
高教研情報部会 研究発表会

情報Ｃの授業の取り組みについて情報 授業 取り組みに



１．オリエンテーション

情報処理室を使用する上での、ルールを説明

ユーザーＩＤ・初期パスワードを渡すユ ザ ＩＤ 初期パスワ ドを渡す

パスワードの変更をさせる

 キーボードマスターをさせる キーボードマスターをさせる

時間があれば、キーボードマスターのローマ字入力のレ
ベル５の記録会をするベル５の記録会をする

 [パソコンリテラシー到達度チェック] パソコン利用につ
いてのアンケート をさせるいてのアンケ ト をさせる



[パソ ンリテラシ 到達度チ ク] パソ ン利用に いてのアン[パソコンリテラシー到達度チェック] パソコン利用についてのアン
ケート



情報 キ リ ラ 関２．情報セキュリティー・モラルに関
するビデオ鑑賞するビデオ鑑賞



２ 情報セキュリティー・モラルに関２．情報セキュリティー・モラルに関
するビデオ鑑賞



ビデオを見て、ケータイ社会と情報モラルについて考えるビデオを見て、ケ タイ社会と情報モラルについて考える



生徒のビデオの感想生徒のビデオの感想

◎今日の感想◎ ◎今日の感想◎

 今日のこのビデオを見て、自分しか知らないことをいつのま今日 見 、自分 知
にか他人に見られていることは怖いことだと思いました。

 私は、サイバーテロにあったことがないので、今は平然として
いるけどもしも自分が被害者になったら、ビデオにでていたいるけどもしも自分が被害者にな たら、 デオにでていた
被害者と同じ嫌な気持ちになっていやな思いをするんだと思
いました。でも、サイバーテロの被害にあった人たちのため
に、そのような事件を担当する警察署があることを初めて知り

ネ 侮 罪や名ました。また、インターネットによる不正アクセス侮辱罪や名
誉毀損についての法律があって、その罪で捕まってしまうん
だということをしったとともに、怖いことだなと改めて思いまし
たた。

 これから大人になっていくとともに、コンピュターを使うことが
多くなるので、今回の授業で見たビデオから学んだことをもと
に イ タ ネ トによる被害にあわな ように気を けたに、インターネットによる被害にあわないように気をつけたい
と思います。



３ ネットワークのしくみ３．ネットワ クのしくみ

／ ＴＣＰ／ＩＰ

 ＬＡＮ

 インターネット

 ＩＰアドレス

 ドメイン名

ＷＷＷ

 ＵＲＬ

電子メール（我が高校では生徒は電子メールはできな
い）

など、以上について説明する



４．情報検索情報検索
（ ）H（ ）番 氏名（ ）

検索課題・・・調べるために使ったキーワードや結果のWebページのURL、結果等を記入すること。

①あなたと誕生日の月日が同じ芸能人は？①あなたと誕 日 月日が同 芸能人は

②万葉線「新湊庁舎前」の13時台の時刻表（平日高岡行き・越ノ潟行き両方）

③JR金沢駅に１６時までに着きたい（平日）。高岡駅発の何時の電車に乗ればよいか？

（いわゆる経路検索）

④高周波文化ホール（射水市新湊中央文化会館）の今月の催し物は？

⑤今週末の射水市の天気予報を調べる

⑥上海万博のパビリオン数は？

⑦富山大学のHPに行き、今年度の前期試験の科目を調べる

⑧新湊高校の甲子園出場年度をすべて調べる



情報検索の生徒作品



５ 問題解決５．問題解決



６．情報の管理と保護情報 管理と保護

導 ネ 「楽 学ぼ 著導入として、インターネットおじゃる丸の「楽しく学ぼう著
作権www.kidscric.com/ 」を一人一人試す

個人情報の管理に いて説明個人情報の管理について説明

知的財産権について説明

ベ 条約に て説明ベルヌ条約について説明

著作権について説明

著作権 ズ 本を著作権クイズの見本を見せる

パワーポイントで一人一人に著作権クイズを作らせ、発
表させ お互いのクイズを見ることで著作権に いてよ表させ、お互いのクイズを見ることで著作権についてよ
り深く学ばせる



