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実 践 報 告

●アニメーションGIFを使った動画の作成

●コムページを利用したAND 検索，OR検索

●伝言ゲームを活用しての情報伝達

～情報社会に参画する態度 コミュニケーションの信頼性，情報の欠落～

●フリーソフトウェアを使ったカレンダー作り

● 数学」をテーマにプレゼンテーション

●他教科との積極的なタイアップを

●セキュリティとハイテク犯罪に関するビデオ視聴と仮想体験

●修学旅行の企画と発表

●相互評価を活用したウェブページの制作実習

●マインドマップを活用したコミュニケーションの基礎

● 情報Ａ」履修済み生徒を対象に実施した総合実習

●オンラインソフトウェア紹介

情 報 Ａ

告報践実Ｃ報情

『エデュカーレ情報 実践報告集』も３冊目となりました。普通教科 情報」が導入され

てから４年目を迎え，年を追うごとにバラエティに富み，内容が充実した実践報告が集

まっていると感じています。ご協力いただいた先生方には，この場を借りてお礼を申し

上げます。今回の特集が，先生方の授業のご参考になれば幸いです。

また，この実践報告は第一学習社 情報」ウェブサイト(http://www.daiichi-g.co.jp/

joho.html)でも順次公開していきますので，ぜひあわせてご覧ください。
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■１ ねらい

■２ 準備
■必要なソフトウェア

■必要な環境

■必要な素材(素材画像）

■３ 実践内容

指導計画(各１時間・計８時間)

アニメーションGIF
を使った動画の作成

告報践実A報情

情報のディジタル化の単元では，文字・数値・音声・

静止画・動画などのディジタル化について学ぶ。高度

な実習内容をねらわなければ，手軽なツールを使い実

習することで，ディジタル化の特徴やしくみを理解す

ることが期待できる。

講義で学んだことを実習で体感し，理解を深めると

いう構成とした。知識事項・スキルに偏らず，コンピ

ュータの活用場面を広げることに指導の重点を置き，

実習内容については３学期のウェブページ作成実習で

活用することを想定している。

動画のディジタル化については，パラパラまんがを

例にとって説明することが多いが，実際に作ってみる

ことで容易に理解できる。

アニメーションGIFツールを利用し実習をおこな

うだけでなく，各生徒の作品を一覧表示できるように

した。お互いの作品を見ることで，制作の楽しさを体

感し，相互評価ができる内容とした。

・アニメーションGIF作成ツール

本校ではホームページビルダーに付属のウェブア

ニメータを使用した。

・共有フォルダ

共有フォルダに指定したファイル名で作品を保存

させる。このとき，出席番号など一意のファイル名

をつけさせるようにする。たとえば１組の４番の生

徒には104.gifというファイル名で保存させるよう

にする。

こうすることで，あらかじめ生徒全員のファイル

を貼りつけたウェブページを用意することができる。

＝ > ＝ >

＝ > ＝ >

……

このページを自動的にリロードされるようにして

おくと，提出(保存)すると画面に表示されるように

なる。このページをプロジェクタなどで表示してお

くと，生徒間でお互いの作品を見ることができる。

Windowsサーバを利用しているときは，このフォ

ルダのセキュリティ設定を工夫して，生徒ユーザに

書きこみの権利を与え， CreatorOwnerに対してフ

ルアクセスの権利を与えると，他人のデータを消し

てしまうトラブルを防ぐことができる。

・本校ウェブサイト 歩く女の子」の４コマ

a.gif  b. gif  c. gif  d. gif

// /

/ /

・ホームページビルダー付属のアニメーションGIF

素材などからコマを分割したものを数コマ

本校では校内にメールサーバを構築し，毎授業ごと

に 授業内容メール」を生徒に送信し，授業の内容・評

価のポイントなどを連絡している。動画のディジタル

化実習でも同様にメールを送信し，メールに記載され

た実習手順を見ながら各生徒が実習に取り組むスタイ

情報のディジタル化 講義

画像のディジタル化 講義

画像のディジタル化 実習

文字・数値のディジタル化 講義

文字のディジタル化 実習

音声・動画のディジタル化 講義

音声のディジタル化 実習

動画のディジタル化 実習 （今回の報告）

東京都立府中西高等学校 佐藤 義弘 先生

科目：情報Ａ(必修２単位)

内容：多様な情報の統合

クラス：８クラス 各40名 １年生

時間：１時間

時期：11月



■授業内容メールの内容(抜粋)

▲

ルをとっている。この授業内容については電子メール

でなく，プリントなどを用いた，実習指示書の形でお

こなうことも可能であろう。

一斉に説明し，操作させる方法では，スキルの高い

生徒は退屈し，スキルの低い生徒には速いペースとな

ることがある。メールや実習指示書にしたがい，各自

で進める方法の場合は，個別のフォローがやりやすく，

生徒の達成感も強く感じられるようである。この場合，

メールに記載されている内容についてはできるだけ自

分で読んで解決するように促すことが，全体の実習を

スムーズに運ぶ上で必要になる。

３.ウェブアニメータを使った実習

素材の画像ファイルをつなぎ，動画を作成します。

課題１

歩く女の子(手順Ａ～Ｇ)

画像の表示時間や順番を手直しして自然な動きにします。

課題２

走るバイク(手順Ｈ～)

画像の枚数や画像の位置を手直しして動きを表現します。

次の手順にしたがって，実習をしましょう。

課題１は必ず終わらせてください。

Ａ 素材ファイルのコピー (省略)

Ｂ ウェブアニメータの起動 (省略)

Ｃ ファイルを開く

⑴メニューから［ファイル］→［開く］とクリックする。

⑵［a.gif］を開く。

Ｄ 画像の挿入

⑴メニューから［編集］→［画像の挿入］とクリックする。

⑵［b.gif］を開く。

⑶同様にして，［c.gif］，［d.gif］も開く。

Ｅ 再生

⑴メニューから［再生］→［再生を開始］（または再生ボタ

ン）をクリックする。

⑵動作が確認できるが，速すぎてよくわからないはずで

ある。

Ｆ プロパティの変更

⑴メニューから［編集］→［フレームのプロパティ］とクリ

ックする。

⑵［フレームのプロパティ］の［繰り返し］を［無限］に設定

する。

⑶４つ並んで表示されている絵から１つをクリックし，

［表示時間］を150～300(ミリ秒)に変更する。

⑷⑶の要領で他の３つの絵の表示時間も変更する。

⑸Ｅの要領で再生して確認する。

⑹動作がおかしいときは，絵の順番を入れかえればよい。

順番を入れかえるには，下側に並んでいる絵を希望の

位置にドラッグする。

Ｇ 保存

⑴順番を入れかえ，自然な動きになったら以下の要領で

指定したファイル名で保存する。

(以下，課題２についての説明)

生徒はこのメールを読み，各自のペースで実習を進

めていく。８割方の生徒はメールの指示を読みながら

進めることができるが，中には手の進まない生徒もい

るため，少しずつ実演も交えて，作業が進まない生徒

へのフォローも必要となってくる。

ファイルを指示通りabcdの順に並べると，動きが

不自然になるようにファイル名をつけている。これは，

コマの順番を変えることで，動きが変わることを体感

させようというねらいがあるからである。

柔軟な生徒は，この不自然な動きを表示時間で上手

にコントロールし，スキップするように動かす生徒も

いる。このような生徒には，「おもしろいね」という一

定の評価をした上で，制作のねらいが「自然な動き」

であることを確認させ，工夫のできる生徒は指示通り

の作品も手早く作ることができるので，もう１つ作ら

せることにしている。最初の課題から技巧に走ると，

なかなか完成せず課題１が完了できない生徒が出てく

る恐れもある。個性的な作品は課題２で制作するよう

に指導することで，課題１から課題２への切りかえを

スムーズにするねらいもある。

20分ほど経過し，何人かの生徒が提出(保存)できて

いることを確認したら，プロジェクタなどで生徒全員

の作品が表示できるページ(作品一覧ページ)を表示す

る。

具体的な完成イメージを見ることで，作業の効率が

上がる生徒も多い。また，他者の作品を参考に自分の

作品に工夫する生徒，完成している生徒に質問する生

徒など，実習が活気を帯びてくる。

まだ提出(保存)できていない生徒の欄には×が表示

作品一覧ページ



■４ 結果と反応

■学習者の反応

■評価のポイント

■５ 参考資料

▲

されるので，生徒自身が早く提出できるように努力し

たり，こちらからフォローすべき生徒が容易に発見で

きるなど，進行をスムーズにするためにも作品一覧ペ

ージは効果的である。

全員が課題１を完了し，作品一覧ページに全員の作

品が並んだら，簡単に講評する。講評のポイントは，

コマの順番によって動き方が変わることと，各コマの

表示時間によって歩く速さが違うことを確認しておく

とよいだろう。

続いて，課題２の作品一覧ページを表示する。すで

に提出(保存)している生徒の作品が表示される。課題

２の実習では，個性を発揮することがねらいであるの

で，早く完成した生徒に対し，テロップの入れ方など，

高度な技法やメニュー項目について補足説明をするこ

とで，個性的な作品作りをうながす。

課題２では途中の段階で保存をさせることで，それ

ぞれの生徒の工夫が全員に見えるように配慮する。

ホームページビルダーのウェブアニメータには，ワ

イプ，渦巻き，風，回転などの効果がプリセットされ

ている。元の画像にこれらの効果を加えることで，個

性的な作品が手軽に作成できる。一覧表示することで

お互いの刺激となり，さらに工夫を加える生徒が多数

出てくる。中には１コマ１コマを直接編集する生徒な

ど，さまざまな工夫が見られる。

授業の最後に自己評価・授業評価をおこなっている。

その結果をグラフにしたものを右に示す。

おおむね好評で，アニメーシ

ョンのしくみがある程度理解で

きたことがうかがえる。なによ

りもこの実習は生徒が熱心に取

り組み，１時間の中でお互いを

認め合い，切磋琢磨するという

姿が多数見受けられることが多

い。

・今日の授業は実習だったので

自分のペースでできました。

楽しくできました。もう少し

時間をかけていろいろと試し

たかったです。

・みんなのおもしろい動画が見

られてよかった。個性的なも

のばかりで…。 自分も楽しくできた。

・アニメーション作成は自分が思っていたほど難しく

はなかったです。

・動きを流れるようにつなげるのが難しかった。

・いろいろなアニメーションが見れておもしろかった

です。

・ただ動画を作るんじゃなくて，自分たちでさまざま

な工夫をして動画を作れたのでおもしろかったです。

・難しかったけどおもしろかった。

・今日の授業はいろんなものが作れたので楽しかった

です。

・楽しかった。いろんな効果が試せて今日はたくさん

勉強できた気がします

自己評価・授業評価時に気に入った番号を投票させ，

相互評価をおこなう。表現を伴う作品については，生

徒の感性を大切にするためにも相互評価をぜひ取り入

れたい。

また，作品が正しいファイル名で正しい場所に保存

されていることも評価の対象となる。

情報のディジタル化(動画のディジタル化）

// / /

/ /

自己評価・授業評価



告報践実A報情

■１ ねらい

■２ 準備

■３ 実践内容
■コムページ

コムページの利用場面

コムページを利用した
AND 検索，OR検索

▲

本校は，秋田県北部に位置する女子校であり，平成

17年度に文部科学省のSELHi(スーパー・イングリッ

シュ・ランゲージ・ハイスクール)に指定された。

情報Ａ」の内容の１つに，「情報の検索と収集」があ

り，インターネットの検索エンジンを利用したAND・

OR・NOT検索をおこなう過程を通して，必要とする

情報を効率的に検索する方法を学ぶことが多い。イン

ターネットの検索エンジンには，非常に多くの情報が

蓄積されているために，情報の検索の学習にはきわめ

て有用なツールであるが，AND・OR・NOT検索の基

本的な学習においては，情報の数が多すぎるために件

数を比較しにくいことや，他人やコンピュータが登録

した情報であるために，学習者である生徒と蓄積され

た情報の距離が遠いという問題点がある。

そこで，生徒が作成した情報を生徒が検索するシス

テムを開発して授業実践をおこない，その可能性を考

察した。

本校のパソコン教室には，生徒用パーソナルコンピ

ュータ40台(OSはWindows2000)と教師用パーソナ

ルコンピュータ２台(うち１台はサーバ)がある。サー

バは，ファイルサーバとして生徒の作品を保存する他

に，教室内のウェブサーバとして利用している。サー

バのOSはWindows2000serverであり，付属する

IIS(Internet Information Server)をインストールす

ることにより，ASP(Active Server Pages)によりデ

ータベースAccessのファイルと連携させることがで

きる。

本報告で使用したものはすべてサーバに組みこんで

おり，生徒はブラウザからアクセスする。

コムページは，インターネット上で利用される電子

会議室や電子掲示板の技術を利用して，授業において

利用しやすいように独自に開発したものである。この

システムは，コミュニケーションのためのウェブペー

ジという開発コンセプトから，コムページと命名した。

画面の例を次に示す。

枠内に文章を入力して送信ボタンをクリックすると，

文章はサーバに保存され，全員の画面に表示される。

本校において，コムページは次のような活動におい

て通年利用している。

2005年11月に，韓国の高校生(11名)が来校したとき

も，「情報Ａ」の授業において，英文によるコミュケー

ションに利用した。

また，生徒が入力した内容はサーバに保存されるた

め，学期末の生徒の評価にもコムページを利用してい

る。

・自己紹介

・ビデオ教材の感想の共有化

・プレゼンテーションの感想の共有化

・リンク集の作成

・個人情報や著作権についての意見交換

・授業の感想の提出

秋田県立能代北高等学校 川村 幸生 先生

科目：情報Ａ(必修２単位)

