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１ 事業概要

本事業の目的は、『学習指導要領の趣旨を実現し、児童生徒に確かな学力を身に付けさ
せるため、「指導と評価の一体化」を一層確実なものにし、基礎的な学力と発展的な学力
の両方を身に付けさせるという視点から、より充実した授業の実現へ向けての工夫・改善
と教員の指導力の向上を図る。』ことである。

高等学校情報科においては、年間の評価計画から授業場面における具体の評価規準を考
察し、指導内容の明確化や重点化を図るとともに、生徒の自己評価や相互評価なども活用
しながら授業改善を進めてきた。特に、電子シラバスとして各種情報システムを授業の中
で効果的に活用し、授業評価を行うことに重点を置いて取り組んできた。

これまでの研究を踏まえ、本年度はある程度情報システムを限定し、より効果的な活用
を検討するとともに、昨年度と同じように将来あるべき先進的な授業の在り方を目指して
実践研究を進めた。

平成２１年度 学力向上推進事業

情報科 授業改善推進プラン実施要項

１ 目 的

普通教科「情報」及び専門教科「情報」の担当教員が相互連携を図りながら、ＩＣＴを活用した効果

的な学習支援の在り方について実践研究をする。

２ 主 催 岐阜県教育委員会（学校支援課）

３ 実施概要

(1) 学力向上プロジェクトや学力向上推進事業で過去に研究してきた成果を踏まえながら、的確な授業評

価を通してよりよい授業へ改善していくための指導資料を開発する。特に、「学習目標及び学習内容

の提供」、「学習履歴の記録」、「意見交流」、「評価活動」など双方向性のある情報システムを効果的に

活用することで情報活用能力の育成を図る授業実践研究を行う。

(2) 普通教科「情報」及び専門教科「情報」に関する適切な学習教材の開発を併せて実施する。

(3) 県内の各高等学校へ研究成果の普及を図る。

４ 実施方法

県立高等学校教員数名により「授業改善委員会」を組織し、意見交流を図りながら、指導主事の指

導助言を受けて授業実践研究を行う。

５ 実施日程

５月初旬 授業改善委員の委嘱

５月２２日 【第１回授業改善委員会】（岐阜県総合教育センター）
事業説明と研究の方向性についての協議

６月～８月 勤務校における情報システム構築と研究計画の作成

９月２５日 【第２回授業改善委員会】（岐阜県総合教育センター）
情報システムを効果的に活用した学習支援の方法に関する協議

９月～１２月 勤務校における実践研究（授業研究会の実施を含む）

１月１９日 【第３回授業改善委員会】（岐阜県総合教育センター）
研究成果の発表と課題の明確化、成果の普及方法に関する協議

３月 学校間総合ネットによる成果の公開
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２ 情報システムの概要

（１）ツールとしての情報システム
インターネットで展開されているＷｅｂによるサービスの形態は、単にＷｅｂサイ

トから情報提供するだけの一方向の流れから、利用者が情報を簡易に発信できる双方
向のコミュニケーション手段へと広がりを見せている。これに代表されるツールとし
てＣＭＳ(Contents Management System)、ＳＮＳ(Social Network Service)やe-learn
ingシステムなどがある。

なかでもe-learningシステムは、学習履歴の管理やディジタル素材を管理するだけ
でなく、スケジュールや電子掲示板などの各種機能がメニュー形式になるなど簡易な
ユーザインターフェイスで提供され、無償で利用できるようになっている。

本来e-learningシステムは、各個人が自学自習する際や各種研修に利用されるよう
に各ユーザごとに学習履歴を記録することが大きなメリットである。このメリットを
自学自習だけでなく、授業評価や学習記録を取るため通常の授業に利用することで新
しい授業スタイルを提案できると考えている。

本授業改善委員会では、授業改善につなげるツールとしての在り方を検討するため、
e-learningシステムを積極的に用いた実践研究等を行ってきた。

（２）学校間総合ネットにおける情報システムの活用方法
学校間総合ネットにおける県立学校のＷｅｂサイトは、管理用サーバで一元的に管

理・運用されている。本実践に当たっては、学校用Ｗｅｂサイトには全く影響を与え
ないようにするため、専用のサーバ機を仮設し、授業改善委員が利用できるようソフ
トウェアを導入している。また、教員研修用e-learningシステムとして準備してある
ＮＥＣ製「i-collabo」を学校の通常授業で利用するため、確認テストを兼ねて試験的
に利用できるように設定した。

このように各委員が授業を行うための環境を準備し、授業実践を通して成果や課題
点を明確にし、情報システムの活用方法を事例紹介するなどの実践研究を行ってきた。
別のサーバ機を保管している学校では、独自に準備・構築し、発展的な授業実践を行
う事例もあった。

今年度に研究用サーバ機として準備した情報システムは以下のとおりである。

システム システム
Moodle 1.9 i-collabo(ＮＥＣ製)

スクリプト言語 スクリプト言語
PHP 5.2.6-2 ubuntu4 Perl 5.8.5-36

Ｗｅｂサーバ Ｗｅｂサーバ
Apache 2.2.9-7 ubuntu3 Apache 2.0.52

データベースシステム データベースシステム
MySQL 5.0.67-0 ubuntu6 PostgreSQL 8.2.4

オペレーティングシステム オペレーティングシステム
Ubuntu Linux 8.10 Redhat Enterprise Linux ES 4.7

表１ サーバのソフトウェア構成
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３ 実践報告

本年度の研究においては、ツールとしてe-learningシステムの効果的な活用方法を検
討するため、授業実践を通して成果と課題を明確にすることをねらいとした。そこで、
次の様な共通する目標を設定し、実践研究に取り組んだ。

情報科の授業らしく双方向性のあるe-learningシステムを構築するとともに、
新しい授業形態を目指し、ツールとしてe-learningシステムを効果的に活用した
より良い授業改善をする。

実践研究においては、単元における具体の評価規準作成や適切に授業評価を行うこと
を前提条件とし、そのためのツールとしてe-learningシステムを効果的に活用すること
を工夫してきた。今年度は、主に次のような活用方法に成果があることが明確になって
きた。

①個人差に応じた授業展開の工夫と教材の提供
②小テストやアンケートなど授業記録のデータ管理（授業評価に生かす）
③生徒の学習履歴の記録と活動記録の保管

①については、あらかじめブラウザ上で閲覧できる教材を準備し、授業で説明する際
だけでなく、生徒が個人差に応じて後から自分のペースで復習する際に活用することが
できる。ある程度の教材を準備すれば、他のクラスでも、年度を越えて利用できるので
便利である。また、他校と教材を共有することで交流できるとともに、お互いに教材を
作成する負担を軽減することができる。

②については、授業評価を適切に行うためには必要である。ただ、毎回の授業等で小
テストを実施しているとデータの記録や管理が煩わしくなってくる。そこで、授業支援
ツールとしてe-learningシステムを利用し、正確なデータ管理と授業評価ができるよう
にする。もともとe-learningシステムは自学自習で活用され、学習記録を自動的に保存
できるようになっているので、その長所を生かせば、授業を支援するツールとして便利
である。このようなシステムを構築さえすれば、積極的に活用することで教師も生徒も
自然と情報活用能力を身に付けていくことができる。

③については、生徒個人やグループの活動経過をノート代わりに記録したり、教師が
指導の様子を記録するためのツールとして便利である。生徒用カルテや指導者が使う指
導記録簿の代用として、ブラウザを通して記入させ記録することができる。特に課題研
究実習などでは、最終的な作品の発表を見るだけでなく、生徒達がそこに至るまでにど
れだけ苦労したのか、悩んできたのか、困難を乗り越えてきたのかを閲覧することで、
次の学習に生きる的確な授業評価をすることもできる。また、少人数のグループ指導の
ときだけでなく、普通科高等学校の４０人一斉授業のときにも、きめ細かい指導が徹底
してできる有用なツールとなる。

情報科授業改善委員会におけるこの実践が、「情報」の授業だけに留まらず、他教科
でも十分活用できる研究であると確信している。一般に授業でe-learningシステムを効
果的に活用する研究は、まだあまり実践されていない。先進的な研究の一つとして成果
を期待されていることもあり、今後も研究活動を継続していきたい。また、来年度に向
けて、更に具体的な実践研究を通して、よりよい授業を目指した研究を進めていく予定
である。

以下に１年間の授業改善委員による具体的な実践報告を記載する。
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（１）岐阜県立大垣商業高等学校における実践

ア 概要とねらい
Moodleを活用して、コース管理システムを使った授業実践、及びe-learning教材提

供を中心に、次の観点から実践を行う。
①授業実践における研究テーマ
・Moodleを中心的なツールとして使いつつ、それを意識させない活用方法について
・多様な授業形態による指導方法について
・学習状況や理解度の管理について、また個人差に応じた指導方法について
②いつでも、どこでも利用できるe-learning教材を提供するに当たっての研究テーマ
・家庭学習におけるe-learning教材（宿題）の提供について
・遅進者への指導について
・資格試験の合格に向けた教材提供の在り方について

なお、今年度は研究・実践期間とする。この実践と検証をもとに、次年度以降は学科
全体で計画的に取り組める体制にしていきたい。

イ 研究計画
次の手順で、情報科のクラスで全学年を対象に、前半は学校間総合ネットの Moodle

サイトを利用して研究を深め、その成果を基に、後半については本校独自の Moodle
サイトを構築して実践を進めるよう研究計画を立てた。

４～ ６月 現状把握、Moodle設定と管理運営等の調査研究
７～ ９月 学校間総合ネットの Moodleサイトによる授業実践（研究期間）

１０月 本校独自の Moodleサイトの構築
１０～ １月 本校独自の Moodle サイトにe-learning教材を掲載
１０～ １月 本校独自の Moodle サイトを活用した授業実践（実践期間）

①授業実践の研究計画
基礎科目で実践検証する。情報科１年生２クラスについて、専門教科情報の科目「情

報産業と社会」で実践する。（９月から１月まで）また、２年生２クラスについても、
資格試験に向けた取組の中で実践する。
②いつでも、どこでも利用できるe-learning教材の提供の研究計画

毎時の授業、及び宿題と遅進者に対する教材提供をするため、Moodleを活用する。
また、いつでも、どこでも利用できるe-learning教材を効果的に使うため、情報科２年
生の１クラス（ビジネス情報類型）を対象に、１月実施の全商情報処理検定に向けたe-
learning教材を構築する。同じく２年生の１クラス（システム類型）を対象に、４月実
施の基本情報技術者試験に向けたe-learnng教材を構築する。

ウ 実践内容
①授業実践の概要

岐阜県総合教育センターのサーバを９月まで利用した。１０月以降は、本校独自の公
開用サーバにシステムを構築して実践を進めた。
②いつでも、どこでも利用できるe-learning教材の提供の概要

家庭でも利用できることを前提に、本校独自のサーバにMoodleを構築して運用した。

［サーバの構成］
ＯＳ Fedoraリリース９
カーネル Linux2.6.25-14.fc9.i686

GNOME 2.22.1
メモリ １Ｇバイト
プロセッサ intel Celeron CPU3.2GHz

［Moodle］
Standard Moodle Packages バージョン 1.9.6

図１ サーバ
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エ．実践内容の詳細について

①教材の作成
Moodle を特別に意識することなく授業展開

ができ、かつ多様な授業形態による指導方法も
可能で、更に学習状況や理解度が管理でき、個
人差に応じた指導も可能になるよう、「授業参
加型のシステム」「学習者自身による管理」の
充実を図った。
(a)教材提示

教科書、及び資格試験の単元ごとに、テキス
トと図表、写真を中心としたオーソドックスな
内容で教材を作成した。なお、作成に当たって
は、オンラインテキストの機能を使用した。

図２ 教材画面
(b)課題レポート

授業内で終えることができなかった内容、実験結果の報告や反省などを、Moodleにア
ップさせレポートを提出させた。なお、作成に当たっては、オンラインテキスト、また
は単一ファイルのアップロードの機能を使用した。
(c)小テスト

授業の進度差（個人差）に合わせた指導ができるよう、また、自宅にいながら授業の
復習ができたり、資格試験の学習を自主的に進められるよう、教科書、及び資格試験の
単元ごとに、小テストを作成した。
(d)アンケート

授業の自己評価、及びMoodleについての意見や提案などを自由記述方式で回答できる
よう、アンケート機能を使用して作成した。

ただ、教材作成に当たって予想以上に時間を費やしたというのが率直な感想である。
特に、(a)教材提示の作成については、ポイントを押さえた内容にする必要がある。ボ
リュームが多すぎると作成する側にとってはもちろん、学習者にとっても負担となる。
②授業実践

・単元目標、本時の授業計画の提示
・「教材」の提示

教師による一方的な提示は最小限にして、Moo
dle上で各自が確認できるようにした。

図３ 単元目標の提示 図４ 「教材」の提示

・単元ごとに授業の復習ができる「小テスト」
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授業の進度差（個人差）に応じた指導ができるよう、「小テスト」を活用した。
理解の早い生徒は、自主的に取り組み、何回でもチャレンジしていた。また、理解
の遅い生徒についても、授業後の個別指導に有効活用ができたほか、課題の指示を
することで何回でも粘り強く学習できていた。また、授業の全体指導においても、
遅進者指導へ配慮する余裕もできた。

図５ 小テスト画面

・授業の振り返り
小テストの結果は各自でその場で確認で

きるので、授業の振り返りに大変有効であ
った。また、授業の自己評価を、Moodleを
使って毎時間実施した。あわせて、授業で
つまずいたところ、疑問点などを率直に報
告させ、質問を受け付けた。限られた時間
であったため、十分なところまではいかな
かったが指導者、学習者ともに、きめ細か
なフィードバックはできた。

・課題の提出
特に、実験実習を行ったときには、その

実験結果と考察などを自宅でじっくりまと
めさせてレポート課題とした。授業があっ
たその日に必ず自宅で復習するよう指導が
できた。

図６ 小テストの確認画面

③いつでも、どこでも利用できるe-learning教材の提供
本校は専門学科「情報科」であり、専門高校として資格試験に向けた学習を積極的に

勧めている。ただし、限られた授業時間内だけでは十分に対応できないことや、部活動
等で放課後十分に指導ができないという現状があり、いつでも、どこでも利用できるe-
learning教材の提供は、本校生徒にとって大変有効であると考えた。