● 著作権 ズ ●●○著作権クイズ○●
(見本）(見本）



第1問

授業での使用を目的に教師が著作
物を使用する場合は 無条件で著作物を使用する場合は、無条件で著作
権者の許諾なく複製してもよい

○ ×○ ×



正解 ×

著作権法第３５条によると 学校では 定の条件のもとで著作権法第３５条によると 学校では一定の条件のもとで

複製使用ができます。

無条件ではないので答えは「Ｎ 」です無条件ではないので答えは「Ｎｏ」です。

条件は

１ 著作物が公表されたものであること１．著作物が公表されたものであること

２．必要数（児童の人数分）以上に複製しないこと

３ 授業の過程においての複製であること３．授業の過程においての複製であること

（課外活動は不可）

（塾など営利活用は不可）（塾など営利活用は不可）

４．著作者の利益を不当に害しないこと

（市販のドリルの複製使用は不可）複製



第2問
こどもが自分で考案したキャラクターにはも 自分 考案 ャラ

著作権が発生しない。

○ ×○ ×



正解 ×

年齢や営利・非営利に関係なく、著作権
は発生しますは発生します。



第3問
運動会でキャラクターを描いた応援旗を運動会でキャラクタ を描いた応援旗を
作成、使用するのに、キャラクターの著作
権者 許諾は必要である権者の許諾は必要である

○ ×○ ×



正解 ○

著作権法第35条では、学校教育上において必要な複製が認
められています。「教育を担任する者」が、必要と認められる限
度 著作 複製 合 著作権者 得度において著作物を複製する場合に著作権者の許諾を得る必
要はありません。

しかし 教育目標達成のため応援旗にキ ラクタ を使う必要しかし、教育目標達成のため応援旗にキャラクターを使う必要
性があるとは考えにくく、３５条の適用は無理かと思われます。



権著作権クイズ著作権クイズ
（生徒作品）（生徒作品）



☆問題１☆☆問題１☆
入場料がいる演劇を客席から
撮影する行為は著作権上制限撮影する行為は著作権上制限
されているでしょうか？



☆答え１☆☆答え１☆
NO答えはNO×

演劇の場合も撮影するだけなら演劇の場合も撮影するだけなら
、著作権の侵害とは言えません。
ただし場内撮影禁止とされ いるただし場内撮影禁止とされている
場合もあるので注意が必要です。場合もあるので注意が必要です。
テーマパークのアトラクションシ
ョーなどは撮影ＯＫの所が多いよョーなどは撮影ＯＫの所が多いよ
うです。



☆問題２☆☆問題２☆
レンタルビデオ屋で借りて
きたビデオを修学旅行の観きたビデオを修学旅行の観
光バスの中で みんなで見光バスの中で、みんなで見
るのは違法でしょうか？違法 う



☆答え２☆☆答え２☆

答えはYES〇
観光バスでのビデオ鑑賞は、バス会社の営利活動

としてのサービスに該当します。バス会社がライセ
得 観 限 鑑賞ンスを得たビデオで、観光バス車内に限って鑑賞が

可能です。したがってレンタルビデオ屋さんのビデ
オを観光バスの車内で鑑賞することは違法と考えまオを観光バスの車内で鑑賞することは違法と考えま
す。



☆問題３☆☆問題３☆

1928年に公開されたミッ
キ マウスの著作権保護キーマウスの著作権保護
期間はすでに切れている期間はすでに切れている
でしょうか？でしょうか？



☆答え３☆☆答え３☆
NO×答えはNO×

アメリカでは、ミッキーマウスの著作権保護期アメリカでは、ミッキ マウスの著作権保護期
間が切れそうになると、なぜか法律改正が行わ
れます。１９２８年公開されたミッキーは、当
時の著作権法の制定する保護期間（５６年）に時の著作権法の制定する保護期間（５６年）に
より、１９８４年に切れるはずでした。しかし
、１９７６年法改正により保護期間は７５年に、１９７６年法改正により保護期間は７５年に
延長されました。結果、ミッキーの保護期間は
２００３年まで延びました。それから、１９９
８年には 著作権保護法という新たな法律が制８年には、著作権保護法という新たな法律が制
定され、保護期間が９５年に延長されました。
これによって、２０２３年までミッキーは保護これによって、２０２３年までミッキ は保護
されています。



