取りメモ・メモの取 国語
報 り方 ○プレゼンテーションの仕方 ○プレゼンテーションの仕方
整 ○討論の仕方 ○討論の仕方
理 ○カードの書き方 国語 ○カードの書き方 国語 ○情報カードの書き方 国語 ○情報カードの書き方 国語 ○情報カードの書き方 国語 ○情報カードの書き方 国語
・
分 ○抜き書きの仕方 国語 ○抜き書きの仕方 国語 ○要点の抜き書きの仕方 国語 ○要点の抜き書きの仕方 国語 ○要約の仕方（複数の情報の 国語 ○要約の仕方（複数の情報 国語
析 （必要な事柄がわかるおお （必要な事柄がわかるおお （箇条書きで書く） （箇条書きで書く） 比較、評価） の比較、評価）

よその部分） よその部分）
○引用の仕方（カッコ付け標 国語 ○引用の仕方（カッコ付け標 国語 ○引用の仕方（カッコ付け標 国語 ○引用の仕方（事実と自分 国語
記、出典名明記） 記、改行して書く標記） 記、改行して書く標記） の考えとの区別） 社会

○著作権 学活 ○著作権 学活 ○著作権 学活 ○著作権 学活

Ⅳ ○感想を書くことができる ○感想を書くことができる ○自分の意見を入れてまとめ ○自分の意見を入れてまとめ ○必要な事柄を工夫してまと ○必要な事柄を工夫してま
つ る る める とめる

ま ○発表メモ 国語 ○発表メモ 国語 ○葉書の書き方（形式） 国語 ○スピーチメモのまとめ方 ○スピーチメモのまとめ方 国語
た と ○かんたんな手紙 ○かんたんな手紙 ○依頼状、案内状、礼状など 国語 ○依頼状、案内状、礼状など 国語 ○依頼状、案内状、礼状など 国語 ○依頼状、案内状、礼状な 国語

め の手紙 の手紙 の手紙 どの手紙
え ・

発 ○新聞の作り方 国語 ○新聞、文集の作り方 国語 ○新聞の作り方 国語 ○文集や新聞のまとめ方 国語
あ 表 社会

○説明の書き方 国語 ○説明の書き方 国語 ○説明文の書き方 国語 ○レポートの書き方 国語
う （番号をつける・箇条書き） （箇条書き、見出し）

○紙芝居、ぺープサート、 国語 ○録画・ビデオを使った発表 総合 ○映像・音声の取り入れ方 総合
カルタ、クイズ等 生活 ○表やグラフの作り方 算数 ○写真の取り入れ方 社会
劇、演劇等 ○パソコンによるプレゼン 総合

テーション
○ポスターのかき方 図工

○本、じゃばら折り、巻物、 生活 ○討論（ラウンドテーブル 国語 ○討論（ディベート） 国語 ○討論（ポスターセッショ 国語
簡単なファイル等 図工 ○絵本の作り方 国語 ○本の作り方 図工 ポスターセッション） ン、パネルディスカッシ 社会

図工 ○本の紹介 ョン）
○ブックトーク