今回は、２年生情報科システム類型で、経済産業省主催の基本情報技術者試験の合格
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を目指す生徒と、同じく２年生情報科ビジネス情報類型で、全国商業高等学校協会主催
の全商情報処理検定試験の合格を目指す生徒を対象に教材提供を行っている。

図７ 資格試験学習教材の画面
オ．成果と課題

①Moodleの活用に対する生徒へのアンケート
率直な感想と意見を知りたいため、記述式によるアンケート調査を行った。その主な

回答は次のとおりである。
質問１ このシステムは使いやすいですか、それとも使いにくいですか答えてください。

また、それぞれの理由も具体的に述べてください。
回答１
・使いやすい どんどんたくさんの問題を解くことができるから。
・使いやすい 特に不自由なところはなかった。
・使いやすい テキストを開かなくていいから気軽に学習できる。
・使いやすい 間違えた問題を見直しできたりするのでいいと思う。ラジオボタンで解答

できたり、図も出てくるのでその点は使いやすい。
・使いやすい テスト形式で学習でき、答えもすぐに確認できるところ。
・使いやすい 記録が残り、練習がしやすい。
・使いやすい ワンクリックだから簡単シンプル。

正解不正解が分かりやすく、問題数がそんなに多くない。
・使いやすい 試験の問題などをそのまま解くことができるから。
・使いやすい 過去の問題ができて、これで復習できるから。
・使いやすい パソコンを利用していろいろな学習や復習ができる。内容が学習だけでな

くさまざまなコンテンツも使えそうだから。
・使いやすい 問題集を開かなくてもできるから。

ただあとは（これを活用するかの）各自のやる気の問題だと思う。
・使いやすい 家でも利用できて、勉強したことが身に付くから。
・使いやすい 書かずに選ぶだけなのでたくさんの問題がこなせる。
・使いやすい 語群からひとつクリックするだけで済むから。
・使いやすい 選択式で、間違えた問題がすぐに分かるから使いやすい。しかし、0.5で

正解とは分かりにくいと思いました。
・使いやすい 自分でシャープペンを持たなくても、パソコンだけで問題解答→答え合わ

せができるのは便利。ただ、過去に間違えた問題だけを集めてもう一回で
きるようなシステムがあったりすると良いと思う。
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・使いやすい 何度も繰り返し問題が解けるから。
・使いやすい 問題を一問ずつ確認することもできるし、一気に確認することもできるか

ら。また、画面の文字が大きいから。
・使いやすい 問題の１問１問の正答が見れるので、分かりやすい。
・使いやすい 直前checkなどがあり、とても役立った。
・使いやすい 見やすさがいいと思います。
・使いやすい この情報科をあげて取り組んでいる検定取得などの面で、強力なサポー

トになると感じました。とくに、基本情報は、少し実際にやってみました
が、過去問題に取り組むことが簡単にできてよかったと思いました。

・使いやすい 一問ずつ送信して回答の確認ができることや、解説がしっかりしていると
ころが特に使いやすいと思いました。

・使いやすい やり方が分かりやすい。それに、答えがすぐ分かって間違いなどが確認が
でき、勉強になる。

・使いやすい 無駄がなくシンプルなデザインのため、非常に見やすくなっている。

・使いにくい いちいちインターネットを開いて、そのうえサイトまで飛んでいかなくて
はいけなく、そこまでいくまでにやる気がなくなるから。

・使いにくい マウスでしかできない。
・使いにくい たまに閲覧できないときがあるので、少し使いにくい。
・使いにくい ログ画面をもっと見やすくわかりやすくして欲しい。また、送信ボタンの

位置が分かりづらく全体的に見にくい。
・使いにくい パスワードがあるから。
・使いにくい 問題を一問ずつ採点できるが、一つ解答するごとに採点すると、問題が解

けるようになったような気分になってしまうので、まとめて採点した方が
いいと思う。

・使いにくい 答えが分かるまで何度も送信しなくてはいけないのが面倒です。
・使いにくい 問題が少ない。
・使いにくい 一回一回ログインしなければならないので手間が掛かり、パスワードやＩ

Ｄを覚えるのも大変です。
・使いにくい 使い方の説明ページを設置すればよいと思います。また、小テストの結果

を保存してしまった際、元の白紙状態に戻せるように、削除ページも加え
てほしい。一度保存すれば、もう上書きしかできなくなってしまう。今の
状態で、その場合の対処の仕方が分からない。

・使いにくい 使いやすい反面、選択式しかないので覚えにくい点もある。実際に書いて
覚えた方がよい問題もあるので、そこも考慮するとよいと思います。
解説などがあればより理解度を高められると思います。

質問２ Moodleを、どのように活用したいですか。又は、こんな活用法ができれば、とい
うアイデアがあれば提案してください。

回答２
・e-learningは便利だと思うが、家のパソコンから利用することがあまりない。すべての

家にインターネットができる環境がそろっているとは限らないけれど、e-learningでの
課題を出されれば家でも学習する習慣がついて利用する機会が増えると思う。

・これまでのように、基本情報技術者試験などの試験勉強を支援することに力を入れてい
けばよいと思う。また、情報に深くかかわる数学などについてもできるとよい。

・ランキング（正答率、回答時間）、グラフ（自分の分野ごとの回答率をグラフ化し、得
意、不得意を把握させる）、質問（各ユーザに質問）・アバター（やる気がでる）。

・試験勉強・検定勉強・大学受験勉強・夏休みの課題。
・全体の回答率や正答率などのデータがあればより実践的な対策が練れると思います。

問題の記号ごとの正解率（例えば、ア４０％ イ３４％など）が表示されればよいと思
いました。

・解答の詳しい説明が表示されているとよいと思う。
・基本情報などの情報処理技術者試験に向けての勉強に活用していきたい。
・基本情報技術者試験の勉強計算問題の解き方を載せてほしいです。
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・外出中でも空いた時間でできるように携帯電話での使用ができると、より便利だと思い
ます。 問題回答の正誤から、苦手であると思われる部分を抽出して表示してくれると
助かります。

・携帯でも使いたい。
・携帯でも閲覧可能になってほしい。
・携帯で使えたら便利。Yahooで単語を調べたら出てきてくれたら嬉しいです。
・携帯で使えればいい。
・携帯でできればいい。問題がいつも同じだからランダムに出題されればいい。
・携帯サイトで使う。
・携帯電話での使用ができるようになるとよりいいと思いました。
・携帯電話でも活用できたらやりやすくなるしどこの場所からでもできると思う。
・携帯電話で使用できるようにすれば、試験直前でも活用でき、より便利になると思う。
・携帯電話の利用を可能にする学校の授業のほかに自宅学習に活用。
・携帯電話もできるようにしてほしい。
・普段使う携帯電話でできるようになるといい。問題別の解答正解率を出して欲しい。
・検定の問題ができればいいと思う。間違えた問題がよく出てくる。
・検定前の学習や日々の学習に活用したい問題も解説を詳しくしてほしい。

（問題集のように） プログラミングの問題やその検定に関する用語集のページも増や
してほしいし、携帯電話でもできたらうれしいと思う。

・検定勉強に活用したいです。授業中の勉強にすごく役に立っている。１回にでてくる問
題数がもう少し多くてもいいと思います。

・検定取得の勉強や、他校での取組など、自分の知識や情報を増やすときに活用したいと
感じました。 まだまだ、問題数や内容を増やして、もっと深く学べるサイトになると
よいと思います。

・検定合格に向けて活用したい。苦手を残しておくと、実際に検定を受験した際に大きな
痛手になると思うので、それを克服するために活用できればいいと思う。苦手な問題（例
えば、何度も間違える問題）を解けるようになるまで何度も出すとか、検定で正答率が
低い問題を出せたらいいなと思いました。

・筆記問題だけでなく実技もできたらいいです。また、間違えた問題に解説がつくと覚え
やすいと思います。

・答え合わせをしたときに、正しい答え以外の選択肢の単語の意味も出ると、たくさん単
語が覚えられると思う。

・自宅学習に活用する。携帯電話などの端末でも使えるのであれば、外出先の移動時間な
どにも学習ができて便利です。

・単元別だけでなく、ジャンル別に見れるといい。
・長期休暇の課題としてどれだけ勉強したかが分かるから、自宅での勉強を中心に使うと

よいと思います。
・間違えた問題について、詳しく説明した文章がでてくる機能があるとよい。検定試験前

に、「これだけは確認しておくべき」ということを教えてくれたり、通学の電車の中で
問題が解けるように、携帯電話でも使えるようにしたい。

・フォーラムなどを活用して、分からないところを教え合えるようなシステムがあるとよ
いと思います。

・ビデオなどの教材もあるとよいと思います。
・小テストにも各単元の要点が書かれたものがあるとよいと思います。

②アンケート結果のまとめ
・短い期間ではあったが、生徒たちはこのシステムの内容をよく理解したようである。
・携帯電話による利用の要望が多かったが、e-learning学習に、それをどう取り上げるの

かは大きな問題である。
・自宅学習での期待が大きい。効果的な活用方法を今後研究していきたい。
・資格試験に向けた学習への活用にも期待が大きい。

③教師の感想と意見
・教材を作り込むのに時間がかかる。時間短縮の方法を研究したい。
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・一度作成した教材は蓄積、編集も自由にできるので長期的な視点で考えれば大変有効な
ツールであると思われる。

・学習履歴や学習成果、進捗度など、様々な観点と角度から分析が可能であり、結果表示
の方法も含め機能が豊富である。数値のみに頼る評価にも限界があるが、学習者の学習
管理機能は大変優れた機能であり、有効活用が期待できる。

・Moodleが万能であるともいえない。それは生徒へのアンケート結果からも見られる。教
育活動全般の中で、このシステムをいかに効果的に活用できるのかが大切である。

④研究のねらいについての達成度
（授業実践）

・Moodleを中心的なツールとして使いつつも、それを意識させない活用方法について
→ 回数を重ねるごとに 特別な意識を払うことなく取り組めるようになっている。

・多様な授業形態による指導方法について
→ 一斉指導、少人数指導、実験実習に関する指導を一通り経験した。やはり少人数

指導（各自のペースに合わせた指導）などに向いていると実感した。
一斉指導の場合、全体指導と個別指導との兼ね合いが難しい。

・学習状況や理解度の管理について、また個人差に応じた指導方法について
→ 学習管理機能は大変優れていると実感した。信頼をもって取り組める。特に生徒

の普段の家庭学習の状況が手にとってみることができた。
個別学習においても大変有効であるが、教員による一人一人のチェックについて
は時間がかかり課題である。

（いつでも、どこでも利用できるe-learning教材の提供）
・家庭学習におけるe-learning教材（宿題）の提供について

→ このシステムを導入して家庭学習の習慣は身に付いてきたと実感する。課題など
も意欲的取り組んでいた。新たな発見としては、学習履歴や学習管理機能により、
生徒の家庭学習の状況を詳しく知ることができたことである。

・遅進者への指導について
→ 各自のペースに合わせて学習できるため、従来より前向きに取り組めている。

今後は、フォーラムなどの機能を活用するなど、このシステムの更なる有効活用
を図っていきたい。

・資格試験の合格に向けた教材提供の在り方について
→ 資格試験自体には前向きに取り組む生徒が多く、このシステムに対する要望も多

く、様々な指摘があった。今後も改良と工夫を重ねて、学科全体で取り組める教
材を充実させ、活用方法を研究していきたい。
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（２）岐阜県立不破高等学校における実践

ア 概要とねらい
授業支援システム（NEC i-Collabo.LMS）は生徒の個人情報を分散させずに一元的に管

理できる、教員が使いやすい機能やインターフェイスを持っているシステムで、授業の効
率化を支援するために導入された。具体的には、対面授業、オンデマンド学習、ブレンデ
ィング型（協調）学習等に利用できる機能をもっている。（図８）

○ 小テストや掲示板、ﾚｽﾎﾟﾝｽｱﾅﾗｲｻﾞを利用して参加型授業を実現

対面授業 ○ 授業中に生徒の理解度を把握して、柔軟に授業を進めることが可能

○ 出席管理

オンデマンド型学習 ○ 講義コンテンツの再生、小テストを利用して自学自習をサポート

○ いつでも、どこでも学習可能

ブレンディング型学習 ○ 授業ごとに各回専用の掲示板作成可能

○ レポート公開による生徒相互の評価コメント付与

○ コミュニケーションを重視し学び合う授業を実現

図８ 授業支援システム

本校では、NEC i-Collabo.LMSの対面型授業を補完する機能を活用して、情報Ｃの授業
で効果的に使用できないかを検証することをねらい、授業実践を行った。

イ 研究計画
①NEC i-Collabo.LMSの管理者設定（「学習コース」と「利用者」・「学習者」）を登録す

る。その際、学校間総合ネットヘルプサポートデスクに登録名簿とID・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ等を
メール配信し、登録してもらう。

②NEC i-Collabo.LMSの「ヘルプ」内の「教員用操作説明書」を参照し、操作方法や
機能を確認する。操作上不明な点があれば、学校間総合ネットヘルプサポートデス
クに問い合わせ、アドバイスをいただく。

③授業に合わせたシステムを構築し、授業実践を行う。
科目・対象生徒：情報Ｃ（選択科目）・３年生（１講座、26名）
単元名：「点字や手話から学ぶ情報」
目 標：

・点字や手話の仕組みを学び、これらを利用した情報保障についての知識や技術
を理解する。

・手話について学習してきた成果をまとめる。
学習活動：

・文字コードや点字の仕組みを理解し、文字をビットで表すことを通して、数値
で「文字を表すこと」と「通信できること」を学ぶ。

・ネットワークの基本技術である層（レイヤー）分けを、点字と手話を利用して
体験し、その仕組みを学ぶ。

・視覚情報の本質（らしさ）を見抜いて、情報を伝えることの大切さを学ぶ。
・手話の意味について考えさせ、自己紹介程度の簡単な内容を手話で表せるよう

にする。また、インターネットで調べた「なるほど手話」の中から、イラスト
又はアニメーションを使って「手話」を作成する。

・作成した「手話」を発表し合い、全員で相互評価をし合う。
・情報格差のない社会を目指すために、情報保障に対する意識を高め、その方法

を習得する。具体例として、「要約筆記」の体験を通して、文章の意味を理解
し、それを正しく伝えることを学ぶ。

④授業での活用方法と評価方法について検証する。
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ウ 実践内容
①NEC i-Collabo.LMSの利用