学７．1学期のまとめ

デ と メディアとコミュニケーション

ネットワークのしくみとセキュリティ

情報の活用と個人の責任

などについて教科書・学習ノートで確認をさせる。



８ 「科学偉人伝」プレゼンテーション８．「科学偉人伝」プレゼンテ ション



天才とは１％のひらめきと
９９％の努力である

12Ｈ 34

2323

24

3333



トーマス・アルバ・エジソントーマス・アルバ・エジソン
〔THOMAS ALVA EDISON〕
1847～1931

エジソンは1847年2月11日にミラン（オハイオ州）で父サミュエ
ル・オグデンJr.（1804年 - 1896年、オランダ系）と母ナンシー
エリオット（1810年 1871年 スコットランド人系）の間に生ま・エリオット（1810年 - 1871年、スコットランド人系）の間に生ま

れた。エジソンは彼らの7人の子供の内7番目の子供で、7歳
の時に家族はポートヒューロン（ミシガン州）に移った。の時に家族はポ トヒュ ン（ミシガン州）に移った。



学校に入学するも 教師と馬が合わず中退した 当時の逸話学校に入学するも、教師と馬が合わず中退した。当時の逸話
としては、算数の授業中には「1+1=2」と教えられても鵜呑み
にすることができず 「1個の粘土と1個の粘土を合わせたらにすることができず、「1個の粘土と1個の粘土を合わせたら、
大きな1個の粘土なのになぜ2個なの？」といった具合で、授
業中には事ある

ごとに「なぜ？」を連発していた

という。



このような少年時代を送ったが 母親も手伝いその後発明を複このような少年時代を送ったが、母親も手伝いその後発明を複
数行い、1877年に蓄音機の実用化（商品化）で名声を獲得。

ニュージャージー州にメンロパーク研究室を設立し 集まった人ニュ ジャ ジ 州にメンロパ ク研究室を設立し、集まった人
材を発明集団 として

機能させるべく、マネジメント面で機能させる く、 ネジメント面で

らつわんを振るった。



高齢 者 信 実高齢となって研究所にこもり死者との交信の実験を続け
る。1914年12月に研究所が火事で全焼し約200万ドル
の損害をこうぶったが 臆せずその後も死者との交信にの損害をこうぶったが、臆せずその後も死者との交信に
ついての研究を続け、193１年10月18日、84歳でその
生涯を終えた。涯 終 。

また、ゴールデンロットからゴムを取るのに成功したとも
言われている。

参考文献：wikipedia





☆電気投票記録機☆電気投票記録機

☆電話機・蓄音機

☆電球☆電球

☆発電機☆発電機

☆改良型蓄音機

☆のぞき眼鏡式映写機キ
ネトスコープネトス プ

☆改良映写機ヴァイタス
コープコープ

☆トースター



電球電球

トースター

キネトスコープ

ヴァイタスコープヴァイタス プ

発電機



★ 母親も手伝いその後発
明を複数行い、1877年
に蓄音機の実用化（商に蓄音機の実用化（商
品化）で名声を獲得。
ニュージャージー州に
メンロパーク研究室をメンロパーク研究室を
設立し、集まった人材
を発明集団として機能
させるべく マネジメさせるべく、マネジメ
ント面で辣腕を振るっ
た。後年の伝記ではこ
れを「天才の集合」 （れを「天才の集合」 （
Collective Genius）
と呼んでいる。



★研究所で電話、レコードプレーヤー、電気鉄道、鉱石分
離符、電灯照明等を矢継ぎ早に商品化した。なかでも注離符、電灯照明等を矢継ぎ早に商品化した。なかでも注
力したのは白熱電球であり、数多い先行の白熱電球を実
用的に改良。彼は白熱電球の名称をゾロアスター教の光
と英知 神 ズダ 引 し 「 ズダと英知の神、アフラ・マズダーから引用し、「マズダ」
と名付ける。一方で白熱電球の売り込みのための合弁会
社を成立 直流の電力を供給するシステムを確立社を成立。直流の電力を供給するシステムを確立。