内容：情報の収集・発信と情報機器の活用

クラス：１クラス 40名 １年生

時間：２時間

時期：９月

図１ コムページ」の画面例



■１時間目［情報の作成］

■２時間目［情報の検索］

■４ 結果と反応

▲

▲

本校では図書館の利用が多いので，情報検索のため

の情報を 好きな本の紹介」とし，前の時間に本の紹介

文を考えておくよう指導した。また，この１時間目に

インターネットで検索，収集した本の紹介も入力させ

た。

生徒が入力した本の数は，１人あたり1.4～3.1冊で

あった。紹介文の内容から判断すると，インターネッ

トで検索，収集した本の割合が高いと考えられるが，

このことはインターネット時代の課題である。

１時間目の活動により，検索対象の情報を，クラス

ごとに登録することができた。これらの情報は生徒が

自ら入力したものであり，生徒と情報の距離が近いと

著者は定義する。情報への関わりを距離で表現するも

のであり，情報への関わりが大きいほど距離は近いと

する定性的な概念である。

コムページに入力した情報の検索をおこなうための

ウェブページを開発した。その画面を次に示す。

キーワードの枠内に入力し，検索ボタンをクリック

すると，前の時間に保存した本の紹介文から，入力し

たキーワードを含む紹介文を表示させることができる。

キーワードは，半角スペースで区切ることにより複数

入力することができ，またAND検索とOR検索を選

択することができる。なお，全角の ＊」を入力するこ

とにより，全紹介文を表示させることができる。

生徒にいくつか検索をさせて，AND検索とOR検

索について説明した後に，本の紹介の内容に目を向け

させるために，本の紹介の内容を見て，キーワードを

２つ決めさせて，それぞれの件数，AND検索および

OR検索の結果をコムページに入力させた。その結果

の例を図３に示す。

１人あたり約1.7件の入力があった。また，参考程

度であるが，２つのキーワードの件数の和と，AND検

索とOR検索の件数の和が等しいことも取り上げた。

情報を効率的に検索する方法の基本的な理解を目的

として，生徒が作成した情報を生徒が検索することが

できるシステムを開発して授業実践をおこなったとこ

ろ，生徒は積極的に学習に取り組み，AND検索とOR

検索を理解することができた。

本報告で使用したシステムの利点を次に示す。

・インターネットの検索エンジンにくらべて検索数が

少ないので，件数の比較が容易にでき，AND検索と

OR検索を理解しやすい。

・生徒が入力した情報を生徒が検索することにより，

興味をもって学習に取り組むことができる。

教材としてのインターネットの利用はきわめて有効

であるが，基本的な学習においては，生徒と情報の距

離が遠い情報の数が多すぎるというデメリットがある。

その場合，本報告のような独自のシステムが必要であ

る。

また，本校は女子校であり，感性豊かな生徒が多い。

感想や感情をネットワークに載せることにより学習の

幅が広がると考えており，このような学習の方法に今

後も取り組みたい。

最後に，ネットワークコミュニケーションの学習を

深めるために開発したコムページが，情報の入力ツー

ルとしても活用できることがわかり，コムページの活

用の可能性が高まった。コムページについては，下記

のアドレスに掲載している。

//

/ /

図３ 検索結果の例

図２ 検索の画面



告報践実A報情

■１ ねらい
■実践のねらい

■全体のカリキュラムの中での位置づけ

■授業計画

■２ 準備
■必要な素材・材料

■そのほか必要なもの

伝言ゲームを活用しての情報伝達
～情報社会に参画する態度

コミュニケーションの信頼性，情報の欠落～

▲

本校は，１学年と２学年で１単位の情報Ａを２年間

完了型で履修している。また，情報では，２人の教員

によるチームティーチングでの個に応じた指導，目

的・評価の明確化・身近な例での生徒の意欲向上を柱

にして，発想力を要する課題，対話ができる環境，知

識伝達型でない生徒主体型授業，教員の助言者への役

割変化など新しい授業スタイルを研究・実践している。

また，１回の授業内容は，座学と実習の一体型で，実

習を９割とし，情報の３観点だけでなく，問題解決・

発想力・知的財産の理解・読解力などの向上も幅広く

取り入れていて，コンピュータを用いない授業も多く

実践している。

全体的な情報のカリキュラムとしては，情報基礎能

力，情報応用活用能力の２つに大別され，２年間でま

んべんなくこなす進度としている。今回の位置づけは，

情報基礎としてのコミュニケーションでの信頼性に重

点を置いたゲーム感覚的な授業を通して，情報社会に

参画する態度や，情報の欠落に対する科学的な理解に

触れることをねらいとしている。

また，この授業を実践するまでに必要とされる生徒

の立場での知識やスキルはとくにないが，教員は生徒

のコミュニケーション能力や人間関係をある程度把握

しておき，潤滑に伝言ゲームが実施されるよう配慮す

ることが望ましい。

配当時間

１時間のみ。

時間ごとの学習目標

正確な情報伝達についての理解を深める。

活動を通して情報社会に参画する態度を考える。

時間ごとの学習内容と指導上の留意点

表１(p.10～11)の指導案による。

・伝言用の筒(紙を丸めて筒状にしたもの)

・のぞき見防止用段ボール(コの字型がよい)

生徒例紹介のための書画カメラがあるとよい(ない

場合は机間巡視しながら提示してもよい)。

科目：情報Ａ(必修 １，２学年で各１単位)

内容：情報伝達の実践と理解

クラス：９クラス 各32～40名 ２年生

時間：１時間

時期：２学年の夏休み前に実施
東海大学付属第五高等学校 華表 芳暁 先生

図１ 課題プリント１ページ目



■３ 実践内容
■実践の内容とポイント

■４ 結果と反応
■成果と学習者の反応

▲

実践内容は，表１の指導案と図１～３の課題プリン

トによる。

伝言ゲームのルールをしっかりと守ることと，教員

が説明をしているときには注目すること，他人を傷つ

けるような言動はしないことを徹底する。

教員の主な役割は助言者であり，生徒が問題解決す

るための手がかりを与え，生徒が授業目的に対しての

道を踏み外すことなく誘導し，生徒自らが発する疑問

点に的確な回答をする役目がある。したがって，課題

プリントにおいて生徒の発想力を要する課題が①e)，

②b)，③とあるが，これらに対しても生徒の回答を否

定することなく，机間巡視を通して個々に対応しなが

ら正しい回答への道しるべを示さなければならない。

特に，③においては伝言ゲームでの体験から回答を導

くことを生徒に要求しているため，事前に各伝達方法

の特徴を提示することはしない。必要であれば，生徒

の課題を評価した後に説明をすればよい。

なお，今回は図形を言葉で伝達することを実践した

が，前年度は文章を記憶して伝達することも実践した。

この場合には，情報の欠落だけでなく，つけ加えや変

化が顕著に見られるが，記憶することが苦手な生徒へ

の配慮を十分におこなわないと，クラス内の人間関係

がうまくいかなくなることがあることを念頭に置いて

おく必要がある。

また，情報の送り手が受け手に正しく情報を伝える

ためには，両者間の約束事があること，途中の伝達方

法に問題が生じないことがネットワークのしくみと同

等であることも必要に応じて生徒に示すとよい。

課題プリントの①について

ルールをよく理解し，他者の迷惑になる行為を控

えて，マナーはよく守ることができていた。情報伝

達がうまくいかなかった場合は，積極的にその理由

を議論していた。その中で生徒から多く出た間違い

の理由としては，以下のものがあげられた。

⒜図形の形・状態・個数を正しく伝えていない。

例： 円にくっついた四角形」

→ 円に内接した四角形」のつもり。

例： 斜線」

→ 対角線」のつもり。

⒝伝える方が図形を理解していない。

例： 正方形を４つに分ける。」

例： とにかく線を引く。」

⒞聞く方の解釈が間違っている。

⒟声が小さい，聞き返せないので忘れるといった「聞

こえにくさ」や 理解しにくさ」。

つまり，ねらいである情報の欠落や信頼性の欠如

を生徒が体験で得たことになる。これらの意見を，

課題プリントの②で生徒に 振り返り」をさせること

が大切となる。

課題プリントの②について

実際の伝言間違いとしては多くの例があるが，図

４(p.12)にその一部をあげる。こういった間違いの

例を生徒に提示して， 振り返り」をさせるとともに，

図形の伝達には形・位置・個数が大切だと生徒が認

識することで，②b)の回答のほとんどが，形・位置・図２ 課題プリント２ページ目



▼

過程 学習活動 指導内容と留意点 教員１ 教員２

表１ 本時の展開

導入

５分

展開

40分

前回の課題プリント返却。

今回の課題プリント配布。

授業内容説明，グループ分け。

ルールプリント・教具配布，説明。

伝言ゲーム開始

(課題プリントの①③をする)

課題プリントの②

前回の課題内容で説明を要するときは述べる。

生徒が日付，クラス，番号，氏名を記入することを促す。

課題プリントの授業目的を示し，１つのグループが５

～12人になるようにグループを分けて，伝言していく順

番を指示する。

生徒によっては，グループの先頭または最後になるよう

に配慮する。

ルールプリントに沿っての説明をする。

教具(伝言用の筒，のぞき見防止用段ボール)を配布する。

課題プリントの①b)，c)に取り組む。

伝言が終わった生徒は課題プリントの①d)をするよう

に指示する。

伝言ゲーム中に手が空いている生徒は課題プリントの③

をするように指示する。

使用する図が書かれたプリントを１番目の生徒に見せる。

今回は以下の２種類から１つを選ぶ。

(グループで変えた方がよい)