資料提示とともに授業の流れを分かりやすく表示できる。講義一覧から、ワンクリッ
クで講義課題・教材を参照したり、レポートを提出したりすることができる。（図９）

図９ i-Collabo.LMSの画面

ログイン お知らせ及び科目一覧

講義一覧

レポート

アンケート

小テスト

課題の参照
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②配付資料の活用
学習者用講義一覧の「課題を参照する」ボタンをクリックすると、教員から提示され

た学習課題や講義資料の参照・ダウンロードが行える。（図１０）

図１０ 学習者用講義一覧画面

また、配付資料がＨＴＭＬファイルであれば、「ファイルのダウンロード」画面が
表示されずに直接内容を確認することができる。担当者用講義一覧の「簡易ＨＴＭＬ
作成管理」から簡単にＨＴＭＬファイルを作成することができる。（図１１）

図１１ 担当者用講義一覧からの簡易ＨＴＭＬ作成

講義一覧

配付資料の参照やダウンロード

講義コンテンツ受講

・・・欠席時等の自習や繰り返し学習

講義受講や小テストへの回答を行うために

前提となる学習条件を設定できる

学習コンテンツはＵＲＬを指定してブラウザで

動作するものであれば登録が可能。

小テストで合格点をクリアした場合に

次の 講義に進むことができる。
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③レポートの活用
学習者用講義一覧にあるレポートの「実施する」をクリックして、「レポート提出」

画面を開き、課題を確認し、参考ファイルをダウンロードする。(図１２）
参考ファイルには、「メモ帳」、「Word」、「Excel」、「PowerPoint」、「一太郎」、「Acrob

at」等が利用できる。（図１３）

図１２ レポート提出内容の確認 図１３ Excelで作成したレポート

ダウンロードした参考ファイルへ課題内容を入力後、上書き保存する。そして、「レ
ポート提出」画面を開き、上書き保存したレポートファイルを提出する。提出後にレポ
ート一覧で提出状況が確認できる。（図１４）

図１４ レポート提出状況の確認

教師側で参考ファイルを作成する場合、事前に図１３の教材を作成し、担当者用講義
一覧の「レポート管理」から登録設定を行う。（図１５）

図１５ レポート管理から登録設定

生徒から提出されたレポートを確認する場合、担当者用講義一覧のレポート「一覧」
ボタンをクリックし、「レポート詳細検索」より提出されたレポートを確認し、素点を
入力し、成績として管理することができる。（図１６）
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図１６ 生徒から提出されたレポートを確認

④小テストの活用
学習の流れによって小テストを実施することができる。学習者用講義一覧にある小テ

ストの「実施する」をクリックして、「小テスト実施」画面（図１７)を開き、解答を
入力する。

入力後、「解答する」をクリックすると採点結果、解答や解説、実施状況が確認でき、
自己学習に役立つ。（図１８)

図１７ 小テストの実施

図１８ 小テスト一覧で実施状況を確認

小テストを作成する場合、担当者用講義一覧の「小テスト管理」から「新規に作成
する」をクリックし、図１７ の小テストを作成することができる。（図１９）

また、設問の形式は、択一、複数選択、穴埋め、自由記述の４種類ある。

図１９ 小テスト管理から小テストを作成

生徒が実施した小テストから内容の理解度を分析する場合、担当者用講義一覧の小テ
スト「採点」→「小テスト結果一覧」→「小テスト集計」より確認することができる。

（図２０）
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図２０ 自動集計で理解度分析

⑤アンケートの活用
学習者用講義一覧にあるアンケートの「実施する」をクリックして、「アンケート

実施」画面（図２１)を開き、アンケートに回答する。
また、「アンケート一覧」画面（図２２)を開き、個々の回答状況や公開された集

計結果であれば確認することができる。

図２１ アンケートの実施

図２２ アンケート一覧で実施状況を確認

アンケートを作成する場合、担当者用講義一覧の「アンケート管理」から「新規
に作成する」をクリックし、図２１のアンケートを作成することができる。（図２３）
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図２３ アンケート管理からアンケートを作成

アンケートの回答結果を集計することができる。（図２４）

図２４ アンケートの集計
⑥出席管理の活用

担当者用講義一覧の「タイトル」→「授業形態」を「ライブ授業」に設定すること
により、出席登録を行うことができる。（図２５）

また、担当者用講義一覧の「受講状況」→「確認」から、その授業の出欠確認がで
きる。（図２６）

図２５ 出席登録
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図２６ 出席状況の確認

⑦レスポンスアナライザの活用
ライブ授業において、受講している生徒の意見をその場で確認することができる。

担当者用講義一覧の「レスポンスアナライザ管理」→「レスポンスアナライザ利用」
から、五つまでの選択肢による意見収集を行い、その集計を行う。（図２７）

図２７ レスポンスアナライザによる即時集計

エ 成果と課題
①成果

・アンケート機能を利用して生徒による授業評価を行った結果、学習コンテンツを
使った授業を94％の生徒が『良い』と答えている。生徒にとっては、新しい情報
システムであったが操作もそれほど難しくなく、「ログイン」→「出席」→「課
題を参照」→「レポート」→「小テスト」→「アンケート」といった流れがつかめ、
授業にも興味をもって取り組む姿が見られた。

・ペースの速い生徒は自分のペースでどんどん進んでいけたり、苦手意識をもって
いる生徒は、反復してコンテンツを利用できる。自分のペースや達成度に応じて
学習を進めることができた。

・教員側から見ると、アンケートやレスポンスアナライザを利用することにより、
生徒個々の学習の進捗状況の把握や、理解度を測る小テストの実施が簡単に行え
るようになった。

②課題
・NEC i-Collabo.LMSを利用することにより、対面型授業を補完する機能の活用方
法を探ることができた。しかし、学習コンテンツの作成の工数が大きいことや、
生徒相互間・教師対生徒などのコミュニケーションをする電子掲示板の利用、評
価方法の内容を研究するまでには時間が足らなかった。また、授業支援システム
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の特長である対面授業の他に、オンデマンド学習やブレンディング型（協調）学
習を利用するには、長期的な実践が必要である。

・NEC i-Collabo.LMSの機能を、「ヘルプ」内の「教員用操作説明書」を参照しな
がら確認していく中で、若干の相違があり、本来なら利用できる機能が使えなか
ったことは残念であったが、大学や専門学校等で運用されている実績があるので、
本格的な導入を期待したい。

・今回、生徒の学習データは教育センターのサーバを利用させていただいているが、
年間を通してシステムを組んだ場合、生徒一人分のデータ量がかなり大きくなる
と考えられる。各学校でサーバを準備してシステムを運用していくことになれば、
サーバの容量やデータの管理、メンテナンス、ＳＥの配備等を各学校でどこまで
できるのか心配である。

オ 最後に
今回「NEC i-Collabo.LMS」を利用させていただく機会を与えられ、操作上不明な点に

ついて、学校間総合ネットのヘルプサポートデスクから適切なアドバイスをいただくこと
ができたことに大変感謝している。
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（３）岐阜県立池田高等学校における実践

ア 概要とねらい
e-learningシステムであるMoodleの利用機会を得ることができたため、有効な利用方法

と期待できる効果について模索し、実践授業を行う。
①本校の現状及び抱えている問題

本校は、１学年４クラス規模、教科の教員数２８名である。情報は２年生で「情報Ａ」
４クラス、３年生で選択により「情報Ｃ」２クラスの計１２単位であり、いずれの授業
もＴＴで行っている。

ＴＴの主担当は情報の免許を持つもの２名でそれぞれＡ・Ｃの各科目を担当している
が、いずれも他教科（数学・理科）と掛け持ちであり専任ではない。ＴＴの副担当は現
在３名（地歴公民・芸術・家庭）で担当しており、３名とも免許は持っていない。また、
ＴＴの主担当は免許を持つものに固定されているが、ＴＴの副担当は年度ごとに担当す
る教科が異なるため担当者も固定されておらず、担当者自身のスキルも安定していない。
(a)生徒個々の学習速度差の問題

情報Ａは２年生で履修しているが、本校では生徒間における機器及びアプリケーショ
ンの利用能力の差が大きく、この差を縮めるためにワープロ・表計算・プレゼンテーシ
ョンなど各アプリケーションの利用練習に年間時数の多くの割合を費やさざるを得ない
状況である。しかし、すべての生徒が十分満足のいく程度に達するまでには、多くの時
間が必要となり、能力の高い生徒が暇を持て余したり十分に能力を発揮する場を持てな
かったりする傾向にある。
(b)評価の問題

私の担当する２年生の情報Ａにおいて、機器及びアプリケーションの利用練習の期間
はＴＴの主担当がスクリーン画面上で説明及び授業進行を行い、ＴＴの副担当が個々の
生徒に対応している。教室内の配置の問題ではあるが、ＴＴの主担当からは各生徒の画
面及び活動状況を把握しづらく、ＴＴの副担当においても個々の対応を行っているため
各生徒の状況を把握することは難しい。したがって現状では１時間ごとに課題を与え、
その達成具合を評価の一部にしている。しかし、多くの生徒に満足感や達成感を与える
ために十分な時間を取って課題に取り組ませているので、多数の生徒が課題を解決し、
評価に差をつけにくい。
(c)ＴＴの問題

上記のように、ＴＴの副担当が毎年のように変わり担当者のスキルが安定しないし、
前年度に実施した内容が積み重ねられないため、副担当の立場から授業を改善しにくい。
だから、毎年同じように担当者ごとの事前説明と細かい打ち合わせを行う必要が生じる。

②本研究のねらい
今までに、e-learning、LMS、CMSなどの用語は耳にしたり、画面を目にしたりしたこ

とはあるが、実際にこのようなシステムを自分の授業で利用する機会はなかった。今回、
本事業によりMoodleを利用する機会を与えられ、どのようなことができ、どのような活
用方法があるのかを探りたい。

上記①の問題は、本校だけではなく多くの学校において抱えている問題だと考えられ
る。Moodleを活用することによりこれらの問題に少しでも対応できないかと考え、どの
ように問題を軽減できるのかを探りたい。

イ 研究計画
Moodleには様々な機能があるが、本年度は担当者が初めての経験であり、全くの知識が

ないので、まず使ってみる程度から始めていきたいと考え、以下のように計画した。
①機能の探求

Moodleで何ができ、何ができないのかを知るところから始める。そのためには、とり
あえず何らかの教材を試作してみる。
②授業での試行・実践

生徒に情報システムを利用させるためにはまず慣れさせなくてはならない。ログイン
することからはじめ、試作した教材を使用して、授業を行い検証する。
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ウ 実践内容
生徒用ユーザーは、１クラス分が与えられているため、２年生｢情報Ａ｣を４組(文系習

熟２０名)・５組(理系習熟２０名)の合併クラス(４０名)にて行う。
①生徒ログイン練習
(a)ログイン

生徒用ユーザー名はikeda001～ikeda050となっているため、４組生徒は001～020、５
組生徒は021～040としたが、生徒の戸惑いはなかったようである。いつもと異なる授業
形態に期待している様子であった。
(b)ユーザープロファイルの編集

システムに親しみを持たせるため、プロファイルの編集を行わせた。国はどこでもよ
いことにした。

図２８ ユーザー名及び氏名等の一覧

図２９ 生徒プロファイル内容

②利用練習
(a)アンケート機能の利用

夏季休業後最初の授業でもあったため、夏休みの思い出に一言ずつコメントを書かせ、
生徒に公開した。アンケート機能を利用することにより、生徒のコメントをすぐにスク
リーンに表示することができた。
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図３０ アンケート画面

図３１ アンケート結果画面

(b)ファイル提出
「夏休みの思い出」と題し

てワードで絵日記を作成し、
Moodleにアップロードする。

図３２ アップロード画面

ファイル提出と提出時間の確認が
できる。

図３３ 教師用ファイル確認画面

提出されたファイルには、コメントと評点を入力してフィードバックすることができ、
生徒の興味・関心を喚起するとともに、提出時間等を含めて評価に生かすことができる。

ファイルサーバの個人フォルダを探す必要や、共通の提出先にファイル名を番号など
で指定して保存させる必要がなく、生徒の提出したファイルは、Moodleから確認できる
ので、提出する側にも、確認する側にとっても有り難い。



- 23 -

図３４ 評価記入画面

図３５ 生徒提出ファイル

①のログイン練習からそのまま１時間で上記の
作業を行ったが、戸惑う生徒もほとんどなく、簡
単な指示で全ての生徒がアンケート入力からファ
イル提出までたどり着くことができた。

アンケート入力とその結果表示については、生
徒は日頃からインターネットや携帯電話での同様
の入力に慣れているようであり、何の指示も必要
はなかった。提出されたファイルは教員用の画面
から提出の有無から提出時間まで確認することが
できる。さらに、生徒一覧から提出ファイルを直
接開き、評価やコメントを入力することができる。
これらは生徒にフィードバックすることができ、
生徒の興味・関心を喚起することが期待できる。

なお、通常本校ではファイル提出は生徒の個人
フォルダにそのまま保存するか、共通のフォルダ
に保存する方法をとっているが、ファイル確認の
時、前者の場合は全生徒の個人フォルダを回らな
くてはならないし、後者の場合は生徒同士で上書
きしないようにファイル名に出席番号を入れさせ
るなどの手間が必要である。また、本校では間違
ったファイル名を付けてしまう生徒もおり、その
場合は探し出すのが一苦労である。しかし、Mood
leのファイル提出機能を用いれば課題ごと、生徒
ごとに一覧でファイルが表示され、ファイル名や
保存場所を気にする必要がなくなる。

