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ed-ict
エディクト

教育の場に ICTを

ここは第一高校の職員室。今はお昼休みですが，イトウ先生はノートに熱心に何かを

記入しています。そこへマスタ先生が通りがかりました。

イトウ：日記です。新年からはじめようと思って。どれだけ続くかわかりませんが…。

マスタ：いい決意ですね。どうせならブログを使って，ウェブ上に書いてはどうですか？
イトウ：ブログって今流行りですよね。でも実際どんなものなのか，よくわからないんです。

マスタ：ブログとは，ウェブサイトの形式の一種です。記事が投稿日時の新しい順に上から並び，日記のようなページになります。
普通，ウェブサイトを作るには専門知識と面倒な作業が必要なんですが，ブログでは文章や画像を投稿するだけでいいん
です。自分専用の掲示板を持つような感覚ですね。投稿はケータイからもできるんですよ。

イトウ：なるほど。それなら気軽ですね。ブログをはじめるにはどうしたらいいですか？
マスタ：ブログサービスのどれかに登録してください。どのサービスも基本的には無料です。2008 年現在，利用者が多いのは，「FC2

ブログ」「アメブロ」「goo ブログ」「楽天ブログ」「Yahoo! ブログ」などです。

イトウ：いろんなサービスがあるんですね。ところで，前から疑問に思ってたんですが，みんながブログをする理由は何ですか？

マスタ：理由は人それぞれだと思います。自分が詳しい分野についての情報発信の場としていたり，コミュニケーションを楽しんで
いたり，自分の備忘録として使っていたり，広告を貼って収入を得ていたり…。
個人的にブログを書くメリットだと思うのは，「自分の成長につながること」ですね。記事を書くことで自分を見つめ直せ
たり，ブログに書くネタを探すことで，常に情報に敏感でいられたりすると思います。

ブログをはじめよう !!

イトウ：なるほど。教師としてブログをするなら，自分の授業内容を
公開してほかの教師に意見をもらったり，教育関連の話題に
自分なりの意見を述べたりしても面白そうですね。やってみ
ようかな。

マスタ：ブログを公開したらぜひアドレスを教えてくださいね。

完成したブログのイメージ
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カテゴリ
ブログ記事をジャンル別にまとめたもの。

コメント
ブログ記事に対する意見や感想を訪問者が書き込むことの
できる機能。

トラックバック
あるブログ記事を自分のブログで引用した場合，そのこと
を相手（引用元サイト）に知らせる機能。 トラックバック
を送ると，相手のサイトのトラックバック欄に自分のサイ
トの名前，URL, 記事概要が載る。

イトウ先生，何を書いて
いるんですか？

http://blog.fc2.com/
http://blog.fc2.com/
http://ameblo.jp/
http://blog.goo.ne.jp/
http://plaza.rakuten.co.jp/
http://blogs.yahoo.co.jp/
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　　ブログをはじめたきっかけを教えてください。
　私がブログをはじめたのは今から２年ほど前です。たくさん
の人がブログをやっているので，「やり方を知らないと恥ずかし
い」( 笑 ) という思いからはじめました。はじめたらすごく簡単
なので，最初の１年間で 200 本くらいは書きました。
　　ブログではどんなことを書いていますか。書くときに注意
していることはありますか。
　政治・経済，教育問題，日常の出来事など様々なテーマで書
いています。その中では教育問題が比較的多いかもしれません。
書くときは生徒・保護者・教育関係者など，誰に向けてのメッセー
ジかということを意識して書いています。プライバシーを侵害
しないように特に注意しています。
　　ブログに対して，周囲からの反応はどのようなものがあり
ますか。
　同業者向けには，若い人を育てようという意気込みで書いて
いるものが多いです。しかし，反応はあまりないです ( 笑 )。見
ていても知らない振りをしていてくれるのかもしれません。コ
メントがあればうれしいのですが，たいていは書きっぱなしの
一方通行です。