ルールにしたがって伝言をしていく。

・１番目の生徒は，課題プリントに示された絵を写す。

・１番目の生徒は，写した絵を見ながら，次の生徒に言

葉だけでささやく(伝言用の筒を利用する)。

・伝言を聞いている生徒は，説明を聞きながら絵を描い

てよいが，聞き返しをしてはいけない。また，のぞき

見防止用段ボールを利用して，伝えている生徒が聞い

ている生徒の絵を見ないようにする。

・各教員はルールにしたがって実施するよう指導する。

・最後の生徒まで伝言ゲームを続ける。

課題プリントの①e)を完成する。

教員２は，伝言が終了したグループの教具を回収する。

すべてのグループが伝言を終了するまで，終了した生徒

は課題プリントの①，③をする。

課題プリントの②に対して，教員１は生徒に次のような

発問をおこなう。

正しく伝えられたグループはありますか。」

→はい，いいえのいずれかになる。

正しく伝えられなかった場合，何が原因だったと思いま

すか。」

→伝え方，聞き方，記憶，文章の欠落，表現の違い，

勘違いなど，多くの意見を引き出す。

→図形の場合には，形・位置・個数が大切だと示す。

そのため，間違いの例を提示するが，実際に生徒が

間違えたものを利用するとよい。たとえば，次のよ

うに間違える場合がある。

の間違いの例として

説明

説明

図の提示

机間巡視

説明

配布

配布

配布

配布

図の提示

机間巡視

教具回収

補助



▲

教員２教員１指導内容と留意点学習活動過程

図３ ゲームのルール表

まとめ

５分

課題プリントの③

課題プリントの回収

次回の予告

の間違いの例として

これらを提示後，生徒は課題プリントの②a)に写す。

写した図形に対して，生徒に次のような発問をおこなう。

何が原因で伝えられなかったと思いますか」

→先ほどと同様に，多くの意見が出される。

課題プリントの②b)を完成させる。

課題プリントの③を完成する。

各教員は机間巡視をしながら，的確な助言を与える。

→問題にしたがって，情報の正確さと速度の観点でのよ

い点と悪い点を具体的に記入する。

→正解は１つだけではないので，思いつくだけ記入する

よう助言していく。

→単に 速い」とか 正確」だけでなく，その理由も記入す

るように指示をする。

授業中気づいた点があればプリント回収後に提示する。

説明

机間巡視

説明

机間巡視

補助



■評価のポイント

■５ おわりに

▲

個数を正確に伝えるものになった。

課題プリントの③について

それぞれのパターンの特徴として，多くの生徒が

以下の点に着目していた。

［パターン１］

・連絡が一方向による情報伝達の不正確さと速度の

遅さ。

・最後の受け手が最初の送り手にフィードバックす

ることによる，正確に伝達されたかの確認。

［パターン２］

・１人の送り手が全員に伝えることの，情報伝達の

正確さ。

［パターン３］

・最初の送り手が２人に伝達することで生ずるかも

しれない，情報伝達の不正確さ。

・ツリー構造による情報伝達の速さ。

課題プリントの①について

⑴問いにしたがって回答しているか。

⑵ルールを守って行動しているか。

課題プリントの②について

⑴問いにしたがって回答しているか。

⑵元の形と間違えた例を比較して，どこに間違えた

かに着目した回答であるか。また，図形の形・位

置・個数の表現が適切か。

課題プリントの③について

⑴正確さや速度について理由を示しているか。理由

については，連絡形態による速度差や正確さが主

となるが，他の理由であっても的確だと判断でき

れば評価する。

全体

⑴他者に迷惑をかけていないか。

いろいろなことができてよかった」わかってよか

った」と，生徒が授業アンケートで答えてくれること

が，よりよい 情報」の授業への励みになっている。

図４ 課題プリントの①でも図形変化



■１ ねらい

■２ 学習環境

■３ 実践内容

フリーソフトウェアを
使ったカレンダー作り

内容 時間

告報践実A報情

情報Ａの授業を担当して１年目のこと，画像処理を

扱う上で今ひとつ物足りなさを感じたことがあった。

たしかに，画像にさまざまな効果を加えることは，生

徒にとっておもしろいものであり，積極的に取り組ん

ではくれている。しかし，興味が長続きせず，ただ単

におもしろいものとして終わってしまう生徒がいるの

もたしかであった。時間数が足りずに急いで扱ったこ

とも原因の１つであると思うが，よいものを創作しよ

うとする場合，目標がしっかりと設定されていること

も必要不可欠であり，画像処理についてもなにか具体

的な目標が必要であった。それも，ウェブページを作

成するために必要な画像を作るといった長期的な目標

ではなく，手っ取り早く生徒の手元に結果として残る

ようなものを作成することを通して，画像について理

解を深めてもらいたいと思った。

そのような中，新聞紙上で，画像を貼りつけるだけ

で簡単にカレンダーが作成できるフリーソフトウェア

DiGiカレンダー作成が紹介されていた。ちょうど画像

処理を扱うのが１月ごろで，新年を迎えてカレンダー

が必要であるという，時期的にみてもちょうどよく，

作成した画像をそのまま貼りつけるだけで利用できる

という手軽さなので，画像の作成をすることに集中で

きるのではないかと思い，このソフトウェアを利用し

て授業をおこなう計画を立ててみた。

本校のコンピュータ教室では，校内LANに接続し

たコンピュータ48台が設置されている。また，ネット

ワーク接続されたカラープリンタが２台，イメージス

キャナが１台，ファイルサーバが１台設置されている。

各生徒にはIDとパスワードを割り振り，個人用フォ

ルダにデータが保存できるようになっている。また，

生徒全員がアクセス可能な共有フォルダを作成し，教

材の配布などに利用している。

生徒用の端末にインストールされているソフトウェ

アは，オフィス系のソフトウェアに加えて，ペイント

系グラフィックソフトウェア（Adobe Photoshop
 

Elements)がある。

実践の時期が３学期当初のため，冬休みの課題とし

て，カレンダーを作るための元になる画像を手に入れ

ておくようにと指示をした。これは，自分でディジタ

ルカメラで撮影したものでもよいし，写真をイメージ

スキャナで読みこんでもよいとした。イメージスキャ

ナが自宅にない生徒については，学校のものを使用し

てもよいものとした。ただし，インターネットよりフ

ァイルをダウンロードして利用することについては禁

止した。また，３学期にはカレンダーを作成すること

を予告しておき，あらかじめ作成する画像のイメージ

を考えておくように指示をした。

画像の種類について」は，ペイント系の画像とドロ

ー系の画像の違いや，光の３原色のことなどを扱い，

講義形式で授業を進めた。

グラフィックソフトウェアの使い方について」は，

Adobe Photoshop Elementsを実際に各自で操作して

みて，どんなことができるのかを体験してもらうこと

を主眼に授業を進めた。さまざまな加工がソフトウェ

ア上でできるが，内容的には深入りせずに，ソフトウ

ェアに慣れ親しんでもらうことを主にした。

プリンタとスキャナの使い方について」は，プリン

タやスキャナの使用上の注意点(ネットワーク接続な

ので印刷するのに時間がかかることや，印刷する枚数

を１人１枚にするなどの約束事など)を説明した。

画像の作成」では，実際に Adobe Photoshop

科目：情報Ａ(必修２単位，２コマ連続)