図３６ 解凍ファイルのフォルダ構造
なお、提出された課題は、「全ての課題をダウンロードする」ボタンによりZipファイ

ルに圧縮されダウンロードされる。圧縮ファイルのフォルダ構造は図３６のようにユーザ
ーごとのフォルダに分けられている。

③実践授業
今回の実践報告において、授業単元を「情報収集･発信の問題点」とし、その導入とし

て｢日常での利用実態の分析｣をMoodleのアンケート機能を用いて行うこととした。その理
由としては次のとおりである。

本来この単元の内容に関してはインターネットを利用し始める初期に行うべきものであ
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るが、本校では情報Ａが２年生で履修されている。したがって生徒はこれらを学習するこ
となく携帯電話を含めてインターネットを日常的に利用しているため、その実態を把握し、
生徒にもそれを知らせ考えさせる必要がある。しかし、そのためには「調査」→「集計」
→｢公開｣と作業の手間と時間がかかっていた。

Moodleを研究する中で、あまりにも機能が多いこと、その機能をすべて使いこなすには
膨大な労力と時間が必要であることが分かった。しかし、それらの機能をすべて知り尽く
してからMoodleを導入するのではなく、生徒へのフィードバックまで含めて最も簡単と思
われる機能を使うことから始めてみたいと考えた。

(a)アンケート作成
今回のアンケートはすべて｢匿名｣での回答とした

が、個々の回答内容によって評価をする場合などは
回答者を記録することもできる。また、回答方法は、
「Yes・No」｢ラジオボタン｣｢チェックボックス｣「テ
キストボックス」等、基本的な方法を使用すること
ができる。それらを使い分けながら、図３７のよう
に作成した。

(b)アンケート内容
図３７ アンケート一覧

アンケート内容は、できるだけ記述にならないよう、また｢その他｣の回答にならないよ
うに工夫する必要がある。記述では、まったく同じ内容の記述にならないと全て異なる回
答と見なされてしまうため、数値、割合としての集計ができなくなる。

図３８ アンケート内容の一部

図３９ アンケート結果の一部

(c)授業進行
授業進行は、すべてアンケート一つごとに区切りながら進行した。

図３９のように、瞬時に集計結果を提示できるため、全員の回答終了を見計らって生徒に
提示し、項目毎に考察しながら進めることができた。

なお、今回は匿名としたが、匿名としなければ個々の生徒がどのような回答をしたのか
をすべてチェックすることも可能である。

(d)生徒の様子
今回はアンケート数が多くなりすぎてしまったため、感想を書けた生徒は一部となって

しまった。



- 25 -

図４０ 生徒の感想の一部

エ 成果と課題
①抱えている問題への効果

今回 Moodle を使用するに当たり、Moodle の使用に関する知識、技術があまりなく
ても比較的容易に扱える機能のみを利用して実践を行った。そのため、先に述べたよう
な問題の解決策としては不十分なものであったが、少しでも効果の認められることにつ
いて検証したい。

(a)生徒個々の学習速度差と評価への対応
このことについては、本来は課題を提供する機能も用いて検証すべきであるが、生徒の

練習として行ったファイル提出機能で考えたい。
課題を評価に利用する場合、得点が分散する考査や小テストのようにはいかない。本校

では生徒の満足度を保つためにも多くの生徒がやり終えるだけの時間を用意しているた
め、多くの生徒が満点を取ってしまうからである。しかし、Moodle に課題を提出させる
ことにより、提出された時間が記録され速さの部分を評価に入れることが可能になる。
(b)ＴＴの副担当が毎年入れ替わることへの対応
Moodle を利用した授業を行うに当たって、ＴＴの副担当が事前にページを確認し、授

業のイメージをつかんでもらうことができ、打ち合わせの時間を短縮することができた。
もちろん今回は１・２時間だけのことであるが、これを年間にわたって蓄積していくこと
により、打ち合わせに関する問題の多くを解決できると見込まれる。また、事前に授業内
容を体験することにより、ＴＴの副担当のスキルアップも期待できる。

また、Moodle のコミュニケーション機能を利用することにより、ＴＴの副担当から見
た授業の改善点などを蓄積し、次年度に生かすことができる。

②アンケート機能を利用して
(a)教材作成

今回利用した機能は、課題提出機能も含めて極めて簡単であり、多くの部分で直感的に
作成することができた。この操作性であれば特別な研修などを設けることなく広く普及さ
せることが可能であると感じた。慣れさえすれば、プリント等を生徒人数分印刷すること
に比べて手間が省けると感じる。
(b)集計および提供

アンケートを紙ベースで行うことは非常に手間がかかる。集計はもちろんのこと、記入
が不十分な場合もある。Moodle では、回答ごとに必須を設定することができるため、生
徒のミスによる記入漏れがなくなり、より正確な回答が得られる。

また、集計して後日結果を公表するのではなく、その場で生徒に結果を見せることがで
きるため、今まさに自分の答えた内容と全体との比較ができ、生徒は大変興味をもつこと
ができたようである。

③今後の課題
今回は、ごく限られた機能のみの利用であったし、単発的な授業展開であった。今後は、

多くの機能を用いた恒常的な利用方法を検討しながら実施し、本校が抱える問題点へどの
ように対応できていくのか、また生徒の学習に対してどのような効果が表れてくるのかを
検証をしていきたい。
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（４）岐阜県立関有知高等学校における実践

ア 概要とねらい
本校では、Moodleの機能を情報Ａの授業で効果的に利用できないかについて検証するこ

とにした。具体的実践として、
①学習教材の作成と利用
②小テストの利用

の二つを考えた。
①では、具体的な題材として、「Ｗｅｂページの制作」を取り上げた。１年間の総まと

めとして位置付ける実習で、ホームページビルダーを用いて制作を行う。例年ソフトウェ
アの利用方法の習得に時間がかかり、しっかり考えられたＷｅｂページの制作ができない
でいた。そこで、この実習にMoodleを取り入れることで、授業の効率化と内容の定着、評
価方法の改善ができないかについて検証した。②では、Moodleを取り入れることで、情報
セキュリティに対する意識を高めるとともに、授業改善につなげられないかについて検証
した。

イ 研究計画
本校では、普通科１年生２クラスが「情報Ａ」、理数科２年生１クラスが「情報Ｂ」、

生活福祉科１年生が代替科目「家庭情報処理」を履修している。今回は、普通科１年生１
クラス（３７名）で「情報Ａ」について研究を行った。

①学習教材の作成と提示（Moodleを利用した授業展開、教材開発）
６月～１０月 シラバスの提示、実習「Ｗｅｂページの制作」の学習教材の作成
１１月～１月 Moodleを利用した授業実践

②小テストの利用
６月～ ８月 小テスト用の問題作成
９月～ １月 小テストの実施

ウ 実践内容
シラバスの公開、課題の提示及び提出、授業資料の提示、授業評価、小テストの実施を

行った。Moodleを利用するに当たって、誰でも簡単に利用できることを考慮して、４つの
機能に絞って利用した。

①学習教材の作成と利用
シラバスの公開では、リソースの「ファイルまたはウェブサイトにリンクする」機能を

利用した。４月に各授業で利用したシラバスをそのままＰＤＦ形式に変換して、メニュー
画面の一番上（図４１）に配置して、いつでも見られるように設定した。

図４１

授業資料の提示では、リソースの「Ｗｅｂページを作成する」機能を利用した。教科書
には載っていないが、理解しておきたい実践的な内容を多く取り入れることで、興味・関
心をもたせるようにした。興味がもてずに集中できないでいた生徒も、次第に夢中になる
ことが多かった。
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課題の提示及び提出については、「活動」の「小テスト」機能を利用すること（図４２
の①）で解答の点数化、評価へつなげることを考えた。どれだけ内容を理解したかを測る
方法として活用した。しかし、正しい答えを見付けることだけに目を向け、授業内容を深
く考えない状況が生徒たちの中に生まれた。このため、活用すること（他の生徒がどんな
ことを考えているのかをその場で提示することで、再考のきっかけとする。）に重点を置
き、途中から活動の「フィードバック」機能を利用すること（図４２の②、図４３）にし
た。

図４２

図４３

授業評価については、活動の「投票」機能の利用が一般的であるが、誰でも簡単に利用
できることを考慮して、課題の提示及び提出でも利用した活動の「フィードバック」機能

①→

②→



- 28 -

を用いた。どちらの機能も自動的に集計ができ、各生徒がどの項目に回答したのかも確認
できるので、理解できなかった生徒への事後指導や授業改善へつなげることができる（図
４４）。回答状況や集計結果はエクセル形式（図４５）でエクスポートが可能である。

図４４

図４５

②小テストの利用
小テストでは、活動の「小テスト」機能を利用した。生徒が自発的にMoodleを活用する

ように誘導するために、毎時間の始めにログインし、小テストを行った（図４６）。内容
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は情報セキュリティに関する問題で、１時間に１題のペースで解答させた。本校の生徒に
とって、情報セキュリティに関する学習は、単元での指導だけでは定着が難しい内容であ
る。したがって、年間を通じて学習する必要があると考える。口頭での説明や紙面での確
認テストより関心をもって取り組むことができた。○×問題であったので生徒にとって考
えやすく、１０点（正解点）を取るために一生懸命考えている姿が多く見られた。

図４６

「小テスト」機能を用いると、解答後すぐに正解を確認することができ、点数も表示さ
れる。さらにフィードバックとして、コメントを載せることができる（図４７）。コメン
トの内容については、やさしく分かりやすい表現を心掛けた。この機能を利用することで、
情報セキュリティに対する意識をより高めることができると考えた。

図４７

また、「小テスト」機能の集計機能は強力で、毎時間のテスト結果（図４８）を自動的
にまとめてくれる。集計結果はエクセル形式にエクスポートできる（図４９）。二次利用
として、欠席した授業の回数及び月日の確認にも利用した。毎時間の小テスト実施時には、
リアルタイムでテスト結果を把握することができる（図５０）。集中していない生徒に直
接指示を出したり、質問を受けやすくすることができた。
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図４８

図４９

図５０

エ 考察
①学習教材の作成と利用
シラバスについては、年度初めに製本したものを生徒一人一人に配付し、全科目で授業

説明に利用している。一度見て片付けるとほとんど利用しない。しかし、コンピュータ上
にあると、いつでもクリックするだけですぐに見られるのが利点である。授業内でも次の
単元に進むとき、生徒自身で学習内容を確認することができる。単なる掲載だけにとどま
らず、途中で変更が必要な場合にすぐ反映できる。
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授業資料の提示について、紙面での教材の学習だけでは単調になりかねないが、Moodle
を利用した学習では多くのウェブサイトを利用でき、活動が立体的となり生徒の興味を喚
起する。教科書や学習ノートより見やすくて分かりやすいというコメントのほかに、

・ウェブサイトについて完璧に覚える必要がなくて、びっくりしたしホッとした。自分
でもできるかもと思った。

・ウェブサイト制作で配色や画像処理をやってみたいと思った。
・色の組合せを考えるのが楽しかった。色彩士検定４級を受けてみました。落ちたけど

・・・。
・普段見る画像も様々な手間が掛かっているんだと分かった。画像を見る目がちょっと

変わった。
等、一生懸命取り組んでいた。自分の興味が学習内容と異なることもあるが、自ら考えて
学習する姿勢が見られ、作成にも専門的な技術を必要としなかったので、動機付けに十分
利用できる。今回の授業資料はＷｅｂ形式で作成したが、誰でも簡単に作成できるという
ことを考えると、シラバスのようなＰＤＦ形式にして利用することを勧める。手書きのノ
ートでもスキャナで取り込み、ＰＤＦ形式することで立派な資料となる。

授業資料の内容については、Moodleの効果を探るため、やや多めの量（４資料編（１）
学習指導案参照）に設定した。講義内容の理解度については、毎時間の自己評価の中で、
理解できたとだいたい理解できたがそれぞれ５５％、４２％であった。５段階評価では４．
５であった（表２）。

授業内容は理解できましたか。授業内容は理解できましたか。授業内容は理解できましたか。授業内容は理解できましたか。 12/03 12/08 12/10 12/15 12/22 割合
理解できた。 (5)理解できた。 (5)理解できた。 (5)理解できた。 (5) 8 21 23 19 21 55%
だいたい理解できた。 (4)だいたい理解できた。 (4)だいたい理解できた。 (4)だいたい理解できた。 (4) 20 14 10 12 14 42%
あまり理解できなかった。 (2)あまり理解できなかった。 (2)あまり理解できなかった。 (2)あまり理解できなかった。 (2) 1 0 0 2 0 2%
理解できなかった。 (1)理解できなかった。 (1)理解できなかった。 (1)理解できなかった。 (1) 2 0 0 0 0 1%
評価平均評価平均評価平均評価平均 4 4.6 4.7 4.5 4.6 4.54 4.6 4.7 4.5 4.6 4.54 4.6 4.7 4.5 4.6 4.54 4.6 4.7 4.5 4.6 4.5

表２

また、対面授業と比較した理解のしやすさに関する問いに対しては、「理解しやすい」
の３８％と「やや理解しやすい」の４３％を合わせると、８１%に達している（表３）。
すなわち内容が多いにもかかわらず、理解しやすいと感じた生徒が多かったといえる。１
回の授業当たりの見直し回数も２回が最も多く、３回以上でも４０％という高い割合を示
している（表４）。生徒の多くが繰り返し確認することで内容の理解を深めようとしてい
ることが伺え、前向きに授業に取り組もうとしていたといえる。

普通の授業と比較するとど普通の授業と比較するとど普通の授業と比較するとど普通の授業と比較するとど 人数 割合 １回の授業で何回資料を確１回の授業で何回資料を確１回の授業で何回資料を確１回の授業で何回資料を確 人数 割合
うですか。 認しましたか。うですか。 認しましたか。うですか。 認しましたか。うですか。 認しましたか。
理解しやすい理解しやすい理解しやすい理解しやすい 14 38% ４回以上４回以上４回以上４回以上 6 16%
やや理解しやすいやや理解しやすいやや理解しやすいやや理解しやすい 16 43% ３回３回３回３回 9 24%
同程度同程度同程度同程度 7 19% ２回２回２回２回 18 49%
やや理解しづらいやや理解しづらいやや理解しづらいやや理解しづらい 0 0% １回１回１回１回 4 11%
理解しづらい理解しづらい理解しづらい理解しづらい 0 0% ０回０回０回０回 0 0%