　　ブログを書いていて，よかったこと・悪かったことがあれ
ば教えてください。
　よかったことは，自分の考えをまとめるのに役に立つことで
す。ただ，名前を公表しているので，あまり大胆なことを書け
ないのが残念です。悪かったことはあまりありません。
　　ウェブサイトとブログで，どのような使い分けをしていま
すか。
　記録として残すには
ウェブサイトの方がい
いですね。ブログの記
事はたくさん書くと後
で探すのが大変です。
気に入った記事は，あ
とでまとめてウェブサ
イトに移すようにして
います。

　　これからブログをはじめる先生に向けて，一言お願いします。
　特定のテーマに絞ったサイトにすると，多くの人が集まるよ
うに思います。また，日本語だけではなく，英語でも発信でき
るといいですね。読者が世界に広がります。

ありがとうございました！

大阪府立
岸和田高等学校
指導教諭

南 英世　先生

ブログの魅力ってなんですか？
ブログを書いている先生に伺いました…

▼お答えいただいた先生

ブログ　「南英世の『くろねこ日記』」
http://blog.goo.ne.jp/minami-h_1951/

ウェブサイト　「南英世の政治・経済学教室」
http://sakura.canvas.ne.jp/spr/h-minami/

授業内容を再現した「政治・経済学講義ノート」など，政治・
経済を学ぶ人や先生を目指す人に役立つ内容を掲載している。

　2008 年３月に文部科学省から，「新しい幼稚園教育要領，小学

校学習指導要領及び中学校学習指導要領等」が公示されました。小・

中学校の学習指導要領や解説では情報機器の活用については，総

則や各教科に示されています。2008 年度中に公示される予定の高

等学校学習指導要領より一足お先に，その内容を見てみましょう。

新学習指導要領を知る

小・中学校での ICT活用

【総則】では，「各教科等の指導に当たっては，児童がコンピュー
タや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ，コン
ピュータで文字を入力するなどの基本的な操作や情報モラルを
身に付け，適切に活用できるようにするための学習活動を充実
するとともに，これらの情報手段に加え視聴覚教材や教育機器
などの教材・教具の適切な活用を図ること」と記述されていま
す。 解説では，視聴覚教材や教育機器などの適切な活用を図る
ために，教師の効果的な ICT 活用の研究，校内の ICT 環境の整
備が必要と示されています。
各教科でも，次のような学習で情報機器の効果的な活用が提案
されています。
国語…言語の学習　社会…資料の収集・活用　理科…観察・実験
算数…数量や図形の学習　外国語活動…音声の扱い

【総則】では，「各教科等の指導に当たっては，生徒が情報モラ
ルを身に付け，コンピュータや情報通信ネットワークなどの情
報手段を適切かつ主体的，積極的に活用できるようにするため
の学習活動を充実するとともに，これらの情報手段に加え視聴
覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること」
と記述されています。 各教科でも，次のような学習で情報機器
の効果的な活用が提案されています。
国語…言語の学習　社会…資料の収集・活用　
数学…資料の処理　理科…観察・実験　美術…表現活動
外国語活動…音声の扱い
また，技術・家庭では，現行の学習指導要領では選択だった「マ
ルチメディアの活用」「プログラムの計測・制御」が必修内容と
なりました。

小学校 中学校

新学習指導要領を知る

http://blog.goo.ne.jp/minami-h_1951/
http://sakura.canvas.ne.jp/spr/h-minami/
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高校生のケータイ・ネット事情

データで見る ICT

 

第一学習社からのご案内

豆
知識

文字入力に便利なファンクションキー　　 IME の日本語入力モードで入力切替をするとき，ファンクションキーが便利です。

文字入力後，次のキーをクリック　　　　全角ひらがな　　　全角カタカナ　　　半角カタカナ　　　全角英数字　　　半角英数字

　第一学習社の進路適性検査をご利用いただいた
学校にお送りしている『職業への道のり・資格ガ
イド』。この秋から，携帯電話でご覧いただける
サイトがオープンしました。いつでもどこでも
手軽に職業情報をご覧いただけます。
●つながりのある職業・資格情報検索
　『職業への道のり・資格ガイド』に掲載されている，196 種の職
業・124 種の資格情報を，分野や名前から検索することができます。
各情報はリンクしており，興味のある職業に必要な資格，資格と
関連のある職業などを調べることができます。