内容：多様な情報の統合

クラス：１クラス 各40名 １年生

時間：11時間

時期：１月
名古屋女子大学高等学校 金原 和仁 先生

画像の種類について

グラフィックソフトウェアの使い方について

プリンタとスキャナの使い方いて

画像の作成

カレンダーの印刷

１

２

１

５

２



■４ 結果と反応

▲

Elementsを利用して，冬休みの課題として手に入れた

画像をカレンダー用の画像として完成させることをお

こなった。

カレンダーの印刷」ではDiGiカレンダー作成を利

用して，プリンタよりカレンダーの印刷をおこなった。

冬休みの課題として出された画像ファイルを手に入

れることについて，ディジタルカメラもイメージスキ

ャナも所有していない生徒については，学校のイメー

ジスキャナを利用することになるが，思ったよりも時

間がかかり，手間取ってしまった。また，予想された

こととはいえ，プリンタより印刷する作業についても，

失敗する生徒が何人かいたりして時間がかかり，今後

の課題であった。

Adobe Photoshop Elementsについては，はじめて

利用する生徒がほとんどで，とくにレイヤーの考え方

を理解させるのに時間がかかった。しかし，はじめて

だからこそ新鮮に感じるようで，取り組み状況はよか

ったように思う。

フリーソフトウェアのDiGiカレンダー作成は，ネッ

トワーク上の共有フォルダに展開しておけば，複数の

生徒がアクセスしても起動ができるようで，その点授

業の準備の手間が助かった。また，フォントの色指定

が光の３原色の組み合わせでできるため，生徒にとっ

て光の３原色を理解するのによい教材でもあった。画

像ファイルさえあれば手軽にカレンダーの印刷ができ

るので，自宅で利用したいといった生徒も何人かいた。

カレンダーができるまで，比較的短期間かつ簡単に

仕上がるので，画像処理に集中して授業を実施するこ

とができた。しかし，その月にあったようなデザイン

で画像を制作して，カレンダーを印刷しようというこ

とで授業に入ったが，ねらいがいまひとつ定まらずに，

できあがった作品も自分の用意した画像をただ切り貼

りしただけで画像を完成している生徒も何人かいた。

制作に入る前に構想を十分に練る必要性を感じたが，

このあたりの要領は，美術の教授法などが参考になる

のではないかと思った。

自分の撮影した写真にフレームをつけてカレンダーとした

作品。冬の12月という季節感は出ていると思う。

自宅のペットの写真を使った作品。ペットへの愛情が感じ

られる。季節感を出してくれるともっとよかったように思う。

生徒による作品の例



特徴

概要

写真やイラストを扱うにもコンピュータを利用する

時代になっているが，ディジタルカメラで撮った写真

をそのままプリンタで印刷するといった程度の生徒が

ほとんどなので，画像をソフトウェアを使って加工し

て，カレンダーにして印刷するという今回の実習はた

いへん興味深いものだったようである。今回の実習で，

生徒のコンピュータの世界がさらに広がってくれれば

と思う。

・用紙は，名刺サイズからＡ４用紙サイズまで，６通りのな

かから選ぶことができる。

・１・２・３・４・６か月分のカレンダーを作成することが

できる(用紙により異なる)。

・フォントの色や文字のデザインなどで，工夫を加えること

ができる。

D iG iカレンダー作成 ver.1.2.0

カレンダー作成画面

動作環境：Windows 98/ME/2000/XP

種 類：フリーウェア

著作権者：HAMASAKI
 

U R L：http://www.studio-extend.net/

画像などを用意するだけで，カレンダー作成ができるソフ

トウェア。カレンダーレイアウトから選択するだけなので操

作も簡単である。作成したカレンダーは，印刷して配布する

ことができる。



告報践実A報情

■１ ねらい

学習目標 時間

数学」をテーマに
プレゼンテーション

本校では２年次と３年次にそれぞれ１単位，情報Ａ

を設置している。2005年度では３年次の情報Ａにおい

て，実習を通して体験的に学習することを基本方針に，

プレゼンテーションをひとりひとりの生徒に課した。

授業の中では，プレゼンテーションを，

・自分が伝えたい事がらを相手が理解できるように

表現する。

・相手を説得して納得してもらい，満足を得る。

という目的を実現するための，情報機器を活用しての

コミュニケーション能力を高める総合的な実習課題と

して扱っている。ただし，全員がプレゼンテーション

ソフトウェアの使用に慣れているわけではなく，むし

ろ初めて扱う生徒も少なくないので，ソフトウェアの

操作に関する指導もおこなわなければならない。これ

らの目的を実現するための，一連の学習目標そして配

当時間は次の通りである。

プレゼンテーション実習で考えなければならない重

要な点のひとつに，テーマ設定をどうするか，という

ことがある。今回はプレゼンテーションに関する基本

的な技能を習得させるのが目的であることから，テー

マは教員から提示した。

テーマの設定に関しては，次の点に配慮した。

・資料の検索が図書，ウェブともに容易であること。

・得られた情報に対する吟味が容易にできること。

・生徒にとって新しい発見につながると期待できる

こと。

・アニメーションや図解による工夫が可能であるこ

と。

そこで今回提示したテーマは，次のものとした。

次の事がらについて１つ以上を選択し，数学を勉強

しはじめた中学生が理解できるように説明しなさい。

１.(＋ )(＋ )＝ ＋ ＋ ＋

２.(＋ )＝ ＋ ＋

３.(＋ )＝ ＋ ＋ ＋

このテーマを提示したとき，ほとんどのクラスで否

定的な反応がみられた。それもそのはず，数学が嫌い

な生徒にとっては，３年生になってやっと数学から離

れられたと思った矢先に，情報の授業で突然数学が出

てきたのだから，当然の反応である。しかし， 丸暗記

ではなくて，スッキリ理解できるいろいろな説明方法

があるよ，資料もすぐに見つかるだろうから，やって

みよう 」と強く勧め，実習に入った。

実習の中で複数の情報源に触れさせることや，著作

権に対する意識を喚起させるために，必要な参考資料

は市販の図書または教科書のうち１冊以上を選ぶこと，

本のアイデアと自分の考えを区別すること，図は自分

の力で作成すること等を指導した。

実習はプレゼンテーションについての学習から相互

評価のまとめまで長期にわたることから，実習で得ら

れた成果の多くは，手書きのワークシートにまとめさ

せた。これは，自ら手を動かすことによって，考えを

練るための集中力がコンピュータの操作に取られない

ようにすること，そして自分の思考内容等の情報が紙

として手元に残り，蓄積されたものを参考資料として

活用できるよう配慮したことによる。

①プレゼンテーションの意義を理解し，プレゼ

ンテーションソフトウェアに慣れる。

②決定したテーマ，選んだ参考図書をもとに，

話す内容・要点，スライドのレイアウトを決

める。

③プレゼンテーションソフトウェアを用いて発

表用スライドを制作。わかりやすい表現を目

指す。

④スライドの修正。リハーサルをおこない，話

の段取りや，強調や抑揚といった話し方の上

での工夫をチェックする。

⑤実際に発表する。できるだけ自然体で，聞き

手のようすを見ながら発表する。発表者は，

発表直後に自己評価し，聞き手も同様に発表

を評価する。

⑥自己評価と他者評価を比較し，自分の発表を

客観的に振り返る。

２

２

４

２

５

２

科目：情報Ａ（必修１単位）

内容：情報の統合的な処理とコンピュータの活用

クラス：７クラス 各39～40名 ３年生

時間：17時間

時期：６月，７月，９月～12月
東京都立大泉高等学校 田崎 丈晴 先生



■２ 準備
■必要なソフトウェア

■必要な図書

■３ 実践内容
■１時間目～２時間目

■３時間目～４時間目

▲

・Microsoft PowerPoint（スライド作成）

・Microsoft Excel（相互評価の集計）

・Microsoft Word（まとめ資料の作成）

・扱うテーマに関連する図書数冊

→今回の実践では，展開公式が扱われているものを

５冊程度選び，資料として提供した。

学習目標

・プレゼンテーションの意義を理解する。

・PowerPointの操作に慣れる。

・テーマを決め，参考資料を選ぶ。

学習内容

プレゼンテーションをする際に検討すべきことは，

自分がもっているメッセージをいかにして伝えるか，

どうすれば納得してもらえるかということである。

それをふまえて，教科書に出ているスライド例を眺

め，図解やアニメーションを使用する目的やその効

果について考えた。また，実際に教科書のスライド

例を自分で作成し，PowerPointの基本的な操作を

習得した。

この実習が終了する頃にプレゼンテーションのテ

ーマについて説明し，ワークシートを配布して次週

までにテーマ決めと参考資料(図書)を選んで内容を

まとめることとした。

学習目標

・決定したテーマ，まとめた図書の内容や自分のアイ

デアをもとに，話す内容・要点，スライドのレイア

ウトを決める。

学習内容・指導内容

ワークシート(図１)を用いて，プレゼンテーショ

ンの概要をまとめた。とくに，どのような方針で，

どのような情報を，どのような順番で提示するのか

を意識するよう指導した。「数学を勉強しはじめた中

学生に説明する」， １人あたりの発表時間は２～３

分」という条件があるので，説明がわかりやすく，

かつ簡潔であることは必須条件である。また，アニ

図１ ワークシート



■５時間目～８時間目

■９時間目～10時間目

■11時間目～15時間目

■16時間目～17時間目

▲

メーションなど，理解を助けるための工夫があれば，

それについてもまとめておくよう指導した。

実習内容

まとめたワークシートや図書等の資料を参考にし

ながら，PowerPointを用いて発表用スライドを制

作，完成させる。話の流れを練り直したり，思い通

りのアニメーションを設定する等，個々の必要に応

じてアドバイスを与えた。

学習目標

・スライドの最終チェックをおこない，リハーサルを

通して話の段取りを含めたプレゼンテーション全体

のしあげをする。

学習内容

プリントで制作したスライドの印刷方法やリハー

サルの方法を確認した。スライドは 配付資料形式」

で印刷し，各スライドの右に実際に話すことをメモ

しながらリハーサルを進めた。スライドを切りかえ

るタイミングや話し方においては，強調を加える，

抑揚をつけるなど，工夫できるところも検討した。

実習の最後で，プリントを用いて，発表会での係

分担や，発表会の進め方について説明した。

実習内容

１人２～３分，１時間あたり８～10人を目安に発

表会を実施。発表者は発表後に自己評価シートへ，

聞き手は相互評価シートへ，評価内容を記入した。

評価項目は４項目を設定し，最後に自由コメント欄

を設けた。自己評価シートおよび相互評価シートは

発表ごとに回収し，教員による評価シートと加えて

後日まとめの授業時に返却した。発表時間の計測お

よび記録は，次の発表者として控えている生徒がお

こなった。

学習目標

・自己評価と他者からの評価を比較し，自分の発表を

客観的に振り返ることができる。

学習内容

ワークシートを用いて，他者評価の集計をとった。

ついで，自己評価と他者評価をExcelを用いレーダ

ーチャートを描き，比較した。最後に，作業要領(図

２)を示した上で，描いたレーダーチャートおよび考

察をWordを使ってまとめ，印刷して提出した。 図２ 評価の作業要領



■４ 結果と反応

■５ 参考資料

■参考文献

■参考ウェブサイト

生徒が参考図書として選んだものとしてもっとも多

かったのは，中学校時代の数学の教科書である。実習

が続く一連の期間，参考資料として数冊，市販の図書

を教卓に置いたが，図を使った説明が載っている図書

がよく読まれたようである。

はじめは「えー，いやだー」と言っていた生徒も多

くいたが，相手が中学生だとしたら，このような説明

はわかりやすいだろうか，適切だろうか」と尋ねる生徒

が増えはじめ，スライドの作成に入り図やアニメーシ

ョンを活用する段階になると工夫を凝らす生徒の数も

多くなった。

説明の種類も多彩であった。分配法則を用いる者，

面積や体積の求め方を用いる者，パスカルの三角形を

用いる者，創作したたとえ話を用いる者等さまざまで

あった。アイデア自体は参考資料のものであっても，

どのようなアニメーションをつければ理解を助けるの

か，文字や図形の色分けは相手を理解させる上でどの

ような意味をもつのかを考えるところは個々の工夫で

ある。この工夫のところで，納得がいくまでスライド

制作を続ける生徒も多くいた。

発表は，教員自身は２年間過ごした仲間の前での発

表なので生徒も楽に話せるのではと思っていたが，意

外に緊張して発表する生徒が多かった。準備段階での

発表時間２分」と，発表時の２分とでは，時間の感覚

は異なるという生徒が多くいた。

発表会では全員が発表するため，数学の説明でもさ

まざまな考え方やアプローチが出される。聞き手にと

っても，自分が準備したものと違うアイデアが提供さ

れることで 情報の共有」を実感できたのではないかと

考える。また，発表がはじまった時期から， 来週発表

だけど，みんなの発表を見ていると自分の今のスライ

ドだと恥ずかしいから，作りかえたい」○○君の素晴

らしいスライドに負けないものを作りたい」という生

徒が多く出はじめ，互いに刺激し合う環境ができたこ

と，そして何より大学受験を控えた時期にも情報の課

題に取り組もうという意欲ある姿勢は評価したい。扱

うテーマがほぼ共通だったため，くらべる」くらべら

れる」という意識があったと考える。

相互評価では，相互評価シートですべての項目でA

をつける生徒もおり，互いに建設的な批判をすること

が必要なところで課題を残した。クラスメイト自身を

評価するのではなく，発表そのものを評価するのだと

いうことの説明が足りなかったためととらえている。

自己評価は厳しくつける生徒も多かったので，回りと

の評価の差に驚いたり，安心したりと，このあたりの

反応はさまざまであった。

最後のまとめにおいて，生徒による感想をみると，

・プレゼンテーションの意義が理解できた。

・プレゼンテーションのコツが摑めてきたのでもう1

回やりたい。

・人前で発表など二度とやりたくない。

・１回発表することで 次」がもしもあったときに自信

をもって取り組めそう。

・意外に話すのがたいへんだったがいい経験だった。

・発表時間の２分は意外と短かった。

など，プレゼンテーションの技術そのものに対するも

のが多かった。この点では当初のねらいはほぼ達成さ

れたと判断している。

また，数学は丸暗記ではないことを知るきっかけに

なった」， 考え方を知ると，数学も楽しいかもしれな

いと思った」， 問題を解くのと説明するのとでは，ま

た違うと感じた」など，数学に対する苦手意識がある生

徒もお世辞にも前向きな感想を述べてくれたことも，

教科をこえたところでの成果かもしれない。

なお，本実践での評価材料・評価基準は，各種ワー

クシートでの要求基準を満たしているかどうか，でき

上がったスライド(第一版)の構成が適切かどうか，発

表時間を守ることができるかどうか，評価シートの提

出率，まとめレポートの提出状況を用いた。評価シー

トの評価内容は，成績には反映させなかった。

実習の際，生徒に提供した図書の中で関心が高かっ

た本，本実践において参考にした図書，ウェブページ

は以下の通りである。

証明の展覧会 」

(Rogger B.Nelsen（著），秋山仁ほか（訳），

東海大学出版会，2002年)

マッキンゼー流 プレゼンテーションの技術」

(ジーン・ゼラズニー (著),数江良一ほか(訳)，

東洋経済新報社，2004年)

数学のいずみ」

北海道算数数学教育会高等学校部会研究部：

// / /



告報践実A報情

■１ ねらい

■２ 準備
■必要なハードウェア

■必要なソフトウェア

■３ 実践内容

■⑴オリエンテーション

情報Ａ 産業社会と人間

他教科との
積極的なタイアップを

本校は総合学科で，各学年次６クラスの学校である。

総合学科は，自分の進路に合わせて学習したい教科を

選択できることが特徴的であり，魅力といえる。その

ため，早い年次から進路意識をしっかりもつことが大

切になってくる。

総合学科で１年次の必履修科目として教科 産業社

会と人間」を導入しているのは，そのためである。 産

業社会と人間」は，望ましい勤労観，職業観を養い，将

来の生き方や進路を決定し，各系列・科目の履修計画

を立てるための教科である。

産業社会と人間」の中で，職業観を養う目的で 職業

人インタビュー」を実施している。 職業人インタビュ

ー」とは，地元の企業へ生徒が出向き，働くことの意義

や楽しさ，たいへんさを働いている人にインタビュー

してくる学習である。

今回の実践報告は，職業人インタビュー」と マルチ

メディアの活用」の授業とをタイアップし，インタビュ

ーで得た情報を 情報A」の授業の中で全員が発表し，

選ばれた代表が 産業社会と人間」の授業の中で学年全

体に発表するまでの流れである。発表を効率的におこ

なうために，画像やグラフなどのメディアを組み合わ

せていく学習をしていく。

情報Ａ」という教科を他教科とタイアップすること

により，より実用的で社会生活に生かせる教科にする

ことがねらいである。

・パーソナルコンピュータ

(Windowsが稼働するもの)

・プロジェクタとスクリーン

・ディジタルカメラ・イメージスキャナ

・ワードプロセッサ(レジュメや文書作成に利用)

・プレゼンテーションソフトウェア

・フォトレタッチソフトウェア(写真等の加工に利用)

・表計算ソフトウェア(数値データの整理やグラフの

作成に利用)