表３ 表４

課題の提示及び提出については、「練習問題」＝「理解度」と考え、解答の点数化を図
ったが、生徒の中には面倒なことは避けたいという意識があり、正しい答えを見付けるこ
とだけに目を向け、授業内容を深く考えない状況が生まれた。授業参観していただいた先
生方からいただいた「双方向性のある情報システムをもっと効果的に利用すした方がよい
のでは」との助言から、生徒の解答を表示し、そこからさらに考えるような工夫を行った
結果、授業に対して前向きに取り組めるようになったと実感できた。

授業評価については、毎時間の終了時にMoodle内でアンケート形式の授業評価を行った。
プリント等を利用した評価と比較して、見かけ上の相手が人間ではなくコンピュータなの
で、正直に回答しやすいことが挙げられる。内容等については、生徒同士の相互評価や教
員の評価を加えることも考えたが、授業の雰囲気が重たくなったり、生徒の負担感が増し
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たりすること、管理が複雑になること等を避けるため、今回は五つの項目に絞り、実施し
た（表５）。

１．授業内容は理解できましたか。１．授業内容は理解できましたか。１．授業内容は理解できましたか。１．授業内容は理解できましたか。
理解できた。(5) だいたい理解でき あまり理解できな 理解できなかっ理解できた。(5) だいたい理解でき あまり理解できな 理解できなかっ理解できた。(5) だいたい理解でき あまり理解できな 理解できなかっ理解できた。(5) だいたい理解でき あまり理解できな 理解できなかっ 評価平均評価平均評価平均評価平均

た。(4) かった。(2) た。(1)た。(4) かった。(2) た。(1)た。(4) かった。(2) た。(1)た。(4) かった。(2) た。(1)
92(55%) 70(42%) 3(2%) 2(1%) 4.54.54.54.5

２．授業に集中できましたか。２．授業に集中できましたか。２．授業に集中できましたか。２．授業に集中できましたか。
集中できた。(5) だいたい集中して あまり集中できな 集中できなかっ集中できた。(5) だいたい集中して あまり集中できな 集中できなかっ集中できた。(5) だいたい集中して あまり集中できな 集中できなかっ集中できた。(5) だいたい集中して あまり集中できな 集中できなかっ 評価平均評価平均評価平均評価平均

いた。(4) かった。(2) た。(1)いた。(4) かった。(2) た。(1)いた。(4) かった。(2) た。(1)いた。(4) かった。(2) た。(1)
103(62%) 59(35%) 5(3%) 0(0%) 4.64.64.64.6

３．正しい身だしなみで授業を受けましたか。３．正しい身だしなみで授業を受けましたか。３．正しい身だしなみで授業を受けましたか。３．正しい身だしなみで授業を受けましたか。
第1ボタン、ネクタイ・ 途中で身だしなみが崩れ きちんとできませんでし第1ボタン、ネクタイ・ 途中で身だしなみが崩れ きちんとできませんでし第1ボタン、ネクタイ・ 途中で身だしなみが崩れ きちんとできませんでし第1ボタン、ネクタイ・ 途中で身だしなみが崩れ きちんとできませんでし 評価平均評価平均評価平均評価平均
リボンリボンリボンリボン、、、、スカートなどスカートなどスカートなどスカートなど、、、、 ました。(2) た。(1)ました。(2) た。(1)ました。(2) た。(1)ました。(2) た。(1)
完璧でした。(5)完璧でした。(5)完璧でした。(5)完璧でした。(5)

124(74%) 37(22%) 6(4%) 4.24.24.24.2
４．遅刻しませんでしたか。４．遅刻しませんでしたか。４．遅刻しませんでしたか。４．遅刻しませんでしたか。
遅刻しませんでした。(5) 遅刻しました。(1)遅刻しませんでした。(5) 遅刻しました。(1)遅刻しませんでした。(5) 遅刻しました。(1)遅刻しませんでした。(5) 遅刻しました。(1) 評価平均評価平均評価平均評価平均

156(93%) 11(7%) 4.74.74.74.7
５．興味がもてた内容は何でしたか。５．興味がもてた内容は何でしたか。５．興味がもてた内容は何でしたか。５．興味がもてた内容は何でしたか。
・早く他の人に見てもらえるホームページを作れるようにしたい。
・ホームページを作るにあたって、必要な知識と、別に知らなくても大丈夫な知識が

あることに興味もった。
・その他多数

表５

項目１、２、５については、一般的な理解度を測る評価として、参考程度に利用した。授
業改善を目的とした今回の評価では、項目３、４について重要視した。

本校では、授業開始時に身だしなみの確認を行い、授業規律の確保を行っている。項目
３については、毎回評価させている。口頭での指示と比較して、始業前に第１ボタンを掛
ける者が増えた。項目４は、授業の遅刻防止を徹底させるため、設定した。生徒が異なる
ため単純に比較はできないが、不注意による遅刻の数は、昨年に比べて３分の１以下に減
少した。実習時間や授業規律の確保という点で一定の効果が表れたといえる。

②小テストの利用
実際に毎時間の小テストを行って、感じた点を幾つか挙げてみる。
生徒にとって、自分の意見が正しいかどうかがすぐに分かることやフィードバックで補

足してもらえることは重要で、諦めないで考えようとする姿勢が生まれた。更に、具体的
な事例を挙げることで自分のこととして考えられるようになった。教室移動では、チャイ
ムが鳴る前に教室に入ればよいと考えていたものがほとんどであったが、休み時間の間に
来て、小テストに解答する者が増えた。

ブラウザの更新ボタンをクリックすれば、テスト結果もリアルタイムに把握できる。集
中していない生徒に直接指示が出せ、進まない生徒に助言を与えることができた。その結
果、解答時間は短くなり、初歩的な質問も減ってきた。フィードバックを確認する時間が
増え、フィードバックに対する意見や質問が出るようになった。生徒からのフィードバッ
クと教員の意見を合わせて、再確認する場面も生まれた。

毎時間の小テストは、採点、転記、集計に少なからず時間がかかる。採点から集計まで、
ミスなく一瞬で行われるＣＭＳを利用すれば、余った時間を教材研究等に当てることがで
きる。また、問題もデータベース化でき（図５１）、再利用が可能である。
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図５１

これらのことから、時間の削減、効率化という意味で非常に利用価値は高い。生徒の情
報セキュリティに対する意識付けにも効果があるといえる。

オ 今後の課題と展望
今回は、学習教材の作成と利用、小テストの利用に関する検証を行ったが、１クラスだ

けの実践であり客観的なデータといえない。より多くのデータを分析する必要である。否
定的な意見はほとんどなく、改善点もあまり見付けることができなかったのは残念である。
作成した資料についても１００％利用できたかは疑問である。時間をかけた割には、一般
的で面白みに欠けた内容となってしまった。今後高いスキルを必要とせず簡単に利用でき
るマニュアルが作成できれば、Moodleによってより充実した情報教育が推進されるものと
考える。
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（５）岐阜県立加納高等学校における実践

ア 概要とねらい
①昨年度の反省から

Moodleは，学習者の成績集計機能、学習者提出のレポート評価、学習者提出のレポー
ト自動評価などの教育活動のためのe-learning機能を多くもっているシステムである。
Moodleはカーティン工科大学（オーストラリア）に在籍していたMartin Dougiamas が
開発したシステムである。システムの特徴は、「フォーラムを中心とした討論形式」、「講
義配信よりも講義参加型のシステム」、「学生と講師、グループとグループの討論」の
機能をもっている。「フォーラム機能」と「学習者の管理機能」の充実がMoodleの長所
である。

昨年度の実践より、Moodleを利用した授業での日常的な活用方法とそれに連動した評
価方法を探ることができた。MoodleはXOOPSと同様に、授業の支援システムとして有効
に活用できる。また、小中学校ですでに情報教育を受けてきている生徒にとっては、Mo
odleの操作はそれほど難しくない。利用したことのない情報システムの活用実践は目新
しく、興味をもたせることができた。教科「情報」の授業をパソコンの操作や扱い方を
教えるだけではなく、ネットワークを活用した実践として行うことができた。

普通教科「情報」における課題として、「情報通信ネットワーク・ソフトウェア等の
操作方法のような情報技術の習得に重点を置いた指導に多くの時間が割かれている傾向
が見られる。」「メディアの意義や特性を踏まえ、情報をコミュニケーションなどに活
用する力や問題解決に必要な創造的思考力や判断力を育成する指導が十分ではない。」
といった指摘がある。その点においても、MoodleやXOOPSのような情報システムは、生
徒の主体的な情報活用を支援するツールとなり得ることが分かった。評価ツールとして
Moodleを活用するためには、事前に十分な説明と練習が必要である。そのためにも年間
を通じてMoodleのサイトを活用することが必要であり、長期的な実践が必要であると考
える。
②本校独自で導入したサーバの構成
・使用したコンピュータ

ＣＰＵ：Intel®Core™2 Duo CPU E8500 3.16GHz
メモリ：1.99GB RAM

・ソフトウェア構成（コンピュータ室で４０台の接続が十分可能）
ＣＭＳ 三重大学版Moodle1.9

※日本語に対応するように修正がされている。
スクリプト言語 5.2.6-2ubuntu4
Ｗｅｂサーバ Apache 2.2.9-7 ubuntu3
データベースシステム MySQL 5.0.67-0 ubuntu6
オペレーティングシステム Ubuntu 8.10

表６

イ 研究計画
次の観点から授業実践を行った。
①継続的なMoodleの活用･･･教材（コンテンツ）の作成
②活動の場としてのMoodleの利用･･･問題解決型学習・総合実習での利用
③授業の学習内容そのものに興味をもたせる工夫

ウ 実践内容
①継続的なMoodleの活用･･･教材（コンテンツ）の作成

Moodleを授業で活用するために，授業で必要なものは全てMoodle内に取り込むことと
した。Moodleを利用して授業計画を立案することは，指導案を作成することと同じであ
る。授業に必要なものとして、大まかに４項目に分類し教材を作成することを考える。

(a)ガイドライン
教科書の内容を抜き出したもの。これを読み学習内容を大まかに理解する。答え合わせ

はMoodle上で行う。
・活動モジュール

小テストモジュール
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・コンテンツ化
教科書や副教材の出版社が作成したディジタルデータをExcelなどを利用して形式を

整える。「Moodleを使って授業する！」の著
者、濱岡美郎氏のウェブサイト
（http://www.geocities.jp/yhamaoka_eca/）
を参考にする。
・メリット

ソフトウェア等の操作方法のような情報
技術を自然に身に付けることができる。

生徒のペースで学習を進めることができ
る。
・デメリット

操作技術を十分に習得していない生徒が、
操作に慣れるまで課題が終了しないことが
ある。

(b)課題
授業で行う実習内容を指示する。場合によ

ってはMoodleにアップすることでレポートを
提出させる。

・活動モジュール
課題（レポート）モジュール 図５２ 授業内容

・コンテンツ化
活動内容は教科書の実習テーマを参考にする。必要な画像等は教科書や副教材の出版

社が作成したディジタルデータを利用する。
・メリット

Moodleを利用してレポートを提出することが可能であり、レポートはMoodle上で採点
が可能である。
・デメリット

ファイルのアップデートは、提出の形式（ファイルの変換など）を意識させる必要が
ある。情報の操作技術を高める点では必要なことである。

(c)資料・授業資料
授業のまとめやプレゼンテーション資料、内容を深めるために必要なウェブサイトのリ

ンクなど。必要であれば非表示にし、生徒から見えないようにする。
・活動モジュール

テキストページ
・コンテンツ化

教科書・補助教材出版社作成の教授資料内の素材データ
情報機器と情報社会のしくみ素材集

（http://www.sugilab.net/jk/joho-kiki/index.html）
情報処理推進機構・教育用画像素材集

（http://www2.edu.ipa.go.jp/gz2/list.html）
参考ＷｅｂページのＵＲＬ

・メリット
教材をMoodle上に入れることにより、コンピュータ室だけでなく普通教室でも簡単に

教材提示が可能である。また、参考になるＷｅｂページもリンクを貼るだけで、後に簡
単に表示が可能である。コンピュータ室が使用できない場合に、普通教室で有効に活用
することができた

(d)自己評価
理解度を調査する。
・活動モジュール

投票・フィードバック
(e)教材作成までの流れ

毎時間の授業内容すべてをコンテンツ化するのは時間がかかるが、時間が短縮できる部
分については効率化を図り、教材作成が継続できるよう努力した。
指導案からMoodleを利用してコンテンツを作成し、授業計画を立案する概要を以下に示す。
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図５３ 授業計画の立案

(f)評価について
小テストの採点はMoo

dleが自動的に、課題の
採点はMoodle上で行う
ことができる。

データのインポート
・エクスポートが可能
であり、授業での日常
的な活用とそれに連動
した評価が可能である。 図５４ 評価一覧

②活動の場としてのMoodleの利用･･
･問題解決型学習・総合実習での利用
(a)Wiki

問題解決型学習やプロジェクト学習
では、生徒が情報を収集・集約・検討
し、問題を検討する。情報収集におけ
るインターネットの活用は手軽なもの
である。インターネットからは多くの
情報を得ることができるがそれを整理
しまとめていく作業には時間がかかる。 図５５ Wiki
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また、グループでの作業において、各メンバーがそれぞれ調べたことをどのように共有
するのか、各メンバーがバラバラに情報をアップしていた場合、どのように情報を検討す
るのかが課題となる。このような問題を解決するために便利なツールとしてがWikiである。
WikiはWikipediaなどでも使われているツールで、「同じ文書を複数人で編集できる」「文
書間にリンクが簡単に貼れる」といった特徴がある。Moodleには、このWikiがあり問題解
決型学習において有効である。三重大学の実践例（https://portal.mie-u.ac.jp/moodlet
ext/moodle.pdf）がある。

生徒は、インターネットから得られた情報をノートにまとめ、整理していくことは煩わ
しく感じるようである。Wikiを利用することで、インターネットで得られた情報をKJ法の
ように関連付け、整理することが可能である。Wiki を利用するにはMoodleが十分に操作
できることが必要であり、年間を通じてMoodleのサイトを活用することが必要であると考
える。
(b)フォーラム