●サイトだけの「タイプ別職業検索」
　性格や能力をあらわすキーワードをもとに，
向いている職業を検索することができます。
ちょっとした心理テスト気分を味わえる，携帯
サイトだけの機能です。

職業への道のりモバイル
いつでもどこでも手軽に職業検索

F6

2008 年検索キーワードランキング

出典：Yahoo! Japan 検索ランキング (2008 年 11 月）
http://searchranking.yahoo.co.jp/ranking2008/

　検索キーワードから，2008 年に流行したウェブ
サービス，注目を集めた事がらなどをみることが
できます。

トップページ▼

それぞれの情報が
リンクしている

▼

１位 （２位） YouTube
２位 （１位） mixi
３位 （３位） ２ちゃんねる
４位 （４位） Google
５位 （５位） 楽天
６位 （６位） Amazon
７位 （９位） ニコニコ動画
８位 （７位） goo
９位 （10 位）ANA
10 位 （11 位）JAL
11 位 （12 位）NTT Docomo
12 位 （19 位）郵便番号
13 位 （13 位）MSN
14 位 （16 位）JR
15 位 （18 位）au
16 位 （20 位）じゃらん
17 位 （17 位）Gyao
18 位 （－） 翻訳
19 位 （15 位）ウィキペディア
20 位 （22 位）ハローワーク

F7 F8 F9 F10

モバゲー

（　）内は
前年の順位

　今回は大人気のケータイサイト，「モバゲータウン（http://mbga.jp）」についてご紹介します。
【モバゲータウンとは】
　モバゲータウンはよく「モバゲー」と略されることから，単なる無料ゲームサイトだと思っている
人も多いと思いますが，実は「タウン」の部分のコミュニティ機能がこのサイトの肝です。会員はこ
のサイトで無料ゲームを楽しむ以外にも，この街の住人になってさまざまな活動をします。たとえば
自分の分身（アバター）を着飾ったり，家を建てたり，日記を公開したり，他の会員にメッセージを送っ
たり，同じ関心を持つ人が集まる「サークル」に登録して掲示板で交流したりします。
　モバゲーは基本的には無料で利用することができますが，アバターなどのアイテムを手に入れるに
は，サイト内だけで通用する仮想通貨（モバゴールド）が必要となります。この仮想通貨は友人の紹
介や，スポンサーサイトの広告クリック・会員登録・商品の購入などで手に入れることができます。

【サイトの健全性強化への取り組み】
　モバゲーの利用規約では，サイトで知り合った会員同士が連絡先を交換し実際に会うことは禁止さ
れていますが，以前は一部の会員が悪用する可能性もありました。また，ケータイサイトをきっかけ
に未成年者が犯罪に巻き込まれるという報道が増えてきたこともあり，サイトの監視体制が大幅に強
化されました。現在，モバゲーでは総勢 400 人前後の監視員が 24 時間 365 日体制でメッセージや
書き込みの監視をしています。
　ケータイサイトにあまり良い印象を持たない大人も多いですが，モバゲーは現在ではニュース，天
気，検索機能なども提供するポータルサイト（パソコンで言うところの Yahoo! のようなサイト）とし
て成長しており，上手く付き合えば，有益なサイトの一つといえます。高校生たちには情報モラルの
考え方を理解させ，節度を守った利用を指導するとよいのではないでしょうか。

ケータイ版モバゲータウンの
トップページ画面（上）と
自分専用ページ画面（下）

http://mbga.jp
http://searchranking.yahoo.co.jp/ranking2008/
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「ed-ict」vol.7 は，2009 年 3 月公開！
●新学習指導要領における ICT 活用
●学校生活に役立つデジタルツール集　など

http://www.daiichi-g.co.jp/ed-ict/

東　京：〒 102-0082　東京都千代田区一番町 15 番 21 号 Tel　03-5276-2700
大　阪：〒 564-0044　吹田市南金田２丁目 19 番 18 号 　Tel　06-6380-1391
広　島：〒 733-8521　広島市西区横川新町７番 14 号 　Tel　082-234-6800