この指導は，10月から12月(後期前半)の24時間を使

っておこなった。情報の統合については，オリエンテ

ーション」，プレゼンテーションソフトウェアの学習」

でおこない，マルチメディア作品の制作については，

それを生かして 発表用のためのファイルを作成」でお

こなう(表１ 単元別学習指導案参照)。

難しいのは，教科間の連携をいかに密にするかとい

うところにある。各教科の目標が違うといえども，バ

ラバラに生徒にはたらきかけをおこなうことは，授業

としての効率を落とすことになる。効率よく授業をお

こなうためには，それぞれの授業からの計画的なはた

らきかけが必要となるのである。

メディアミックスの重要性を中心に，講義形式で次

のようなことを中心に，指導をおこなう。

・写真を使うことによりプレゼンテーションに臨場感

を与え，イメージを膨らませることができること。

・表を使いデータとフィールドを分けることにより，

全体の文字数を減らしわかりやすくできること。

・グラフ化することにより，説明時間を短縮すること

ができること。

教
科
目
標

効率のいいメディアミ

ックスと情報発信の方

法と考え方を理解する。

職業観を養い，教科選

択に生かす。

企業の選び方および

連絡の方法

依頼文書やお礼文書

の作成方法

質問内容の精選

質問内容の精選

情報処理と発表メデ

ィアの選択

効果的な発表方法

は
た
ら
き
か
け

新潟県立村上桜ヶ丘高等学校 保坂 和洋 先生

科目：情報Ａ（必修２単位）

内容：情報の統合的な処理とコンピュータの活用

クラス：６クラス 各40名 １年生

時間：24時間

時期：10月～12月



■⑵プレゼンテーションソフトウェアの学習

▼

到達目標，

具体的な取り組み

および留意点

月 時間 学習活動 指導上の留意点 使用教材 評価のポイント

・それぞれのメディアの長所。

また，発表を身近に感じてもらうために，教員とし

ての私自身」についてプレゼンテーションをおこなっ

た。

文化祭のクラス発表を何にするかプレゼンテーシ

ョンする」という内容を例に，プレゼンテーションソフ

トウェア(Microsoft PowerPoint 2000)の学習をする。

テキストを利用して，ソフトウェアの使い方について

学習する。生徒の進度に注意しながら説明と実習をお

こなう。実習では，テキストにしたがい，基本的には

自学自習の形をとり，積極的に学ぶ姿勢を身に着けて

いく。

表１ 単元別学習指導案

１.データを整理し，情報として発信できる内容を組み立てることができる。

２.コンピュータのソフトウェアを活用し，適切なメディアをミックスし，情報を発信するためのフ

ァイルを作成することができる。

３.自ら作成したファイルを利用し，プロジェクタなどの情報機器を使って，情報を発信することが

できる。

４.ほかの人の発表を聞いて要点を整理し，効率よく情報を収集することができる。

10

１

オリエンテーション

オリエンテーションをおこなう。

プレゼンテーションの方法や効果

的なメディアミックスについて説

明する。

難しくとらえずに，プレゼンテー

ションを身近に感じてもらえるよ

うに留意する。

学習プリント 学習プリントを効

果的に活用し，理

解を深めることが

できたか。

プレゼンテーションソフトウェアの学習

プレゼンテーションソフトウェア

について学習する。テキストを使

っ て Microsoft  PowerPoint

2000の機能，アニメーション効果

などのアプリケーション特性や画

像の効果的な利用などを，実習の

形で学習する。

生徒の進度に注意しながら，必要

に応じて詳しい説明をおこなう。

自学自習の形をとり，積極的に学

ぶ姿勢を身に着けていくようにす

る。

テキスト（ 基礎

から学ぶ情報リ

テラシー」，実教

出版）

積極的に実習をお

こなっているか。

ソフトウェアにつ

いての知識を身に

つけているか。

８～９
効果的な発表

プロジェクタなどの情報機器を使

っての発表方法について，実際に

発表の練習を通して学習する。

発表者以外は，作業の手を休め，

発表を聞く環境を作ることが大切

である。

学習プリント

（評価表）

効果的な発表が身

についたか。

やる気にさせる評

価ができたか。

３～９

発表素材の作成

インタビューの結果をまとめて，

発表のためのファイルを作成して

いく。発表する内容を決定し，プ

レゼンテーションソフトウェアに，

画像や，表計算ソフトウェアで作

成した表やグラフなどを載せて，

発表のイメージを組み立てていく。

産業社会と人間」の目標である職

業観を養う観点がしっかり盛りこ

まれるようにすることが大切であ

る。

著作権や肖像権を侵害する行為が

ないよう， 産業社会と人間」の担

当者と連絡を取り合いながら，フ

ァイルを作成させる。

産業社会と人

間」授業ファイ

ル

質問表（結果を

記入したもの）

簡潔でわかりやす

い内容であるか。

興味を引く内容に

しあがっているか。

２～６

職業人インタビュー・報告」発表

作成したファイルを使って 職業

人インタビュー」の発表をおこな

う。ほかの生徒は，それを聞きな

がら，発表の成果について，また，

発表の方法についての評価研究を

おこなう。

発表は，全員におこなわせる。

生徒がおこなう発表者の評価につ

いては，長所を引き出すことを中

心に指導し，前向きで適切な評価

になるようにすることが大切であ

る。

学習プリント

（評価表）

発表に工夫が見ら

れたか。

作品としての完成

度はどうか。

２～７

１～２

１

11

12



■⑶効果的な発表

■⑷発表素材の作成

■⑸ 職業人インタビュー・報告」発表

■⑹ 産業社会と人間」報告会

プレゼンテーションソフトウェアの学習」で作成し

たファイルを元に，発表の練習をおこなう。効果的な

発表ができるかどうか，グループごとにお互いに評価

しあい，発表の技術を高めていくようにする。

声の大きさ，メディアの取り上げ方，強調すべき箇

所など，発表が効果的におこなえるようになることが

目標である。

また，評価のしかたについても学習をおこなう。発

表者のよかった点と改善すべき点を分析できるように

なることが目標である。

職業人インタビュー・報告」のためのファイルの作

成をおこなう。プレゼンテーションソフトウェアだけ

でなく，効率的な発表のために必要な表計算ソフトウ

ェアやフォトレタッチソフトウェアを使いながら，自

ら作業を進めていく。

また，必用に応じてレジュメなどの作成もおこなう

ようにする。

産業社会と人間」の目標である職業観を養うという

観点をどんな形で実現できるかどうか，担当者と打ち

合わせを数回おこなう必要がある。 情報A」で作成し

たファイルを 産業社会と人間」の授業で活用できるよ

う，発表時間や取り上げる内容の是非について話し合

いをおこなう。

結果として，プレゼンテーションに与えられる時間

は３分から５分となる。限られた時間の中で効果的な

プレゼンテーションがおこなえるよう工夫しながら，

ファイルを作成する。

内容の是非については，とくに利用する写真につい

て注意が必要である。

・福祉施設などに訪問した場合，入居者の情報が漏れ

たり，肖像権の侵害になったりすることがないよう

にする。

・販売店や飲食店に訪問した場合，商品情報を公開し

てよいかどうか，訪問先に問い合わせをおこなうよ

うにする。

このような点は， 産業社会と人間」の教科担当と協

力しながら指導をしてもらうようにする。

プレゼンテーションには，インパクトも必要である。

ただ淡々と説明だけをするような内容にならないよう，

工夫をするのも大切である。ユーモアや遊び心もプレ

ゼンテーションに入れることができれば，理想的であ

る。

作成したファイルをもとに，プロジェクタを使って

全体発表をおこなう。発表者以外は，発表内容につい

ての評価をおこなう。

発表は，プロジェクタの映像をただ説明するのでは

なく，順を追って説明しなければならない場所，ただ

読んでもらう場所，強調したいところなどをしっかり

考えておこなうようにする。わかりやすく，かつ，メ

リハリをつけて，楽しい発表ができるようにすること

が大切である。

評価は，発表について」と 作成したファイルの作品

としての評価」に分けておこなう。

発表については，

・声の大きさ

・時間配分

・発表態度

・関心を引いたか

の４点について個別に評価し，ファイルの作品として

の評価は，

・効率よく構成ができているか

・内容がわかりやすいか

・表現の工夫

・オリジナリティ

の４点を個別に評価した後，全体について評価をおこ

なう。また，よかったことを中心に一言コメントをさ

せて，前向きで適切な評価を心がけている(表２ 相互

評価シートの例参照)。

発表のようすや生徒の評価は，可能な範囲で 産業社

会と人間」の担当者へフィードバックをする。可能であ

れば，担当者に実際に発表する姿を見に来てもらい，

評価にも参加してもらうようにしている。

その結果は， 産業社会と人間」でおこなう報告会の

クラスの代表を決めるための材料として，活かしても

らうようにしている。

産業社会と人間」のクラス代表が学年全体の前で発

表をする報告会では，すばらしい発表をすることがで

きた。 情報Ａ」で単元が終わってしまってからの発表

だったため，発表の指導は 産業社会と人間」の担当者

が中心となっておこなった。発表の態度，ポイントの

絞りこみ，プレゼンテーションファイルの完成度，ど

れをとってもうまくできていたと思う。



■４ 結果と反応

評価基準

▼

教員としては，全体的に積極的な指導よりも，生徒

のサポートと 産業社会と人間」の担当者との連携とい

う点に重点をおくことにした。生徒が自ら学習して成

果が出た，と思えるような環境を，上手に演出してい

くことができたと感じている。

生徒は実習を楽しそうにおこなっている。プレゼン

テーションソフトウェアのアニメーション効果には，

非常に興味をもったようで，たくさんの生徒が一生懸

命に研究をしていた。あまりにも多くのアニメーショ

ン効果を使用する生徒も出てきたため，あまり使いす

ぎると強調の効果が薄れてしまうことを補足説明して

おいた。

プレゼンテーションソフトウェアのファイルの完成

度は，予想していたものよりも低かった。とくに表計

算ソフトウェアを利用してグラフや表を取り入れたも

のが非常に少なく，メディアを組み合わせることにつ

いて，もう少し詳しく説明が必要だったと反省してい

る。

発表についても，予想以上に生徒たちは緊張してい

て，自分ではうまくいかなかったと感じた生徒が多く

いた。原稿を読むので精一杯になってしまい，プレゼ

ンテーションソフトウェアを効果的に利用できてない

生徒が結構多かった。また，プレゼンテーションソフ

トウェアのファイルの作成時点では，ユーモアを取り

入れ，楽しい発表ができそうな作品にしあがっていた

にもかかわらず，発表するときに恥ずかしくなってし

まい，ユーモアを取り入れたシートを飛ばして読んだ

生徒もいた。もう１回発表したら，もっと上手にでき

るのに」との声も多く聞かれた。来年度は発表に時間を

もう少しとって，２回発表できるようにしたいと思う。

非常に多くの時間をかけて学習する単元のため，し

っかり集中して最後まで取り組むことがところどころ

できなかったこともあった。来年度はさらに学習活動

を細かく分けて，ポイントを絞って取り組める授業を

展開したいと思う。

評価は， 作品の観点」と 発表の観点」にわけておこ

なう。

この単元全体を通して， 産業社会と人間」とタイア

ップすることの意義については達成できたのではない

かと考えている。

さまざまなメディアを組み合わせることによって，

情報を，口頭でつたえるより，文書で伝えるより，効

果的に伝えやすくできるということを，生徒たちは学

習できた。

生徒たちには，この体験を，これからの社会生活の

中で生かしていってもらいたいと思う。

作
品

・序論・本論・結論が適正か。

・複数のメディアを組み合わせて，わかりやす

い内容になっているか。

・聴衆をひきつける工夫が感じられるか。

・声の大きさ，発表の態度は適切か。

・聴衆をひきつける工夫が感じられるか。

・強調すべきポイントが絞られているか。

発
表

表２ 相互評価シートの例



告報践実A報情

■１ ねらい
■実践のねらい

■全体のカリキュラムの中での位置づけ

■授業計画

■２ 準備
■必要なハードウェア

■必要なソフトウェア

■必要な素材

■３ 実践内容

■４ 結果と反応

セキュリティとハイテク犯罪に
関するビデオ視聴と仮想体験

内容時間

セキュリティ・ハイテク犯罪・著作権など，情報モ

ラルにかかわる諸事象に関する意識づけと知識の習得

をねらいとした。

２月の実習は，やや遅い感じもあったが，後に

Winny騒動が生じたことから，結果的にはタイムリー

だった。座学による情報モラルの指導は，実習より先

にするか後にするか迷った末，後にした。

①配当時間

２時間(本レポートは，そのうちの１時間目)

②時間ごとの学習内容

③指導上の留意点

防災訓練において， 訓練」であることがわかって

いるために危機感を失いそうになるのと同様に，情

報倫理にかかわる仮想体験や著作権違反事例に関す

る知識の習得も，現実にそれが起こったときにどの

ような被害が生じるかということを忘れて，単なる

ゲーム感覚になってしまうおそれがある。それをい

かに払拭するかが重要である。

・プロジェクタ

・インターネットにアクセスできるパーソナルコンピ

ュータ

・ウェブブラウザ

・ 情報機器と情報社会のしくみ素材集」

// / / /

/

・ 情報モラルを学ぼう」

// / /

次ページの表を参照。

ブラウザクラッシャーや，画面表示が崩れていくコ

ンピュータウイルス被害の映像については，それが問

題(＝被害)であるという認識は得られたようであるが，

信頼できないソフトウェアのダウンロードとその実

行によるハードディスクの消去(←仮想)」については，

コンピュータが動作するしくみについての理解が不十

分であるために，それがいったいどういうことなのか

わかっていない生徒も多かった。

また，個人情報の流出についても，当初予想された

通りではあるが，現実に被害を受けていない状態で，

その問題性を理解するのはなかなか難しかったようで

ある。

科目：情報Ａ

内容：情報モラル

クラス：５クラス 各50名 １年生

時間：２時間のうちの１時間目

時期：２月
愛光高等学校 八代 昌平 先生

・ コンピュータウイルス」と パスワー

ド管理」に関するビデオの視聴。

・ウェブサイト 情報モラルを学ぼう」

を利用しての仮想体験。

１時間目

２時間目

・ウェブサイト コピーライトワール

ド」の閲覧。

・ 中学生著作権教育ソフトウェア」に

よる知識の習得。

・テキスト 改訂版 これだけ 著作権

と情報倫理(数研出版)」による知識の

習得。



■５ 参考資料
■参考文献

■参考ウェブサイト

▼

過程 学習活動 指導内容 指導上の留意点

●

●

●

●

●

●

改訂版 これだけ 著作権と情報倫理」(数研出版)

コピーライトワールド」

// /

中学生著作権教育ソフトウェア」

// /1 /

/ /

本時の実践内容

導入

５分

本時の流れの確認 これから視聴するビデオについての説

明をする。

仮想体験」ということの意味について

の説明をする。本時におけるPC操作

に危険性はないが，現実のネット環境

で同じことをやってしまえば致命的な

ダメージを受ける場合もある。

インターネットの世界には闇の部分が存

在するということを前もって意識させる。

「仮想体験」という点で，生徒たちがなめ

てかからないように注意を喚起する。

単に他人事として視聴するだけに終わら

ないよう，各ビデオ再生の合間に，本校

において生じたコンピュータウイルス被

害やパスワード流出の件について紹介す

る。

1713コンピュータウィルスとセキュ

リティ」を視聴させる。（５分42秒）

ビデオ視聴①展開Ⅰ

20分

展開

20分

ウェブによる仮想体

験

情報モラルを学ぼう」

・リンククリック→ブラウザクラッシ

ャー

・信用できないソフトウェアのダウン

ロード＆実行→HDDフォーマット

・掲示板での個人情報の開示→スパム

メール

・パスワードの保存→流出の危険性

・信用できない会社のネットショッピ

ング

いきなりあちこちをクリックして混乱を

起こさないように，仮想体験の操作法を

記述してあるウィンドウをしっかり読ま

せる。

まとめ

５分

現実の事件の紹介と

次回予告

上記の仮想体験でみた諸問題が現実の事

件として生じている例を紹介する。

インターネットのメリットとデメリット

を再確認させる。ネット社会の匿名性と

複製の容易さから，次時の著作権の話に

つなぐ。

ビデオ視聴② 5101コンピュータウィルスの被害」を

視聴させる。（８分07秒）

ビデオ視聴③ 1715パスワードの管理」を視聴させる。

（３分46秒）



告報践実A報情

■１ ねらい
■実践のねらい

■学習目標

■全体のカリキュラムの中での位置づけ

■授業計画

■２ 準備
■必要なソフトウェア

■必要な資料

■３ 実践内容
■実践の内容とポイント

■情報の収集

■情報の整理・統合とパンフレット作成

修学旅行の企画と発表

コンピュータの急速な普及で，日常生活のいろいろ

な場面でも，コンピュータ(とインターネット)が利用

されるようになり，「情報弱者」という言葉も生まれて

いる。高校生活においても学習面だけではなく，進路

選択のための学校検索や職業調べなど，インターネッ

トの利用は不可欠になりつつある。

そこで，高校に入学してすぐの１年生の前期に，イ

ンターネットによる情報の収集，情報の整理と統合，

紙媒体への表現，そしてプレゼンテーションといった

スキルを総合的に学習できるような実習をおこない，

上記のスキルの修得を目指している。

・書籍・ウェブページ・パンフレットなど，必要な情

報を，それに適した方法で収集できるスキルを身に

つける。

・修学旅行の企画を通して，収集した情報を整理し，

その中から必要な情報を選択し統合する能力を養う。

・ワードプロセッサを用いてパンフレットを作成し，

紙媒体に適した表現力を身につける。

・プレゼンテーションソフトウェアを用いて企画を発

表し，発表する力を養う。

・生徒どうしの相互評価を積極的におこない，客観的

な評価・判断能力の育成を図る。

本校では情報Ａを１年次に２単位の連続授業として

設定している。その意図は，高校入学の当初から，コ

ンピュータによる情報検索や伝達，表現などのスキル

を早期に身につけ，他の教科での授業や進路選択，ホ

ームルーム指導に役立てるためである。

そのため，４つの実習を設定している。修学旅行の

企画，それをもとにしたプレゼンテーション，中学生

や地域の人に総和高校を紹介する新聞作り，それをも

とにしたウェブページ作成である。前期・後期でそれ

ぞれ２つの実習をリンクさせて，情報の収集とまとめ，

発表(発信)を通して，総合的なスキル修得を目指して

いる。

本実習はその最初のものであり，生徒にも取り組み

やすいよう，沖縄への修学旅行の企画と発表とした。

(表１参照)