Moodleには、コミュニケーション手段として「フォーラム機能」がある。そこでフォー
ラム機能を利用した総合実習におけるMoodleの活用を考えた。

「シミュレーションで探る自然法則」をテーマに空気中の落下運動について考えた。こ
の現象を教室の中で調べるために，ケーキカップなどの落下速度を実際に計り、この落下
速度を，コンピュータシミュレーションと比較して，空気抵抗の法則を探った。

生徒にはグループ活動を主体として活動させ、教員はグループ活動を支援する立場とな
り授業を進めた。

図５６ Moodleの内容

Moodleでは以下の点に注意して構成した。
・授業で使用するプリントは印刷したものと、ディジタル化してMoodle上にアップした

ものを利用した。
・提出課題は、Moodleを介して行った。
・フォーラムを利用し、グループ・クラス間の交流を図った。
・各授業の目標が立てやすいように評価の観点を示し、自己評価をさせた。
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図５７ フォーラム

４ ３ ２ １ 評価
大変すばらしい おおむね満足 もう少し 改善が必要

グループ内での ・全員が，熱心に参加し，責 ・ほとんどのメンバーが積 ・積極的に参加できないメ ・積極的に参加するメンバー

役割分担・話合い 任をもってすべての役割を果 極的に参加し，ほとんどの ンバーもいて，役割を果た がいなくて，役割分担はでき

たした。 役割を果たした。 せないことがあった。 なかった。

シミュレーションの ・表計算ソフトウェアを使っ ・表計算ソフトウェアを使 ・表計算ソフトウェアを使 ・表計算ソフトウェアを使っ

準備① て位置や加速度から速度を求 って，加速度から速度を求 って，位置から速度を求め た速度や加速度の計算の意味

めたりグラフが描けた。 めることまでができた。 ることまでができた。 が分からず，計算ができなか

った。

シミュレーションの ・表計算ソフトウェアを使っ ・表計算ソフトウェアを使 ・表計算ソフトウェアを使 ・表計算ソフトウェアを使っ

準備② て空気抵抗のない落下運動の って空気抵抗のない落下運 って空気抵抗のない落下運 た速度や加速度の計算の意味

シミュレーションを行い，さ 動のシミュレーションを行 動のシミュレーションを行 が分からず，空気抵抗のない

らに、空気抵抗についても調 い，グラフが描けた。 い，速度や位置を求めるこ 落下運動のシミュレーション

べることができた。 とまでができた。 ができなかった。

ケーキカップの落下 ・ケーキカップの落下実験を ・ケーキカップの落下実験 ・ケーキカップの落下実験 ・ケーキカップの落下実験が

実験 円滑に行うことができ，様々 を行って，必要最小限の結 を行ったが，十分な結果が うまくできず，データを得る

な場合の結果を得ることがで 果は得られた。 得られなかった。 ことができなかった。

きた。

法則の ・表計算ソフトウェアを用い ・表計算ソフトウェアを用 ・表計算ソフトウェアを用 ・方法が理解できず，表計算

シミュレーション たシミュレーションを行い， いたシミュレーションを行 いたシミュレーションを行 ソフトウェアを用いたシミュ

実験値を再現する空気抵抗の い，空気抵抗の式を得たが なったが，空気抵抗の式は レーションを行うことができ

式が得られた。 実験と合わなかった。 求まらなかった。 なかった。

レポートの作成 ・レポートに実験やシミュレ ・レポートに実験やシミュ ・レポートに実験やシミュ ・レポートにまとめることが

ーションの結果が詳しく述べ レーションの結果がある程 レーションの結果が少しだ できなかった。

られており，よく考察されて 度述べられており，考察も け述べられており，考察は

いた。 あった。 なかった。

発展的な課題や調査 ・レポートに発展的な課題や ・レポートに発展的な課題 ・レポートに発展的な課題 ・レポートに発展的な課題や

調査の結果が詳しく取り上げ や調査の結果がある程度取 や調査の結果が少しだけ取 調査の結果がまったく取り上

られており，よくまとまって り上げられており，それな り上げられていたが，不十 げられていなかった。

いた。 りの内容だった。 分な内容だった。

表７ 評価の観点
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図５８ 自己評価

総合実習のテーマとして難しい内容であり、生徒は苦労していたが、自己評価では前向
きな感想が多かった。以下にその一部を示す。
・kとnの値を求めるのが難しくて大変でした。グループで協力できたのでよかったです。
・実験値から空気抵抗の式を出すことができたのでよかったです。
・完璧！！全部一人でできた！！いえーーーーーい¥(^∀^)/
・ちゃんと定数n・kを求められた。
・もっと効率のいいやり方があったらやってみたい。
・kの値で大きく数字が動いてnの値で微調整をしてkとnの値を出すことができました。
・kとnの値を求めるのが難しくて細かい値で大変でした。グループで協力できたのでよか
ったです。
・実験値から空気抵抗の式を出すことができたのでよかったです。

③授業の学習内容そのものに興味をもたせる工夫
(a)授業評価より
□昨年度２月（１年生122名）
この授業の学習内容に興味・関心をもてましたか。 ４段階評価

平均値

全然もてなかった あまりもてなかった ややもてた もてた

評価［１］ 評価［２］ 評価［４］ 評価［５］ 3.76

4.1％ 17.6％ 55.0％ 23.3.％

この授業には意慾的に取り組めましたか。 ４段階評価

平均値

取り組めなかった あまり取り組めなか やや取り組めた 取り組めた

評価［１］ った評価［２］ 評価［４］ 評価［５］ 4.13

1.6％ 11.7％ 45.0％ 41.7.％

表８
□今年度６月（１～３年215名）
１．情報Ｂの授業に対して、あなたが取り組む姿勢について質問します。 ５段階評価

平均値

① 宿題や予習、復習ができている。 4.44

② 必要な教材を忘れずに準備できている。 4.72

③ 居眠りやほか事をしないで授業に集中できている。 4.33

④ 授業の内容が理解できている。 3.68

⑤ 授業に真面目に取り組んでいる。（ベル席、私語をしない、服装など） 4.32

２．情報Ｂの授業について、日頃の様子を質問します。 ５段階評価

平均値

① 説明や板書などは分かりやすいですか。 3.69

② 授業の進め方についてどうですか。 3.80

③ 授業がチャイムと同時に開始できるように先生は配慮していますか。 4.27

④ 生徒の授業態度について、先生の注意や指導は適切ですか。 4.14

⑤ テスト、課題の事後指導や質問への先生の対応は適切ですか。 4.07

⑥ 授業の工夫や熱意を感じて、興味・関心をもつことができますか。 3.94

表９
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教科「情報」の授業において、「興味がもてない」と「あまり興味がもてない」のいず
れかに回答した生徒の割合が全体の20％で、５点満点評価で４点を下回り（昨年度3.76、
本年度3.94）、他の評価項目より低いので改善する必要がある。コンピュータが目新しい
時代ではなくなり、コンピュータを使用するだけでは興味をもてない。授業の学習内容そ
のものに興味をもたせる工夫が必要である。
(b)実践例「マイクロコンピュータを利用した実習

「コンピュータにおける情報の表現」「コンピュータにおける演算」の学習内容を補助
するためにマイクロコンピュータを利用した。」

図５９ マイクロコンピュータを利用した授業

(c)実践例「シミュレーションの実験」
待ち行列の実験（サイコロ）、モンテカルロ法（ゴマ）、ビュッホンの針（爪楊枝）

エ 反省と今後の課題
昨年度の実践より、評価ツールとしてMoodleを活用するためには、長期的な実践が必要

であると反省が得られたが、本校の本年度の履修状況により、それを実践することがかな
わなかった。

Moodleは授業の支援システムとして有効に活用でき、ディジタル化されているものを利
用することで効率化を図り、毎時間の授業内容のすべてをコンテンツ化することも十分可
能である。

普通教科「情報」における課題として「情報通信ネットワーク・ソフトウェア等の操作
方法のような情報技術の習得に重点を置いた指導に多くの時間が割かれている傾向が見ら
れる。」「メディアの意義や特性を踏まえ、情報をコミュニケーションなどに活用する力
や問題解決に必要な創造的思考力や判断力を育成する指導が十分ではない。」といった指
摘がある。その点においても、Moodleのような情報システムは、総合実習のような生徒が
主体的に活動する場面において、それを支援するツールとなり得ることが分かった。

小中学校ですでに情報教育を受けてきている生徒にとっては、Moodleの操作は比較的に
やさしく、利用したことのない情報システムであるため、興味をもたせることができた。
しかし、コンピュータや情報システムだけでなく、授業の学習内容そのものに興味をもた
せる工夫が今後必要である。
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４ 資料編

（１）実践した各科目の単元指導計画及び学習指導案例
岐阜県立大垣商業高等学校 「情報産業と社会」学習指導案（コンピュータの利用形態）

科目名 情報産業と社会 担当者 a 実施日 平成 22 年 1 月 12 日

単元名 コンピュータの利用形態 3 時間目 ／ 12 時間数

主題 ＬＡＮの接続装置

本時間の
学習目標

ＬＡＮの接続に必要な機器の働きと特徴を、簡単な実験を通して理解を深める。

段
階分内容・ねらい 学習活動 指導上の留意点

評価

具体の評価規準と
の対応 評価方法

関 思 技 知

導
入5

本時の課題と目
標を示す。

ＬＡＮの特徴と代表的な形態について確認する。

本時の課題と目標を理解する。

T1: Moodle で作成した教材を
提示して説明する。

① 行動観察

展
開

10

代表的なＬＡＮ
の接続機器を知
る。

Ｔ１の説明を聞き、ＬＡＮの接続機器について理解する。
ＬＡＮアダプタ （ＬＡＮボード、ＮＩＣ）
ネットワークケーブル （ツイストペアケーブル）
リピータ
スイッチィングハブ
ルータ
ゲートウェイ
無線ＬＡＮアクセスポイント

T1: Moodle で作成した教材と
実物を提示して説明する。

T2: 机間指導を行い、理解度の
遅い生徒、又は質問のある生徒
に対応する。

20

簡単なＬＡＮの
接続の実験を通
して、接続機器
の働きと特徴を
理解する。

Ｔ１の説明を聞き、実験の目的と方法を理解する。

４つのグループに分かれ、次の内容で実験を行う。
（１）それそれ、ネットワークケーブルで、ノートパソコンと
スイッチィングハブを接続しＬＡＮを構築する。その後、「マ
イネットワーク」を開き、ＬＡＮが正しく接続されるか確認す
る。
（２）ネットワークケーブルで、ルータと接続しＷＡＮを構築
する。その後、「マイネットワーク」を開き、ＷＡＮが正しく
接続されるか確認する。
（３）ネットワークケーブルで構築したＷＡＮと、学校間総合
ネットのゲートウェイを接続し、インターネットに正しく接続
されるか確認する。
（４）ネットワークケーブルをはずし、無線ＬＡＮで、学校間
総合ネットに接続し、インターネットに正しく接続されるか確
認する。

実験中、不具合が生じたり、課題が出た場合は、適宜 Moodle
の教材を参照するなど、各グループで解決に向け努力すること
を指導する。

T1: 実験の目的を説明する。
T1: 実験の方法を、Moodle で
作成した教材を提示して説明す
る。

T2: T1の説明中、机間指導を行
い、理解度の遅い生徒、又は質
問のある生徒に対応する。

T1,T2: 実験中、不具合が生じ
たり、課題が出たりした場合は、
各グループで相談し、自分たち
の力で解決するよう働き掛ける。

ネットワークに関する設定につ
いては、ノートパソコンのＩＰ
アドレスとゲートウェイのみと
する。
（ルータの設定やその他の設定
等は設定済みとしておく。今回
は詳細な設定について触れない
こととする。）

① ①

8

Moodle の小テ
ストを活用して、
ＬＡＮの接続機
器について理解
度を確認する。

実験終了後、席に戻り、Moodle の指定された小テスト問題を
開き、ＬＡＮの接続機器について復習する。

時間に余裕がある限り、全問正解するまで繰り返し行う。

T1: 早く終わったグループから
順次、各自の席に戻り、Moodle
の指定した小テストに取り組む
よう指示する。

T2: 机間指導を行い、理解度の
遅い生徒、又は質問のある生徒
に対応する。

T1: 早く終わった生徒には、追
加課題を指示する。

① Moodle

ま
と
め

7

本時の授業を振
り返る。

自己評価

・本時の授業を振り返り、ＬＡＮの接続機器についてどれだけ
理解できたか振り返る。

・本時に発見できたこと、質問事項をMoodle に記入する。ま
た、アンケートにも回答する。

この時間に出せなかった質問な
どを、Moodle に記入しておく
よう指示する。

数名を指名し、発見できたこと
をクラス全員で共有する。

③ Moodle
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岐阜県立大垣商業高等学校 「情報産業と社会」単元指導計画（コンピュータの利用形態）

科目名 情報産業と社会 実施年度 21

単元番号 6 単元名 コンピュータの利用形態 時間数 20 担当者名 a

□単元の目標
コンピュータの利用形態を集中処理と分散処理の二つに分けて取り上げ、それぞれの方式や特徴について基本的な概念を理解させる。また、インター
ネットで利用するための基礎知識を理解させる。

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解
通信ネットワークの仕組みと利用法、
データ処理方式について興味・関心
をもち、身近な事例と関連付けなが
ら調べている。