★1887年にウェストオレンジ研究室に移る。ここでは動画
撮影機キネトグラフを発明 実は彼の部下であるウィリ撮影機キネトグラフを発明。実は彼の部下であるウィリ
アム・ディッカーソンの発明。



・1915年

・エジソン６８歳



・1月28日 ジョージ・ライト 元メジャーリーガー・1月28日 - ジョージ・ライト、元メジャーリーガー

・3月3日 - アレクサンダー・グラハム・ベル、発明家

・5月25日（弘化4年4月11日） - 松田正久、政治家

アレクサンダー・

ジョージ・ライト

アレクサンダ
グラハム・ベル



マリア・ルイーゼ
イオアニス・

コレティス

・10月27日 - アレキサンドレ・ドシャペル、非公式のチ
ェスの世界チャンピオンェスの世界チャンピオン

12月17日 マリア ルイ ゼ フォン エスタ ライヒ・12月17日 - マリア・ルイーゼ・フォン・エスターライヒ
、フランス皇帝ナポレオン1世の皇后

・日付不明 - イオアニス・コレティス、ギリシャ首相



・4月 - フランス軍艦、沱灢(だどう)を砲撃（フランスの
侵略始まる）侵略始まる）

・5月8日 - 善光寺地震 M7.4、死者およそ8000人

・7月26日 - リベリアがアメリカ合衆国から独立。

リベリア国章ジョセフ・ジェンキンス・
ロバーツ



・エジソン唯一の日本人助手岡部芳郎

・エジソン・マシン・ワークス社で2年働いた後に日本電気 （
NEC） を設立した岩垂邦彦

岡部芳郎

・白熱舎（現: 東芝）を設立した藤岡市助

・新渡戸稲造の『武士道』の愛読者

新渡戸稲造



修学旅行意識調査

９．Excelで表・グラフをつくる
希望地 人数 割合 旅行への期待 人数 割合 同室人数 人数 割合 宿泊施設 人数 割合

中部 7 2%自由行動 115 19%２人 197 66%ペンション 131 44%

北陸 16
5%

思い出づくり 104
17%

３人～５人 65
22%

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 120
40%

東北 31 10%スキー 102 17%１人 27 9%民宿 33 11%

九州 74 25%社会学習 98 16%６人以上 11 4%観光旅館 16 5%

関西 78 26%温泉・食事 96 16%

北海道 94 31%自然 85 14%

感想：表計算ソフトＥｘｃｅｌ
は中学のころ、少しか
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ず、今回の授業は良い
経験になったと思う。

感想：初めて習ったとことかもともと知っているとことかあって、それを自分でつくるのは難しかったけど楽しかったです。新しい発
見は自分でやってみてびっくりすることもあり色々と学べたと思います。あと、色んなグラフをみれて自分の知らないグラフも見れ
ました。まだまだ知らないことを学んでいきたいと思います。



学

デ ジ 化とネ

１０．２学期のまとめ

ディジタル化とネットワーク

について教科書・学習ノートで確認をさせる。



１１ ポスター制作（分析・企画書）１１．ポスタ 制作（分析 企画書）



１１．ポスター制作
（生徒作品）



１１．ポスター制作
（生徒作品・発表準備ワークシート）



１１．ポスター制作（相互評価の観点）



１１．ポスター制作（相互評価用紙）



作成１２．パラパラ動画作成

パラパラ動画原稿テーマ
選び

フリ ソフト「イ ジ ト フリーソフト「イージートー
ン」の使い方の説明

 フレームの説明 フレームの説明



１３．電脳商店街
（ネットショッピング架空体験）レポート



学

情報 受信 発信 け 心がまえ

１４．３学期のまとめ

情報の受信・発信における心がまえ

情報社会をきずく

について教科書・学習ノートで確認をさせる。