Word2002，PowerPoint2002，Excel2002

沖縄の観光地図，ワークシート

実習はいずれも個人とした(ただし，情報収集などで

は，任意のグループを作って役割分担や情報の交換は

してもよいこととした)。情報Ａがはじまった当初はグ

ループを組んでの実習をおこなったが，コンピュータ

操作の得意不得意や積極性に差があり，お客さん的な

生徒が出てしまい，基本的なスキルを身につけられな

い恐れが出たため，２年目以降は個人単位の実習を基

本としている。

図書館にある旅行ガイドや地図，旅行会社からいた

だいたパンフレット，そしてウェブページなどさまざ

まな資料から情報を収集し，ワークシートにまとめて

いった。収集した情報は，交通手段やその時刻表，観

光地や史跡・戦跡の場所や内容，沖縄特有の食文化な

ど，幅広い分野にわたっている。

また，旅行先を実際に修学旅行で訪れる沖縄とした

ことで，沖縄の気候風土，歴史や戦争体験について学

ぶ事前学習の機会ともなった。

収集しワークシートにまとめた情報をもとに，自分

が旅行会社の営業マンに就職したという想定で，３泊

茨城県立総和高等学校 宮田 俊晴 先生

科目：情報Ａ（必修２単位，２コマ連続）

内容：情報を活用するための工夫と情報機器

クラス：６クラス 各40名 １年生

時間：15時間

時期：前期



■プレゼンテーション

■４ 結果と反応
■情報の収集

■情報の整理・統合とパンフレット作成

▼

時数 項目 指導内容 指導上の留意点

発表の態度 発表のテンポ スライドの完成度 内容の理解

▼

４日の修学旅行プランを企画させた。プランにあたっ

ては，①沖縄の戦跡を訪ねる，②沖縄の食文化に触れ

る，③沖縄の自然を体験する，という３つの条件をつ

け，それを満たすプランを考えるように指示した。プ

ランはまず，ワークシートに作成し，担当教員がチェ

ックした後，ワードプロセッサを用いてＡ４判１枚の

パンフレットにまとめさせた。

作成したパンフレットをもとに，高校に出向き，生

徒の前でプレゼンテーションをおこなうという想定を

たてた。発表は個人でおこない，生徒による相互評価

を実施した。評価基準(表２)をあらかじめ生徒に示し，

その水準に達したかどうかで，Ａ～Ｄの４段階で評価

させ，表計算ソフトウェアで入力させ，集計した。

中学校ですでにパーソナルコンピュータには触れて

いるので，キーワードを用いた検索やディレクトリか

らの検索は生徒にとっては難なくこなすことができる。

しかし，インターネット上の情報は量も多いが，必要

な情報を的確に入手することが難しいことを生徒は学

んだ。ガイドブックや地図などの紙媒体には，紙媒体

ならではのメリットもあることに多くの生徒が気づく

ことができた。

収集した情報は，ワークシートにメモしたり，必要

に応じて印刷してあるので，それをクリアファイルに

整理し，その中から必要な情報を抜き出して旅行プラ

表１ 授業計画

実習名 修学旅行を企画する」「プレゼンテーション－旅行企画を売りこもう－」

２

情報の収集 ワークシートをもとに，沖縄までの交通手段

や時刻・料金，観光地，条件に沿った見学地

や体験プログラムなどを調べる。

作成するプランは次の条件を満たすことを示

す。

①沖縄の戦跡を訪ねる

②沖縄の食文化に触れる

③沖縄の自然を体験する

クリアファイルを用いて，整理分類させる。

作成したプランはワークシートに記入・提出

させ，チェックする。

調べた情報を整理し，条件に合うようプラン

を作成する。

情報の整理・統合

２

Ａ４判１枚におさまるよう，内容を精選させ

る。

著作権について，注意を促す。

作成したプランにもとづいて，パンフレット

を作成する。

パンフレット作成

４

アニメーションや効果音をつけるなど，効果

的なプレゼンテーションになるよう工夫させ

る。

パンフレットをもとに，プレゼンテーション

用スライドを作成する。

プレゼンテーション用

スライドの作成４

最初に教員が発表の見本を見せ，それを評価

基準にもとづいて評価・発表させ，基準の統

一を図る。

スライドをもとに発表する。

発表者や発表内容について評価し，評価シー

トにまとめる。

プレゼンテーション

３

A(15点)
声もよく聞こえわかりやす

い

ちょうどよくわかりやすい アピール度満点 おすすめのポイント・コー

ス・料金がよくわかった

どれか１つ不足ふつうやや早く読めなかった部分

もある

すこし聞き取りにくい
B(10点)

どれか２つ不足やや地味でアピール度が低

い

早すぎて読めない部分も多

い

聞き取りにくい部分が多い
C(５点)

３つとも不明だった未完成だった

(途中で終わってしまった)

何を言っているのかわから

なかった

何を言っているのかわから

なかった
D(０点)

表２ 生徒の相互評価の評価基準



■プレゼンテーション

■情報の実習の評価について

■５ おわりに

▼

ンを作成させた。しかし，必要な情報に不足がある場

合，再度調べなおしたりせず安易に友達に聞いてしま

ったり，すでにあるパンフレットの情報で代用したり

するなどの問題も生じた。

パンフレット作成では，入学当初ということもあり，

コンピュータ操作の能力に差が大きく，早く作品が完

成する生徒とそうでない生徒が出たが，情報Ａが週２

単位の連続授業であるため，実習に多くの時間を取る

ことができたこと，本校のパソコン教室が昼休みと放

課後は生徒に自由に解放されており遅れた生徒は残っ

て実習に取り組むことができたため，カバーすること

ができた。

プレゼンテーションでは，個人単位で作成・発表を

おこなったので，時間もかかりたいへんであったが，

その分，生徒ひとりひとりはスライドの作成から真剣

に取り組み，充実した実習となったようだ(授業後の評

価シートへの書きこみより)。聞き手にも集中してもら

えるようパソコン教室ではなく物理教室を用い，マイ

クとスピーカ，指し棒を使っての発表は１クラス40名

で２時間以上におよんだが，話し手も聞き手も集中力

を切らすことがなかった。

評価は評価基準にもとづいた４段階評価で評価シー

トに記入させ集計したが，教員の評価とほぼ同じ目線

での評価がされていた。表３はあるクラスでの生徒評

価と教員評価を対比したもの(一部抜粋)と得点差の分

布を調べたものであり，生徒と教員の評価の差が2.5点

以内が21人，５点以内では32人とクラスの過半数を占

めている。この結果は生徒にフィードバックされ，一

定期間の再提出期間(放課後に作品を修正する期間)を

設定することで，さらに作品をよいものにしようとす

る気持ちを芽生えさせた。生徒どうしの相互評価は，

たいへん有効性が高いことが証明された。

本校 情報Ａ」では４つの実習を実施していることは

先に述べたが，そのいずれにもオリジナルのワークシ

ートを作成している。そして，そのワークシートには

必ず評価基準(表２は生徒用であるが，基本的には同じ

形式のもの)を掲載しており，教員の評価は，その評価

基準をもとにされている。生徒が作品制作に入る前に

評価基準を確認することで，作品の水準をある程度以

上に保つ効果がある。また，一旦完成した後に，もう

一度評価基準と作品を比較することで，より完成度の

高い作品を作ろうとする意欲を湧かせる効果も期待で

きる。事実，早く作品が完成してしまった生徒にその

ことを告げると，多くの生徒が再び制作に取り組んだ。

コンピュータ操作能力の差による制作時間の差を，あ

る程度埋めることができた。

情報Ａの授業を２単位の連続授業で，しかも第１学

年に組んでいる学校は，そう多くないだろう。本校で

も教育課程に関する委員会では，情報を減らして，数

学や英語の時数を増やした方がよい」「情報Ａを１単位

にして，残りを２年にまわせないか」という意見が出

される。

しかし，情報Ａで学ぶインターネットや電子メール，

著作権，ワードプロセッサによる文書の作成，プレゼ

ンテーション，ウェブページの作成は，現在の社会生

活にすぐ必要で，学校での学習活動だけでなく進路選

択や家庭生活においても有用である。したがって，高

校入学後早期に身につけた方がよく，現在の本校のカ

リキュラムはたいへん生徒の役に立っていると感じて

いる。また，他教科やホームルームでパソコン教室を

使った実習をおこなうときなども，生徒がその操作に

習熟しているため，短時間で効果的な学習ができると

担当教員に感謝されることも多くなってきた。

教科 情報」が高校に導入されてから３年が経過しよ

うとしているが，手探りで授業を模索してきた時期は

過ぎつつあり，より効果的な授業形態・実習内容を考

える時期になってきたと感じている。より多くの実践

例が，このような情報誌やウェブサイトで公開され，

活用できるよう期待したい。

No
生徒の評価

(平均値)
教員の評価

生徒と教

員の評価

の差(点)

人

21

11

5

2

0～2.5

2.6～5.0

5.1～7.5

7.6以上

45

35

45

40

40

48.1

34.0

42.1

44.3

41.5

１

２

３

４

５

表３ 生徒評価と教員評価(どちらも60点が満点)