授業に役立つフリーソフト Key Words

　
　 メモ箋人
動作環境：Windows XP/Vista
著作権者：( 株 ) テクノクラフト
URL ： http://www.technocraft.co.jp/memo/

　デスクトップに付箋を貼りつけられる
ソフトウェア。10 色あり，何枚でも表示
できるので，用途ごとの To Do リストな
どに使用できる。
　 TeraPad
動作環境：Windows 95/98/NT/2000/Me/XP/Vista
著作権者：寺尾 進
URL ： http://www5f.biglobe.ne.jp/~t-

susumu/library/tpad.html

　シンプルなテキストエディタ。行番号，
桁ルーラー表示，HTML 編集モードなど
基本的な機能がそなわっており，「メモ
帳」よりも活用の幅が広い。

　タナカ先生は Excel の初級者ですが，仕事の能率を上げるためにこれから中級技も少しずつ覚
えていこうと思っています。さて今回はどんな中級技に取り組むのでしょうか。

※操作手順は，Microsoft Excel2003 を例としています。

タ…タナカ先生　　　マ…マスタ先生　　　

タ：はあ～。
マ：タナカ先生，ため息なんかついてどうしたんですか？
タ：あら，マスタ先生。期末テストの成績一覧表を Excel で作ったんだけど，

結果が散々なの。60 点以下の生徒には追試をしようと思って，今誰がそ
うなのかチェックしているところよ。

マ：どれどれ…。なるほど，たくさんいますね。追試を受ける生徒を分かり
やすくするために，60 点以下の点数の色を，赤に変えてはどうですか？
Excel には，ある条件を指定すると，それに当てはまるデータの書式を指
定したものに自動で変えてくれる機能があるんです。

タ：へぇー。どうやってやったらいいの？
マ：表の範囲を選択して，画面上の「書式」メニューから「条件付き書式」

を選びます。現れた画面の上段で条件を指定してください。今回は「セ
ルの値が」「次の値より小さい」「60」とします。次は下段でその条件に
当てはまる時，どんな書式を適用したいかを選びます。右の「書式」ボ
タンをクリックして指定してください。今回は「色」を赤とします。

Excel 応用講座ポイントで

おさえる！ 「条件付き書式」 を使おう

第 １ 回

タナカ先生

①データの範囲を選択し，「書式」メニューか
ら「条件付き書式」に進む

②セレクトボックスから条件を指定
※今回は「セルの値が」「次の値以下」

④「書式」ボタンをクリックし，
適用する書式を選ぶ　

※今回は赤色を指定

⑤ OK ボタンでこの画面を閉じる
⑥元の画面も OK ボタンで確定

③基準値を入力
※今回は「60」

　 アフィリエイト
　自分の運営するウェブサイトやブログ，メールマガジンなどに企業の広
告を貼って，収入を得る仕組みのこと。アフィリエイトとは「提携する」
という意味。普通，提携したい企業と個人（アフィリエイター）は仲介サー
ビスを通じて契約し，広告のクリック，商品の購入，などの成果によって
広告料が支払われる。
　 アバター
　ネット上においてコミュニティ活動を行う際に，ユーザの分身として画
面上に表示されるキャラクターのこと。顔のパーツや髪型や服装などのア
イテムのバリエーションがあり，自分好みに着せ替えて楽しめる。基本ア
イテムは無料で，人気アイテムは有料で提供されていることが多い。
　 情報モラル
　情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度。他者への影
響を考え，人権，知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に
責任をもつことや，危機回避など情報を正しく安全に利用できること，コ
ンピュータなどの情報機器の使用による健康とのかかわりを理解すること
など。（ 出典：平成 20 年９月『中学校学習指導要領解説（総則編）』）
 

タ：指定したら，60 点以下のデータが一気に赤字に変わったわ。
　　これは便利ね。
マ：はい。この機能はデータを見やすくするのにとても便利なの

で，ぜひ活用してくださいね。

http://www.daiichi-g.co.jp/ed-ict/
http://www5f.biglobe.ne.jp/~t-susumu/library/tpad.html
http://www5f.biglobe.ne.jp/~t-susumu/library/tpad.html
http://www.technocraft.co.jp/memo/
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