集中処理から分散処理へ移行していっ
た経緯や理由について、適切に考察で
きる。
また、インターネットの歴史と現状を
理解し、今後の発展性について考察し
ている。

通信ネットワークの仕組みと利用法、
データ処理方式についての事例の収
集や意見を適切な方法で表現できる。

通信ネットワークの仕組みと利用法、
データ処理方式、及びインターネッ
トで利用するための基礎知識などに
ついて理解している。

□学習活動における具体の評価規準と評価方法
関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解

①

通信ネットワークの仕組みと
利用法について、関心をもち、
積極的に理解しようとしてい
る。 ①

ＬＡＮの特徴と形態、接続装
置について、その活用方法を
適切に判断できる。、

①

ＬＡＮに接続するために必要
な機器について、適切に使用
できる。

①

ＬＡＮの特徴と形態、接続
機器、及び通信プロトコル
について、正しく理解して
いる。

行動観察 行動観察、課題 行動観察、課題、定期考査 Moodle、課題、定期考査

②

インターネットのサービス、
接続の仕組みについて、関心
をもち、積極的に理解しよう
としている。 ②

集中処理システムにおいて、
障害が起こったときへの対応
の仕方について、適切な考察
ができる。 ②

インターネットへの接続と通
信プロトコルを適切に検証す
ることができる。

②

データ処理方式の分類とそ
れぞれの特徴、及び集中処
理と分散処理システムの長
所・短所について、正しく
理解している。

行動観察 行動観察、課題 行動観察、課題、定期考査 Moodle、課題、定期考査

③

学習内容の振り返りと今後の
学習の計画を積極的に行って
いる。

③

集中処理から分散処理へ移行
していった経緯について、適
切な考察ができる。

③

a

③

コンピュータシステムの信
頼性と、その利用法につい
て、正しく理解している。

Moodle、行動観察 行動観察、課題 a Moodle、課題、定期考査

④

a

④

インターネットの歴史と現状
を理解し、今後の発展性につ
いて考察できる。

④

a

④

インターネットのサービス、
接続の仕組みについて、正
しく理解している。

a 行動観察、課題 a Moodle、課題、定期考査

□指導と評価の計画

授
業
番
号

単位時
間数

主題 学習目標と主な学習活動

具体の評価規準
との対応

備考

関 思 技 知

1 4

通信ネットワークの仕組みと
利用法

基本的な通信ネットワークの仕組みを理解したうえで、Ｌ
ＡＮの接続機器やプロトコルの基本を学習する。

① ① ① ①

a a a a 関③はすべてに共通

2 2

データ処理方式 データ処理方式とハードウェア構成による情報処理システ
ムの分類について理解し、集中処理と分散処理の長所と短
所について学習する。

a a a ②

a a a a

3 2

集中処理システム 集中処理を用いたデータ処理システムについて理解し、オ
ンライン処理システムの構成と信頼性について学習する。

a ② a ③

a a a a

4 2

分散処理システム 集中処理システムから分散処理システムに移行していった
経緯を考え、分散処理システムの構成、とくにクライアン
ト／サーバモデルについて学習する。

a ③ a a

a a a a

5 2

インターネット インターネットで利用できるサービスを理解し、ＴＣＰ／
ＩＰプロトコルによるインターネットへの接続と、ＩＰア
ドレス、ドメイン名の基本について学習する。

② ④ ② ④

a a a a

計 12



- 43 -

岐阜県立不破高等学校 「情報Ｃ」学習指導案（点字や手話から学ぶ情報）

科目名 情報Ｃ 担当者 a 実施日 平成 21 年 12 月 14 日

単元名 点字や手話から学ぶ情報 4 時間目 ／ 11 時間数

主題 意味を伝える情報伝達Ⅰ

本時間の
学習目標

視覚情報の本質（らしさ）を見抜いて、情報を伝えることの大切さを学ぶ。

段
階分内容・ねらい 学習活動 指導上の留意点

評価

具体の評価規準と
の対応

評価方法

関 思 技 知

導
入

5

準備

前時の復習

本時の課題と
目標を知らせる。

SkyMenuとｉ－ｃｏｌｌａｂｏに氏名・ID・パスワードを入力
し、それぞれログインする。

ｉ－ｃｏｌｌａｂｏの「レポート機能」を利用して、前時に提
出したレポート内容の評価を確認する。

ｉ－ｃｏｌｌａｂｏの「課題を参照する」を利用して、本時の
課題と目標を理解する。

（ｉ－ｃｏｌｌａｂｏを利用す
るが、正常に稼働しない場合の
ためのワークシートを準備す
る）

ｉ－ｃｏｌｌａｂｏの操作につ
いて支援する。

①
行動観察

i-collabo

展
開

5

情報の２側面
（本質的な部分
と

冗長的な部
分）

イラストが何に見えるかというクイズ形式の問題に、ｉ－ｃｏ
ｌｌａｂｏの「レスポンスアナライザ機能」を利用して、ボタ
ンを押し、集計された結果から問題の整合性を考える。

「レスポンスアナライザ」が利
用できるように準備し、生徒の
答えの集計結果をその場で確認
させる。
情報には、本質的な部分と冗長
的な部分があることを説明する。

①

i-collabo
15

ものの本質
（らしさ）を考
え
ながら、イラス
トを
描いてみよう。

ものの名前から連想される言葉とイラストを作成する。
まずはプリントに記入し、ｉ－ｃｏｌｌａｂｏの「レポート機
能」を利用して、プリントと同様のデータファイルを作成する。

「ピクトグラム」について説明
し、本質的な部分だけを抽出し
た情報であることに気付かせる。
文章表現では、新聞記事の見出
しを例に説明する。

③

情報の本質を意識しながら、駅から学校までの地図を作成する。
ｉ－ｃｏｌｌａｂｏの「レポート機能」を利用して、データ
ファイルを作成
する。

地図を例に、冗長的な部分をど
こまで排除し、本質的な情報を
伝えることができるのかを考え
させる。

③

15

情報保障の
手段に手話が
あることを知り、
手話の持つ意味
を学ぶ。

何らかの事情により情報収集することができない人たちに対し
て、別の方法で情報を伝えるための努力や工夫をする「情報保
障」について学習する。
ｉ－ｃｏｌｌａｂｏの「レポート機能」を利用して、データ
ファイルを作成する。

「情報保障」について説明する。 ④

Webページ「海の近くの情報教室」にアクセスし、FLASHで作成
された虹の手話を見る。

手話のもつ意味を考えさせる。 ① ②
行動観察

プリント
Webページ「海の近くの情報教室」にアクセスし、コンピュー
タ用語（①コンピュータ、②パソコン、③ワープロ、④パケッ
ト）の手話について調べ、手話表現をイラストにしてプリント
に描く。

ま
と
め

10
本時のまとめと
次時の確認

ｉ－ｃｏｌｌａｂｏの「レポート機能」を利用して、レポート
を提出する。

ｉ－ｃｏｌｌａｂｏの「小テスト機能」を利用して、確認テス
トに取り組む。

ｉ－ｃｏｌｌａｂｏの「アンケート機能」を利用して、アン
ケートに取り組む。

次時の内容を知る。

先にレポートを提出しなければ、
小テストやアンケートができな
い設定になっているので、レ
ポート提出ができない生徒がい
たら援助する。

①
行動観察

i-collabo
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岐阜県立不破高等学校 「情報Ｃ」単元指導計画（点字や手話から学ぶ情報）

科目名 情報Ｃ 実施年度 21

単元番号 3 単元名 点字や手話から学ぶ情報 時間数 11 担当者名 a

□単元の目標
点字や手話の仕組みを学び、これらを利用した情報保障についての知識や技術を理解する。また、手話について学習してきた成果をまとめる。

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解
ハンディキャップﾟをもつ人が点字や手
話を使って情報を伝達することに興
味・関心をもって取り組もうとしてい
る。

情報保障の必要性を理解し、情報化
の進展のために自分達はどう役立て
るのかを考える。

点字や手話を利用して、他人に情報
の伝達ができる。

ｉ－ｃｏｌｌａｂｏの操作方法を理
解できる。
情報を伝達することの意味や仕組み
を理解できる。

□学習活動における具体の評価規準と評価方法
関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解

①

点字や手話に興味・関心を
もって取り組もうとしている。

①

文字と数値の変換方法につ
いて理解し、点字の仕組み
について考えている。

①

点字表を使い、文字と数値の変
換をすることができる。

①

ｉ－ｃｏｌｌａｂｏの利用方
法について理解できる。

行動観察 ｉ－ｃｏｌｌａｂｏ ｉ－ｃｏｌｌａｂｏ・行動観察 ｉ－ｃｏｌｌａｂｏ

②

事情により情報収集ができな
い人たちに対して、別の方法
で伝えるための努力や工夫を
する「情報保障」に関心を
もっている。

②

プロトコルの必要性を考え
ている。

②

インターネットなどを利用して
手話について調べ、簡単な手話
を覚え、手話を使って他人に情
報伝達ができる。 ②

文字の符号化について理解で
きる。

行動観察・相互評価 ｉ－ｃｏｌｌａｂｏ 行動観察・相互評価 ｉ－ｃｏｌｌａｂｏ

③

a

③

あふれる情報からその本質
を見抜くことができる。

③

「なるほど手話」を作成し、発
表することができる。

③

プロトコルの役割を理解でき
る。

a ｉ－ｃｏｌｌａｂｏ 行動観察・プリント・相互評価 ｉ－ｃｏｌｌａｂｏ

④

a

④

a

④

パソコン要約筆記ソフトを使い、
他人に情報伝達ができる。

④

情報保障の意味を理解できる。

a a 行動観察・プリント・相互評価 ｉ－ｃｏｌｌａｂｏ

□指導と評価の計画

授
業
番
号

単位時
間数

主題 学習目標と主な学習活動

具体の評価規準
との対応

備考

関 思 技 知

1 1
点字や手話から学ぶ情報(ｵﾘｴ
ﾝﾃｰｼｮﾝ)

点字や手話を学習する意義を知り、本単元の流れを理解する。 ①
a a a

知①はすべてに共通
a a a

2 1
数値でできる情報表現と情報
通信

文字コードや点字の仕組みを理解し、文字をビットで表すこ
とを通して、数値で「文字を表すこと」と「通信できるこ
と」を学ぶ。

a ① ① ②

3 1
オリジナルのプロトコルで通
信しよう

ネットワークの基本技術である層（レイヤー）分けを、点字
と手話を利用して体験し、その仕組みを学ぶ。

a
② ① ③

a

4 1 意味を伝える情報伝達Ⅰ
視覚情報の本質（らしさ）を見抜いて、情報を伝えることの
大切さを学ぶ。

a
③ ② ④

a

5 3
オリジナルの「なるほど手話
辞典」を作ろう

手話の意味について考えさせ、自己紹介程度の簡単な内容を
手話で表せるようにする。また、インターネットで調べた
「なるほど手話」の中から、イラストまたはアニメーション
としコンピュータで作成する。

①
a ② a

a ③ a

6 2 発表会をしよう
作成した「なるほど手話」を発表し合い、全員で相互評価を
し合う。

①
a

③
a

a a

5 2 意味を伝える情報伝達Ⅱ

情報格差のない社会を目指すために、情報保障に対する意識
を高め、その方法を習得する。具体例として、「要約筆記」
の体験を通して、文章の意味を理解し、それを正しく伝える
ことを学ぶ。

② ③ ④

a

a

計 11
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岐阜県立池田高等学校 「情報Ａ」学習指導案（情報収集・発信の問題点）

科目名 情報Ａ 担当者 a 実施日 平成 21 年 12 月 10 日

単元名 情報収集･発信の問題点 1 時間目 ／ 8 時間数

主題 携帯電話を含む、日常における各自のインターネットの利用内容を分析する。

本時間の
学習目標

携帯電話を含め、日ごろのインターネットの利用実態の分析とそこに潜む危険性をアンケート方式によって洗い出し、問題点
を考える。

段
階
分内容・ねらい 学習活動 指導上の留意点

評価

具体の評価規準と
の対応

評価方法

関 思 技 知

導
入

本時の課題と目
標を知らせる。
Moodleの利用方
法を確認する。

本時の課題と目標を理解する。
本時の学習(Moodleを利用したアンケート)の進め方を理解する。
アンケートNo.1(ネットの利用環境)を行う。

Moodleの利用について戸惑って
いる生徒がいないか注意する。

① 行動観察

展
開

５

10

15

10

日ごろの利用実
態から、イン
ターネットの利
用にはどのよう
な危険が潜んで
いるのかを分析
させ、気付かせ
る。

危険を回避する
方法を自ら考え
させる。

アンケートNo.1の結果を表示し、生徒のネットの利用環境につ
いて知る。

各自の生活を振り返りながら、アンケートを行う。
No.2(ネットの利用内容)
No.3(ネットの利用実態)
各アンケートごとに結果を表示し、被害の種類とその内多い被
害は何かについて知る。

各自に起きたことを振り返りながら、アンケートを行う。
No.4(メールでの被害) 
No.5(Web上での商取引の被害)
No.6(ブログ、プロフでの被害)
No.7(掲示板での被害)
各アンケートごとに結果を表示し、被害の種類とその内多い被
害は何かについて知る。

本時で振り返った各自の利用実態や様子を分析し、ネット上の
サービスを利用する上での注意点や責任について考え、まとめ
る。

平均的な環境、及び携帯電話で
の利用も該当することを知らせ
る。

アンケートは一つずつに結果を
表示する。
アンケートは匿名で行われるこ
とを強調する。
慎重に回答するように心掛けさ
せる。

現時点での知識の中で自分なり
の考えでまとめさせる。

①
②

①

①

行動観察
アンケー
トの参加
状況

ワーク
シート

ま
と
め

5 本時のまとめ
今後の学習内容
と次回の確認

一部の生徒のまとめを表示し、紹介する。 本時で考察した内容が今後の学
習につながることを意識させる。
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岐阜県立池田高等学校 「情報Ａ」単元指導計画（情報収集・発信の問題点）

科目名 情報Ａ 実施年度 21

単元番号 3 単元名 情報収集･発信の問題点 時間数 8 担当者名 a

□単元の目標
情報通信ネットワークやデータベースなどを利用した情報の収集･発信の際に起こり得る具体的な問題、及びそれを解決したり回避したりする方法の理
解を通して、情報社会で必要とされる心構えについて考えることができる。