告報践実報情

■１ ねらい

■２ 準備
■必要なソフトウェア

■必要なハードウェア

■その他，必要なもの

相互評価を活用した
ウェブページの制作実習

▲

C

本校は，普通科学年制課程(６クラス)と普通科単位

制課程(２クラス)を設置している。本校は，単位制課

程を設置している関係で，前期後期の２学期制を導入

している。必履修科目の 情報Ｃ」は学年制課程では２

年次に，単位制課程では１年次に履修する。

本校の 情報Ｃ」では，コミュニケーション能力の育

成を軸に授業を展開している。前期は，情報社会の光

と影を取り上げながら，プレゼンテーション実習をお

こなう。後期は，情報社会のコミュニケーションの変

遷を学びながら，情報通信ネットワークを用いたコミ

ュニケーション手段としてのウェブページ制作実習を

おこなう。学年制課程では，２年生後半におこなわれ

る海外研修旅行の報告ウェブサイトを各自に作らせ，

本校の国際人教育における学習のまとめをさせている。

ウェブページ制作実習を通して，コミュニケーショ

ン能力の育成を図ることをねらいとし，常に相互評価

をおこなう中でウェブページ制作をおこなうことを通

じ，よりよい作品作りの意欲を喚起するとともに，ウ

ェブを通したコミュニケーション手段を意識し，情報

モラルの育成を図った。本稿では，本校で実施したウ

ェブページ制作実習について報告する。

・ウェブサーバ

本校ではWindows Server 2003附属の IISを使用。

・ウェブページ作成ソフトウェア

本校ではMacromedia Dreamweaverを使用。

・画像処理ソフトウェア

本校ではMacromedia Fireworksを使用。

・ウェブブラウザ

本校では Internet Explorerを使用。

・マクロ機能をもつ表計算ソフトウェアがあるとよい

(教員のみ)。

この実践では，最低限ウェブサーバと，サーバへの

アップロードの機能があれば，どのようなソフトウェ

アを用いてもおこなうことができる。

校内LANが構築され，ウェブサーバが設置されて

いることが前提となる。ウェブサーバには，生徒個々

のホームディレクトリを構築しておく必要がある。

ただし，本校ではActive Directoryのドメインサー

バに IISをインストールし，生徒が作成した作品を学

内のみの公開とした。

クラスごとに生徒のホームページへのリンクと，コ

メント欄をつけたウェブページをクラス数だけ用意し，

それらのページへ飛ぶことができるポータルサイトを

用意する。

本校では，授業の進行順序に沿ってウェブページ作

成ソフトウェアのマニュアル冊子を作成し，生徒に配

布した。

近江兄弟社高等学校 長谷川 友彦 先生

科目：情報Ｃ (必修２単位）

内容：情報の収集・発信と個人の責任

クラス：８クラス 各40名 ２年生

時間：９時間

時期：10月～11月

情報科ポータルサイト



■３ 実践内容
■リンクの作成，画像の挿入

■ウェブページ制作課題

▲

学習目標

・ハイパーリンクのしくみを理解する。

・サーバへのアップロードの方法を理解する。

学習内容

あらかじめこちらで，ウェブページといくつかの

画像を用意しておき，生徒全員にフォルダごと配布

する。

はじめに，ウェブブラウザを開き，ポータルサイ

トから自分の練習用ホームページへのリンクをクリ

ックさせ，まだ何も表示されないことを確認する。

配布したファイルから，ホームページとなるファイ

ル(たとえば index.htm)を開き，アップロードさせ

る。練習用のフォルダは，ホームディレクトリの下

に置くようにする。その後，ウェブブラウザを開き，

ポータルサイトから自分の練習用のホームページへ

のリンクをたどり，ページが開くことを確認させる。

次に，あらかじめ用意したサイトマップをもとに，

ページどうしをハイパーリンクで互いにつなぎ，指

定の場所にあらかじめ用意した画像を貼りつける。

このとき，書式の設定方法なども同時に学習する。

それぞれのページで作業が完了したら，ファイルを

保存し，それぞれのページをアップロードする。

ページをアップロードしたら，その都度ウェブブ

ラウザを開き，ポータルサイトから自分の練習用の

ホームページへアクセスさせ，思い通りにハイパー

リンクが設定されているか，画像が貼りつけられて

いるかを確認させる。

学習目標

・各自のウェブサイトを構築する。

・相互評価しながら各自のコンテンツを充実させる。

学習内容

次のような条件を与え，生徒各自に自分のウェブ

サイトを作成させる。

・ページ数は最低４ページ以上とすること。

・自己紹介のページ，課題作品のページを必ず作成

すること。

・トップページと各コンテンツのページ間は，相互

にリンクしていること。

・サイト内に自作画像を貼りつけること。

最初の時間では，ホームページにあたるページフ

ァイルの作成方法だけを一斉指導し，あとは各自で

作成させる。画像作成に関しては，ある程度形がで

きてきた頃合をはかり，一斉指導した。それぞれの

ページが完成したところで，ファイルの保存，アッ

プロードをさせ，ウェブブラウザから自分の作成し

たページが正しく見られるかどうかをその都度確認

するように指示する。

授業と授業の間に，教員が生徒全員のページを確

認し，与えられた条件を満たしているかどうかをチ

ェックし，生徒ページへのリンク集ページのチェッ

ク欄の各項目にチェックを入れ，生徒ひとりひとり

の到達度にしたがって，次にどのような作業をする

必要があるかをコメント欄に入力をし，アップロー

ドする。本校では，表計算ソフトウェアを用いてチ

ェックし，HTML自動生成マクロを作成してチェ

ック作業の工数を削減した。

各授業の最初，生徒にコンピュータにログオンさ

せる前に，そのクラスのリンク集ページをスクリー

ンに提示して，全体的に次にどのような作業が必要

であるかを確認している。つまづいている生徒が多

く見受けられる場合は，どこでつまづいているかを

生徒の作品を提示して一斉で指導している。また，

たいへん優れた作品についてもスクリーンで提示し

て，どのような点がよいか，他の生徒も見習ってほ

しい部分について紹介している。その後，生徒にロ

グオンさせ，作業に入る前に必ずウェブブラウザを

開き，教員からのコメント欄を読ませ，また他の生

徒の作品を見てから作業にとりかからせるようにし

た。

クラスのリンク集ページ



■４ 結果と反応 ■５ まとめ

▲

数年にわたって，ウェブページ制作の授業をおこな

ってきて，ウェブページ制作において，ファイルとハ

イパーリンクの関係が生徒にとって意外と理解しにく

いところだということがわかった。ハイパーリンクの

概念は，インターネットを理解する上でとても本質的

な部分であると感じている。したがって，個人のウェ

ブページ制作の課題をおこなう前に，ハイパーリンク

と画像の挿入(画像の挿入もHTMLではハイパーリ

ンクと同じ概念)を学習することにした。

作品を制作しながらの説明となると，自分の作品を

どうしようかということを考えながらになってしまい，

そちらに目が向いてしまって，指導が入りにくいとい

う経験があったため，作品の制作に必要な知識につい

てはあらかじめこちらが用意した教材で指導するよう

にした。この結果，生徒が各自の作品制作をする際に，

具体的イメージをもってプランニングに取り組むこと

ができたし，実際の制作にもスムーズに導入できたと

考えている。

個人のウェブサイトの構築では，毎回の授業の到達

点を確認し，全体に公開することで，自分が次に何を

すべきなのかを常に確認することができ，よりスムー

ズに作業を進めることができた。また，常に相互評価

をしながら作品の制作をおこなうことにより，よりよ

い作品を作ろうと互いに競い合う姿が見られ，クラス

全体の力量を向上することができた。

また，クラスの他の生徒に自分の作品を見られなが

ら制作することになるため，読み手を意識した作品作

りが求められることになるし，知的所有権や個人情報

の保護など，発信する内容についても配慮が必要であ

ることを実践を通じて認識させることができたと考え

ている。

今年度は，各クラスにクラス全体を引っ張る核とな

る実力をもった生徒がいたのが救いであったが，毎年

そうなるとは限らない。いかに核となる生徒を見つけ，

いかに上手に育てていくかということが課題である。

また，すべての生徒がそのレベルを目指してがんばる

ことができたわけではなく，この実践が完全に効果を

発揮できたわけではない。いかにモチベーションを高

めていくかということも，考えていかなければならな

い。

情報」は， 情(こころ)を報せる」と書くように，教

科 情報」においては人と人とのコミュニケーションが

その根底にあると考えている。

コミュニケーションとは，情報の送り手と受け手が

いてはじめて成り立つものである。したがって，コミ

ュニケーション能力とは，自分が相手にものごとを伝

える力であると同時に，その根本には相手の立場にな

って考えられる力が備わっていなければならない。

相互評価は，最終的に完成した作品についてのみお

こなうのではなく，制作途中から相互評価させる中で，

よりよいものを作ろうとする態度を育てることもでき

るし，何よりも情報の受け手を意識し，情報の受け手

の立場を考えるというコミュニケーション能力の本質

的な部分を体得させることができると考えている。

生徒が作成したページの例



告報践実報情 C

■１ ねらい
■実践のねらい

■全体のカリキュラムの中での位置づけ

■授業計画

１時間目

２時間目

マインドマップを活用した
コミュニケーションの基礎

▲

情報Ｃにおける 情報通信

ネットワークとコミュニケー

ション」では，情報通信ネット

ワーク上のソフトウェアを用

いて，コミュニケーションに

おけるそれらの活用方法を学

ぶ。しかし，目的や状況に応

じた効果的な活用方法を探る

以前に，コミュニケーション

しようとする相手との相互理

解が深まっていなければならない。本来的には，共通

理解のレベルを知ることのみならず，考え方や理解の

相違の質までも事前に把握しておくことが求められる。

本授業で生徒は，マインドマップ(５ 参考 マイン

ドマップとは」を参照)の作成を通して，コミュニケー

ションの対象テーマについて自分の理解の質や量を把

握し，それらの相手との相違のあり様について洞察を

深めることで，コミュニケーションに必要な前提を理

解する方法を学ぶ。

この授業は，コミュニケーションの基礎を考えるこ

とを目的とするので，該当学習内容の最初に配置する。

また，基本的にコンピュータや情報通信ネットワーク

を使わないので， 情報＝コンピュータ(ネットワー

ク)」というステレオタイプな捉え方を払拭するために

も，年間学習計画の初期段階で扱うことが望ましい。

本校では，65分で１コマの授業をおこなっており，

本実践は実際には１コマの中でおこなった内容である

が，ここでは通常の授業形態に合わせて，以下のよう

に再構成して紹介する。

⑴配当時間 ２時間（50分×２回）

⑵時間ごとの学習目標・内容，指導上の留意点

目標：マインドマップの作成方法を学ぶ。

・マインドマップとは何か。

・ 情報」についてのマインドマップ作成

(プレ・マインドマップ）

・グループによるマインドマップ作成

留意点

情報」に対するイメージについて，まず生徒自身

がどれほど曖昧な理解なのかを知る。次にそのこ

とへの対処として，グループで協調的にマインド

マップ作成活動をおこない，ブレインストーミン

グ的な手法としての理解もさせる。

目標：マインドマップを用いて思考と理解を深める。

・グループごとのマインドマップについて

(ディスカション，ブレインストーミング）

・ 情報」についてのマインドマップ作成

(ポスト・マインドマップ）

・自己評価

留意点

教師がディスカションを主導し，グループごとの

イメージマップの検討をする中で，それぞれの相

違点からわかる事柄を新しい情報として取り上げ，

理解や表現の差異から新たに情報が生まれる」こ

科目：情報Ｃ(必修２単位)

内容：コミュニケーションの基礎

クラス：９クラス 各40名 １年生

時間：２時間

時期：４月
北海道札幌北高等学校 奥村 稔 先生

情報Ｃ」の内容についてのマインドマップの例（ FreeMind」を利用して作成)



■２ 準備

■３ 実践内容
■１時間目

■２時間目

とを理解させる。最終的に，自分がどれだけ 情報」

に対する理解を深めたかを確認する。

基本的に，コンピュータや情報通信ネットワークと

いった機材や設備は使わない。参考資料で示すように，

マインドマップを作成するためにはフリーや市販のソ

フトウェアもあるが，それらの習得時間や学習の深ま

り方を考慮すると，本授業内容においては利用しない

ほうがよいと思われる。

⑴機材

・ホワイトボード

・ホワイトボード用フェルトペン

(黒赤青その他，色分けできるように何色か必要)

・ディジタルカメラ(１台)

・コンピュータ（情報提示用）

・ビデオプロジェクタ（情報提示用）

⑵教材プリント

・マインドマップについての解説（マップ例つき）

・ワークシート

(プレ・マインドマップ，ポスト・マインドマップ)

・自己評価シート

⑴マインドマップとは何か(10分)

資料を配布し，コンピュータとプロジェクタを使

って，マインドマップについて解説する。いくつか

の簡単な事例を示し，マインドマップに対する具体

的なイメージをもたせる。

⑵ 情報」についてのマインドマップ作成(15分)

実際に生徒自身で，「情報」をテーマにマインドマ

ップ(プレ・マインドマップ)を作成する。情報科の

授業であっても，生徒は自分にとって情報とは何か

を具体的に考える場面は少ない。情報に対する自分

の現在における理解の程度について把握させること

が目的である。

あとで生徒とディスカションをするために，作業

中の生徒に話しかけて，感想などの記録を残してお

きたい。流れるように連想ができておもしろがって

いる生徒，思うほど発想ができないので絞り出して

いるような生徒。いろいろなタイプの反応を収集し

ておく。

マインドマップ作成の実践的な留意点を以下に示

す。

・テーマの周辺に大きな関係概念を書き，次第に細

かなキーワードを書きつないでいく。

・関係するキーワードは線で結ばれるが，基本的に

は１本の線で接続し，錯綜した図にならないよう

に注意する。

・書きこんだキーワードが，本当に最初のテーマな

り概念キーワードに関連したものであるかをつね

に省みる(関係のないキーワードが紛れこむと，マ

インドマップの質を低下させる)。

⑶グループによるマインドマップ作成(20分)

次のことを目的として，グループごとのマインド

マップを作成する。

・マインドマップの作成手順や要領の確認。

・連想や発想が困難だった生徒が，他の生徒からイ

メージの刺激を受ける。

・連想や発想が豊かだった生徒が，他の生徒の発想

から触発を受ける。

作成は，ホワイトボードに書きこむことでおこな

う。一度に終わらせるためには，２ないしは３つの

グループが，ホワイトボードを分割して使用するの

が適当であろう。男女の２グループにしておこない，

それぞれの違いを観察するのもおもしろいかもしれ

ない。

あらかじめキーワードを書きこむ順番を決めてお

き，制限時間内にどんどん書きこんでいく。いろい

ろな色のペンを使って，概念をグルーピングできる

と程度の高いマインドマップにしあがる。

完成したマインドマップは，順次教師がディジタ

ルカメラに納め，次の授業でビデオプロジェクタを

使って投影できるように準備をしておく。また，印

刷物として配布することも考えてよい。

⑷まとめ(５分)

グループでのマインドマップ作成が，ブレインス

トーミング的な作業であったことに触れておきたい。

ブレインストーミングは本来，アイデアの創出とそ

れらの整理という２段階の作業であるが，マインド

マップをグループで作成すると，それらを同時にお

こなうことができる。どちらが優れているという問

題ではないが，情報整理の手法として比較しながら

理解させておく。

⑴グループごとのマインドマップについて(15分)

前時で作成したグループごとのマインドマップを



■４ 成果と反応
⑴授業結果から

▲

生徒全員に提示し，それぞれの特徴についてディス

カションする。印刷物として作成した場合，それも

配布しておく。

ビデオプロジェクタによる投影は，スクリーンに

おこなうのではなく，ホワイトボードにすることで，

その上からの書きこみが可能となる。もちろん，ス

マートボードの利用ができれば書きこみの保存もで

きるので，適当な方法を選択することが望ましい。

ディスカションの観点としては，以下のものであ

る。

・テーマに関係がないと思われるキーワードの排除。

・概念として不足していると思われるものの指摘。

・自分には思いつかなかった概念の指摘。

・疑問に感じる，キーワードの関連性。

・その他，多人数によって見出される観点による。

教師は，生徒からの発言をホワイトボード，ある

いはスマートボードに反映させていく。生徒は印刷

物に書きこんだり，自分のノートにメモを取ったり

しながらディスカションに参加する。このとき生徒

は，マインドマップの形式でメモを取ることができ

るだろうか。

ここでの学習活動は，生徒に対して相互評価であ

ることを認識させる。評価をネガティブにとらえる

のではなく，相互評価という形で適切におこなうこ

とが互いを向上させる，というポジティブな方向へ

評価に対する考えを促したい。

⑵ 情報」についてのマインドマップ作成(25分)

ここまででマインドマップ作成の手法も身につき，

他の生徒の情報に対する理解についても学ぶことが

できた。この段階であらためて， 情報」についての

個別のマインドマップ(ポスト・マインドマップ)を

作成する。

プレ・マインドマップを作成するときと違って，

作成に余裕が出てきているはずであるから，留意点

を再確認して満足のいくものを作成したい。概念の

カテゴリ別の分類，色の使い分け，イラストの利用

など，最終的なプロダクトとして相応しいものにし

あげる。

⑶自己評価(５分)

評価の観点として，次の項目を参考にしたワーク

シートを配布し，観点に対する自由記述として生徒

は自己評価をおこなう。ワークシートではなくウェ

ブベースのシステムで自動集計し，次時に生徒にフ

ィードバックできるとさらによいだろう。

自己評価の観点：(それぞれ箇条書きでもよい）

・プレ・マインドマップを作成して何を感じたか。

・グループでマインドマップを作成して何を学んだ

か。

・ポスト・マインドマップを作成して何を感じたか。

・マインドマップの特徴や利点は何か。

・マインドマップは，自分にとってどのようなもの

であるか。

⑷まとめ(５分)

情報」プレ・マインドマップを書いてみてわかっ

たように，知っていると思っていた概念でも思いの

ほか理解できていなかったことがわかる。同様に，

いつも会話をしている相手でも，その内容によって

は互いをまったくわかり合っておらず，話がかみ合

うことがない場合もある。そのようなときにマイン

ドマップを作成することで，自分の理解の程度や，

相手との相違点などが明らかになるのである。

いつもマインドマップを作成することなど不可能

であるが，このような経験が相互理解への入り口に

なるのだと思われる。自分と相手とが異なっている

からこそ，互いに興味深い情報をやり取りできるの

だということを強調しておきたい。

マインドマップの考え方やその有用性をきちんと生

徒に理解させるためには，教師がそれを十分に理解し

ていることが必要である。そしてその理解は，頭だけ

でわかったつもりの単なる知識ではなく，実際に何枚

ものマインドマップを作成してみたという実践に裏づ

けされた理解でなければならない。

男女２グループに分かれて，マインドマップを共同で作成。



⑵学習者の反応

⑶自己評価の評価規準

■５ 参考
■マインドマップとは

■参考文献

■参考ソフトウェア

■参考ウェブサイト

▲

教師はマインドマップ活用の機会を積極的に探り，

自らその効用を実感し，そうした生きた経験をもとに

この授業に臨むことが必要である。

プレ・マインドマップを作成する段階で連想や発想

ができなくて困惑していた生徒も，グループでの作成

を楽しく経験して，ポスト･マインドマップに積極的に

取り組むことができた。グループでどれだけ積極的に

活動できるかを，教師がコーディネートすることが，

この学習活動のポイントだと考えられる。最終的なプ

ロダクトとしてのポスト・マインドマップは，評価さ

れる対象として丁寧にしあげるように指導する。

評価の観点は，以下の３つである。

・生徒個々がプレ・マインドマップとポスト・マイン

ドマップとを比較し，連想や発想についての変化を

把握する。

・グループでのマインドマップ作成がブレインストー

ミングとして機能することの経験を通し，その有用

性を理解する。

・自分の情報に対する理解イメージをポスト・マイン

ドマップによってとらえ，今後の情報についての学

習に役立てる意識や方向性をもつ。

頭の中にある考えやアイデアを視覚的に構造化して

いくことで，記憶・理解・発想・連想などを刺激し，

それらを明確に記述するための方法。1970年代に，イ

ギリスのトニー・ブザンによって開発された。あるテ

ーマを文字だけではなく，図やその位置，色などの情

報を活用して記憶や発想，連想を表現することでそれ

らの力を刺激する。その作成方法は

⑴Ａ４判あるいはＡ３判ほどの大きさの紙を横に使

う。

⑵中央にテーマを，文字やイラストを用いて書く。

⑶その周辺に，連想や発想される大きな概念的とな

るキーワードやイメージを，ツリー状に書きこむ。

⑷それらそれぞれのキーワードに対しても同様に，

連想や発想されるキーワードやイメージを，ツリ

ー状に書きこむ。

⑸以降，連想や発想ができなくなるまで，あるいは

十分と思われるまでこれを繰り返す。

このようなマインドマップは，参考資料などを読ん

だときに，その内容を理解・整理するためにも効果的

である。記憶にとどまりやすくなるという理由ばかり

ではなく，後で必要となった知識項目を検索するため

にも有用である。

また，プレゼンテーションにも活用することができ

る。あらかじめ，進行の流れや時間配分，話のポイン

トなどをマインドマップで整理しておくことは効果的

である。さらに，線形的な進行ではなく，聴衆の反応

に応じた臨機応変なプレゼンテーションにするために

は，マインドマップで概要を示しながら話題を適宜選

択したり，ツリーをどこまでたどるかで話の深まりを

調整したりすることができる。

ザ・マインドマップ」

(トニー・ブザン，ダイヤモンド社)

人生に奇跡を起こすノート術―マインドマップ放射

思考」 （トニー・ブザン，きこ書房)

FreeMind（フリーソフトウェア）

// /

FreeMindのインストールガイド

// / /

MindManager（商用ソフトウェア）

// /

ブザン・ジャパン

// /

マインドマップ(Mind Map)とその関連情報

// /

あるグループが書いた，マインドマップの例。



告報践実報情 C

■１ ねらい

■１学期(４月～７月)…座学(約20時間)

■２・３学期(９月～１月)…実習(約35時間)

■２ 準備
■必要なハードウェア

■必要なソフトウェア

配当単元

内容 配当

情報A」履修済み生徒を
対象に実施した総合実習

▲

本校では，２年次に 情報Ａ」(２単位)を全員に履修

させ，３年次に文系生徒を対象にした選択科目 情報

Ｃ」(２単位)を２講座(38名と33名)開講している。 情

報Ａ」を履修済みの生徒を対象に実施した，はじめての

情報Ｃ」の授業を次のように進めていった。

情報Ｃ」のＣはCommunicationのＣともいわれ

ていることもあり， 情報Ａ」と重なる内容はできるだ

け簡潔に説明し，Communicationに関わる部分(主に

上表の２)に重点を置き，２学期以降の実習で必要な内

容を中心に授業をおこなった。１学期は座学のみの授

業をおこなったので，中間考査・期末考査をおこない，

知識の定着をはかった。

情報Ａ」で学んだ『情報の収集・発信と個人の責任』

や１学期に学んだ『ネットワークとコミュニケーショ

ン』の知識を中心に，本校部活動のウェブサイトとマ

ルチメディア作品の制作をおこない，これらの実践力

を養成することをねらいとした。

情報Ａ」の実習である程度のことはできるようにな

っているので， 情報Ｃ」では重複する部分を除いて，

思い切った実習をおこなうことが可能となった。

以下この２つの実習について報告する。

・Windows XPがインストールされたパーソナルコ

ンピュータ(マルチメディア作品の制作時)

・ディジタルビデオカメラ

・ディジタルカメラ

・イメージスキャナ 等

本校のコンピュータ教室にある生徒用パソコンは

2000年に導入されたもので，OSはWindows2000

である。マルチメディア作品を制作する際にWin-

dowsムービーメーカーが使えないので，Windows
 

XPがインストールされた「教育用ノートパソコン」

を各班１台ずつ割り当て，使用した。

・ホームページビルダー6

・PaintShopPro 8

・Windowsムービーメーカー

・Vix (フリーソフトウェア) 等

１ 情報機器の発達とディジタル化

２ ネットワークとコミュニケーション

３ 情報化の光と影

４ 情報通信社会を築く

４時間

７時間

４時間

５時間

15時間

20時間

１ 本校部活動ウェブサイトの制作

２ マルチメディア作品の制作

科目：情報Ｃ (必修２単位）

内容：総合実習

クラス：選択授業（３年生38名，33名）

時間：約35時間

実施時期：９月～１月
兵庫県立赤穂高等学校 畳家 克彦 先生

本校のコンピュータ教室

教師機を中央に配置し，生徒機はコの字型に配置しているの

で，中央の教師席から生徒の画面が見渡しやすい。しかし，座

学には向かない。



■３ 実践内容
■⑴本校部活動ウェブサイトの制作（約15時間）

■⑵マルチメディア作品の制作（約20時間）

活動内容項目時

次の手順・方法について，実践を通して理解するこ

とをねらいとした。

⑴文字・図形・画像などの情報を，ディジタル化する。

⑵情報通信ネットワーク上で伝えたい内容をわかりや

すく表現する。

生徒には次のことを要求(指示)した。

・すべてのクラブを紹介できるように，自分たちで分

担(班分け)を決める。

・外枠は，現在の本校のウェブサイトのものを使用す

る(フレームは使用していない）。

・部員や顧問への取材の交渉等も担当者でおこなう。

・個人情報の保護や著作権についても，十分に配慮す

ること。

実習をおこなって感じたこと

・うまく班分けできなければ，教師が機械的に振り

分けることを考えていたが，生徒たちの手で上手

に班分けできたことに安心した(何人か取り残さ

れる生徒が出ると思っていた)。

・ページの構成を考えるのに時間を要した。授業中

だけではなかなかまとまらず，放課後等を利用し

て考えていた。実際には５時間以上要した班が多

かったようである。ああでもない，こうでもない，

と悩みなかなか決めることができなかったようだ。

・部員がいないなど休部状態のクラブを紹介するの

に苦労したようである。

・個人の氏名をはっきりと出すことができ出来ない

ため，柔道部・剣道部・陸上競技部等の個人の成

績(活動実績)の紹介に苦労したようである。

・各クラブを取材し撮影することは，意欲的に取り

組むことができた。

・ウェブページの作成においては，基本的なことを

情報Ａ」で学習していたこともあり，スムーズに

できた。ソフトウェアの使い方は一斉には説明せ

ず，生徒の間を回りながら こんなことをするに

は，どうすればいいのか」という質問を受け，個別

に答えていった。

・ファイルの保存のしかたによって，リンクのアド

レスが変化して困ったようである。その理由を説

明したが，理解できた生徒は少なかった。

・中間発表ではなるべく 改善すべき点」を，最終発

表では よかった点」(どうしてもよい点が見つか

らない場合は気づいた点)を指摘させた。

・ウェブページのアップロードも体験させたかった

が，諸般の事情により，手順だけ説明して教師が

おこなった。

・自分たちだけでは対応できず，困った場合のみ手

助けすることにしていたが，実際に手助けしなけ

ればならない場面はほとんどなかった。生徒のパ

ワーには脱帽した。

生徒の作品は，本校のウェブサイトのトップから

部活動」のページをたどっていくと参照していただ

くことができる。

// / /

次の手順・方法について実践を通して理解すること

をねらいとした。

⑴テレビのCM は，定められた短い時間で明確に伝え

たい内容をまとめている。さまざまなCM を参考に

してショートドラマ・商品の紹介等のマルチメディ

ア作品を作成する。

⑵文字・画像（動画または静止画）・音の３要素を必ず

含め，30秒～２分程度にまとめる。

制作したページを各部ごとに，

ねらい・意図等を説明しながら

発表し，改善すべき点等の意見

をもらう。

７～10
ウェブページ

の作成

ホームページビルダー 6を使っ

てウェブページを作成する。

４～６

素材の準備と

ディジタル化

活動のようすを撮影し，活動結

果等の資料の提供を受ける。

部員や顧問に取材(放課後等)し，

掲載内容をまとめる。

２～３

ページの構成

を考える

本校の現在のウェブサイトや他

校のウェブサイト等を参考にし

て，構成を考える。

生徒どうしで班分け・役割分担

を決定する。

班分け

役割分担の決

定

１

作成したウェブページを発表し，

感想等を聞く。

最終発表
15

13～14
ウェブページ

の改良

指摘してもらった点等を参考に

して，ウェブページを改良する。

11～12

中間発表



■４ 結果と反応

項目 活動内容時

▲

ウェブページの作成のときとほぼ同じだが，生徒に

は次のことを要求(指示)した。

・全員が参加できるように，自分たちで班分け，役割

分担を決める。

・絵コンテを書く段階が重要で，絵コンテのできで作

品が決まるといっても過言ではない。じっくりと取

り組むこと(絵コンテの提出はディジタルでもアナ

ログでもよい)。

・校外で撮影する場合の取材許可等の取得も各班でお

こなう(依頼のしかたを考えるのも学習活動の１つ

と捉えた。責任教師からの依頼が必要と言われた場

合は，教師が対応することにした)。

・個人情報の保護や著作権についても，十分に配慮す

ること。

実習をおこなって感じたこと

・班分けはウェブページの作成のときと同様に，生

徒たちでうまくできた(各班３～７名になった)。

・ウェブページの作成のときに，ページの構成を考

える段階で時間がかかったことが気になっていた

が，今回絵コンテを作る段階で，やはりかなりの

時間を要した。今回も放課後等にかなりの時間を

要してしあげることになってしまった。頭の中の

構想を実際に紙やファイルにまとめるのは苦手の

ようである。今後はこの段階をいかにスムーズに

乗り切るかが課題である。

・撮影と編集は楽しいようで，どの班も意欲的に取

り組んだ。IEEE1394端子がないので，生徒機を

利用して撮影した動画を取りこむことができなか

った。また，教師機も非力でコマ落ちが多く発生

した。生徒に取りこみ方を実習させたかったのだ

が，十分にはできず，残念であった。

・作品のテーマは，商品のCM やCM をパロディ化

したもの，学校生活の１日を描いたもの，万引き

啓発ビデオ等多岐にわたり，生徒の意欲あふれる

作品ばかりで，絵コンテにまとめるのに苦労した

とは思えないパワーあふれる力作揃いだった。生

徒の若さあふれる感性には今回の実習でも脱帽し

た。そこで，全作品をDVDにまとめ，情報科から

の卒業記念品として各生徒に配布した。

上でも述べたが，構成を考えて，まとめるのに時間

がかかる。ここ数年間の生徒を見ていると，授業に限

らず，あらゆる点でなかなか行動に移ることができな

い。これがいまどきの生徒の気質である，と教師が割

り切って接しなければならないのだろうか この２つ

の実習では，一旦まとめはじめると，加速度を増して

進むことができるので，まだ救われているのかもしれ

ない。

私はこの講座を受講している半数以上の生徒の数学

も担当しているが，実習では数学の授業中には見るこ

とのできなかった，生き生きと輝いている姿をたくさ

ん見ることができた。特に，時間が経つのを忘れて動

画を編集しているときの集中している姿はすばらしい

ものがある。動画編集の際に音を２種類重ねるにはど

うしたらいいの 」等，積極的な質問も多く寄せられ

１

班分け

テーマの決定

１班５人程度に班分けする。

作品例等を参考にして，作品の

テーマ等を決める。

決定したテーマをもとに構成を

考え，絵コンテを作成する。

絵コンテの作

成
２～５

ビデオ撮影等をおこなう。

効果音等の素材を集める。

素材の準備と

ディジタル化
６～９

Windowsムービーメーカーの

使い方を簡単に説明し，作品の

編集をおこなう。

編集

10～14

班ごとに，作品のねらいや制作

意図等を説明し，作品を鑑賞す

る。

改善すべき点等の意見をもらう。

中間発表

15～16

不十分な点や指摘された点等を

改良する。

タイトルとクレジットをつけて

作品をしあげる。

作品の改良と

しあげ
17～18

19～20
最終発表 班ごとに作品を発表し，感想等

を聞く。

配布した DVD



特徴

概要

た。

ウェブページの作成では，外枠を学校の様式に合わ

せるように制限を設け，生徒の自由な様式にさせなか

ったため，個性あるページが少なかったが，学校に貢

献できたという満足感を味わった生徒が多く，選択し

ていない生徒にも 私の作ったウェブサイトを見てね」

と言っている者もあった。

マルチメディア作品の制作では，時間と３要素以外

の制限を設けなかったこともあり，各班とも各所で工

夫をした後が伺えた。撮影の際，うまく鏡などを利用

して遠近感を出すなど，生徒のセンスのよさも随所に

見られた。とにかく生徒の「ヤングパワー」に毎時間

圧倒され続けた。

動画編集に興味をもった生徒は多く，今後もやって

みたいと思った生徒が多かったのはうれしいことであ

る。

本来は時間をかけて指導したかった，ウェブページ

のアップロードのしかたや，ディジタルビデオカメラ

から動画をパーソナルコンピュータに取りこむ方法を，

教師の説明中心で終わらせたことが悔やまれる点であ

る。今の環境で，生徒にどこまで実習させることがで

きるか今後考えていきたい。

一番悩んだのが評価である。作品については，各生

徒の貢献度にかかわらず，班員全員に同じ評価をつけ

たが，毎時間書いてもらった活動記録(本時の実習計

画，本時の実習内容・できたこと，次時の予定・目標，

一言記録)や実習中に見て回ったようすを考慮して，班

員全員が同じ評価になるということは避けた。班ごと

に作品を作らせた場合の評価については，まだまだ考

えなければならない。皆さんの評価法等も参考に今後

さらに検討したいと思う。

さまざまな場面での著作権に関する問題を，

10問ずつ用意している。

中学生著作権教育ソフトウェア

・入力方法は，マウス・キーボード・マイク(音声)入力があり，利用者がもっとも使いやすい方法を選ぶことが

できる。

・ウェブサイトから，問題の解答と解説を見ることができる。

動作環境：Windows 95/98/NT/ME/2000/XP

種 類：フリーウェア

著作権者：文化庁

U R L：http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/kyouiku/

tyuusoft/

アニメーションやクイズ形式で，楽しみながら著作権の勉

強ができるソフトウェア。文化庁のウェブサイトの著作権の

ページでは，小学生～高校生向けの著作権教育教材が用意さ

れている。
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