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解

興味をもって、積極的に参加している。
日ごろの活動を振り返ろうとしている。

自分なりの判断をし、そのことについ
て考えている。
発信における個人の責任を正確にまと
めている。

自分の意見をまとめ、発信すること
ができる。
他人の意見を聞き、それを踏まえて
自分の考えを構築している。

インターネットを利用する上での
問題点や注意点について理解して
いる。

□学習活動における具体の評価規準と評価方法
関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解

①

興味をもって積極的に参加し
ている。

①

ネット上のサービスを利用する側
の責任について考えている。

①

グループ内において自分の判断
や意見を示すことができる。

①

コンピュータウィルスの種類や
それを防ぐ方法を理解している。

アンケートの参加状況
アンケートの参加状況
ワークシート

行動観察 定期考査

②

自分のネットでの行動につい
て積極的に振り返ろうとして
いる。 ②

ネット上のサービスについてそれ
ぞれの特性に応じた注意点を考え
ている。 ②

グループ内の意見を聞き、まと
めることができる。

②

情報の受発信の双方の立場から
個人情報の取り扱いについて理
解できている。

行動観察 ワークシート ワークシート 報告書・定期考査

③

ネット上のサービスの特性に
ついて興味をもって理解しよ
うとしている。 ③

問題を解決・回避する方法につい
て自分なりの判断をしている。

③

全体の意見を分析し、グループ
内及び個人の考えを再構築でき
る。 ③

知的財産権について理解し、、
正しく著作物を扱うことができ
る。

アンケートの参加状況 ワークシート 課題提出 報告書・定期考査

④

a

④

a

④

a

④

a

a a a a

□指導と評価の計画

授
業
番
号

単位時間
数

主題 学習目標と主な学習活動

具体の評価規準
との対応

備考

関 思 技 知

1 1

日常での利用実態の分析 携帯電話を含め、日ごろのインターネット利用の実態の分析と
そこに潜む危険性をアンケート方式によって洗い出し、問題点
を考える。

①
① a a

②

2 1

情報の信ぴょう性と分析 Webページの情報の信頼性を様々なWebページの比較や実例に
よって学ぶ。 ③ a a a

3 1

コンピュータウィルス コンピュータウィルスの種類や実態について知り、対策の重要
性について学ぶ。 a ③ a ①

4 1

プライバシー 個人情報の漏洩やプライバシー侵害などの問題について学び、
理解する。 a ② a ②

5 1

著作権の概要 知的財産権と著作権についてその概要を知り、著作物を保護し
ていく態度を育てる。 ② a a a

6 1

著作権の侵害 著作権の内容を理解し、保護する態度を育てる。
私的使用のための複製及び引用について詳しく学習する。

a ① a ③

7 2

ユーザー認証及び情報発
信と個人の責任

セキュリティ対策の重要性を知る。
インターネット上のマナーやモラルを守るために気を付けなく
てはならないことを話し合う。
情報発信の際の個人の責任について学ぶ。

a ②
①
②
③

a

計 8
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岐阜県立関有知高等学校 「情報Ａ」学習指導案（マルチメディアの活用）

科目名 情報Ａ 担当者 a 実施日 平成 21 年 12 月 8 日

単元名 マルチメディアの活用 10 時間目 ／ 22 時間数

主題 配色について理解しよう。

本時間の
学習目標

配色の意味を考え、Ｗｅｂページ作成における効果的な配色の方法を理解する。
Moodleの小テスト機能を利用し、情報モラルについて考える。

段
階分内容・ねらい 学習活動 指導上の留意点

評価

具体の評価規準と
の対応 評価方法

関 思 技 知

導
入

10

情報モラルにつ
いて考える。

Moodleにログインし、小テストを行う。（定着を図るため年間
を通じて行う。）
解答後、フィードバックの確認を行う。

全員の完了を確認する。

フィードバックを口頭で繰り返
す。
Moodleは終了させない。

① Moodle

本時の目標を確
認する。

本時の目標について確認する。

展
開

10

配色について、
理解を図る。

配色の意味を考える。 ① 行動観察

色の知識を考える。
(1)色の3属性

色相、明度、彩度を考える。
(2)色の相性

同系色、類似色、補色を考える。
(3)目的に合った色

自分の感性に訴える色、他人が認識しやすい色を考える。色
とイメージをつなげる。

プロジェクターを使い、各生徒
のPC画面と比較しながら進める。

① 行動観察

5

配色問題を考える。
『配色例に対するイメージを言葉で表現したい。下記の語群

から適するものを選び、番号で答えよ。』
語群 1.ロマンティック（メルヘンチック） 2.エスニック（辛
い）

3.エレガント（女性的） 4.アバンギャルド（前衛的）
5.クール（冷たい） 6.カジュアル（愉快）
7.プリティ（かわいい） 8.スポーティ（大胆）

目的に合った色で示した配色例
を利用する。
余分な情報をなくし、素直に考
えさせる。

② 提出課題
机間指導

10

配色について、
自分の考えを問
題の解答にまと
める。

配色問題を考える。
『次のＷｅｂページのイメージを考え、配色を考えよ。』

(1)音楽情報番組のウェブサイト
タイトル色
背景色
文字色

(2)病院のウェブサイト
タイトル色
背景色
文字色

(3)岐阜県のウェブサイト
タイトル色
背景色
文字色

解答例を確認する。

色の指定は16進表示に統一する。
（詳しい説明は次回の授業で説
明するため、ここでは触れな
い。）
ウェブサイト「配色大辞典」を
利用させる。
各自の感性を大切にして、オリ
ジナリティを重視させる。（周
りと同じ解答にならないように
注意させる。）

正解は1つではないことを強調
する。（多くの人がイメージで
きる色を利用すること。または、
奇抜な色で新しいイメージを作
ることなど）

② 提出課題
机間指導

ま
と
め

15

本時のまとめ・
評価を行う。

色とイメージについて学習プリントにまとめ、提出する。
Moodleによる自己評価を行う。

学習プリントを配付する。
必ず自己評価を行うように指示
する。
自己評価が終わった生徒から
Moodleを終了させる。

② ③ プリント
Moodle
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岐阜県立関有知高等学校 「情報Ａ」単元指導計画（マルチメディアの活用）

科目名 情報Ａ 実施年度 21

単元番号 3 単元名 マルチメディアの活用 時間数 22 担当者名 a

□単元の目標
コンピュータの機能とソフトウェアを組み合わせて活用することを通して、コンピュータは多様な形態の情報を統合できることを理解する。収集し

た多様な形態の情報を目的に応じて統合的に処理する方法を習得させる。

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解
多様な形態の情報が統合できるこ

とに関心をもち、前向きな姿勢で学
習に取り組んでいる。

収集する情報に応じた周辺機器や
ソフトウェアを適切に判断し、目的
に応じて情報を統合するためのソフ
トウェアの使い分けや組合せを考え
る。

周辺機器やソフトウェアを用いて情
報を収集し、収集した情報を目的に応
じて統合的に処理する。

コンピュータの機能、周辺機器、
ソフトウェアを組み合わせることに
よって、多様な形態の情報が統合で
き、目的に応じて処理し活用できる
ことを理解している。

□学習活動における具体の評価規準と評価方法
関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解

①

興味をもって授業に取り組むこと
ができる。
課題に対して熱心に取り組んでい
る。

①

レイアウト、文字の表現、表
による表現を工夫している。

①

定型文書が作成できる。
フィードバックして修正を加
えることができる。 ①

情報モラルについて、具体
例を通じて理解できる。

行動観察 提出課題 提出課題 小テスト

②

学習プリントが丁寧に書けている。

②

配色、画像、レイアウトにつ
いて工夫し、作品に適したも
のを考えている。 ②

テーマに沿ったデザインやレ
イアウトを考えることができ
る。 ②

主な周辺機器の機能を理解
し分類できる。
ディジタル化の特徴につい
て理解できる。

学習プリント 提出課題、机間指導 学習プリント 学習プリント

③

工夫して作品制作を行い、努力の
跡がみられる。

③

著作権、情報の信ぴょう性も
含め、適切な情報を選択し、
利用している。 ③

画像やリンクが適切に取り入
れられている。
具体的なWebページの制作がで
きる。

③

Webページ制作に必要な基本
的な知識がある。

行動観察 作品 作品 学習プリント、小テスト

④

作品をしっかり見て、正しく評価
を行っている。

④

計画的に制作を進め、期限内
に作品が提出できるよう配慮
している。

④

文字の大きさ、配置などデザ
インやレイアウトを工夫し、
情報が相手に伝わりやすい表
現ができる。 ④

評価やフィードバックが大
切なことが理解できる。

発表会 行動観察、作品 作品 作品

□指導と評価の計画

授業
番号

単位
時間
数

主題 学習目標と主な学習活動

具体の評価規準
との対応

備考

関 思 技 知

1 2

情報の統合（ハードウェアの利
用）

コンピュータの構成と周辺機器の種類と働きについて学ぶ。

a a a ② 知①はすべて共通

2 6

情報の統合（ソフトウェアの利
用）

エディタやワ一プロを用いて文書表現を実習する。 a ① ① a

アナログとディジタルの意味と情報表現の相違を理解する。

①

a a

②
情報の単位、数値、文字、音声、画像のディジタル化につ
いて学ぶ。 a a

情報の再現性、圧縮、統合化等のディジタル化のメリット
について学ぶ。 a a

3 5

マルチメディア作品の制作準備 ＨＴＭＬ、配色、画像処理、ページレイアウトなどのＷｅ
ｂページ制作に必要な基本的な知識を学ぶ。 ①

②
② a ③

4 7

マルチメディア作品の制作 テーマを設定し、内容やストーリーなど、作品の計画を立
てる。

①
③

③

a a

Ｗｅｂページの全体構成および各ページのレイアウトを考
える。 ② a

ＨＴＭＬファイルを作成し、文字、画像の表示、リンクの
設定などの方法を実習する。

④ ③ ④
作品を評価し、改善する。

5 1 発表会 プレゼンテーションを行い、相互評価を行う。 ④ a ④ a

計 22
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岐阜県立加納高等学校 「情報Ｂ」学習指導案（総合実習）

科目名 情報B 担当者 a 実施日 平成 22 年 1 月 12 日

単元名 総合実習（シミュレーションで探る自然法則） 6 時間目 ／ 9 時間数

主題 シミュレーションで空気抵抗の法則を見つける

本時間の
学習目標

表計算ソフトウェアを用いてシミュレーションすることで、空気抵抗の法則性を探る。
また、自然現象をシミュレーションすることの良さを体験する。

段
階
分内容・ねらい 学習活動 指導上の留意点

評価

具体の評価規準と
の対応 評価方法

関 思 技 知

導
入

10

シミュレーショ
ンにあたっての
補足事項

本時の活動内容について説明する。
空気抵抗のある落下運動のシミュレーションをする目的につ

いて説明する。
提出する課題について説明する。（Moodle上のデータをダウ

ンロードする。課題完了後、そのデータをアップロードす
る。）

グループ活動の注意点について説明する。

グループ活動を主体として、教
師はグループ活動を支援する。

展
開35

シミュレーショ
ンで空気抵抗の
法則を見付ける。

グループ活動によるシミュレーション
(1)実験結果の妥当性
ケーキカップの落下実験の結果が妥当であるか確認する。

両対数グラフにおける質量と終
端速度の関係が１次関数になる
ことを利用して実験結果の妥当
性を評価しているが、シミュ
レーションのために利用する仮
説の一つにすぎないので、この
内容の理解には深入りしないよ
うにアドバイスする。

①
提出デー

タ
活動評価

(2)空気抵抗のモデル化
空気抵抗力が速度のｎ乗に比例する性質を利用し、運動方程

式から空気抵抗をモデル化する。

空気抵抗がある場合の運動方程
式についてはプリントに記載し、
理解ができるようにする。

(3)空気抵抗がある場合のシミュレーション
空気抵抗がない場合のシミュレーションを利用して、空気抵

抗のある落下運動をシミュレーションする。

表計算ソフトウェアに入力する
式が立てられていないグループ
にはアドバイスをする。

定数kと指数nを変化させて、終端速度が再現される時のｋとｎ
を求める。

パラメータkとnを探す範囲につ
いて助言する。
グループごとに実験の測定値が
異なるので、パラメータが一致
しないことに注意する。

スカイダイビングのパラシュートや雨滴の落下速度など、空気
抵抗がある落下速度のその他の例を調べる。

ま
と
め

5

自己評価・後片
付け

本日の活動の自己評価をMoodle上で行う。
次時の実習内容を伝える。
コンピュータのキーボード・マウス等を掃除し、後片付けを行
う。
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岐阜県立加納高等学校 「情報Ｂ」単元指導計画（総合実習）

科目名 情報B 実施年度 21

単元番号 4 単元名 総合実習 時間数 9 担当者名 a

□単元の目標
実験を通して得られた観察データとモデルのシミュレーションを比較することによって、自然現象の中に見られる法則性を発見し、自然科学の探究活
動を体験する。

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解
自然現象の中に見られる法則性に関
心をもち、その現象を検証するため
に進んで情報及び情報技術を活用し、
情報社会に主体的に対応しようとす
る。

自然現象を検証するために情報活用の
方法を工夫したり改善したりするとと
もに、グループ投稿やレポート作成の
際に情報モラルを踏まえた適切な判断
をする。

モデルを作成し、いろいろな条件を
設定してシミュレーションする際に、
情報の収集・選択・処理を適切に行
うとともに、情報を目的に応じて表
現する。

現象を予測し、問題を解決する手順
を整理し、問題解決に情報及び情報
技術を活用するための基礎的・基本
的な知識を身に付けている。

□学習活動における具体の評価規準と評価方法
関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解

①

グループ内での役割分担や
話し合いにおいて、積極的
に参加し役割を果たしてい
る。

①

表計算ソフトウェアを用いたシ
ミュレーションを行い、実験値
を再現する空気抵抗の式を考察
できる。

①

表計算ソフトウェアを使って空
気抵抗のない落下運動のシミュ
レーションを行い、グラフがか
ける。

①

表計算ソフトウェアを使っ
て位置や加速度から速度を
求める方法を理解している。

自己評価・グループ内評価 提出データ、活動評価 提出データ、活動評価 提出データ、活動評価

②

レポートに発展的な課題や
調査の結果が詳しくまとめ
られている。 ②

レポートに実験やシミュレー
ションの結果を詳しく分析し、
考察している。 ②

ケーキカップの落下実験を円滑
に行うことができ、様々な場合
の結果を分析できる。 ②

a

レポート レポート 実験レポート a

③

a

③

a

③

a

③

a

a a a a

④

a

④

a

④

a

④

a

a a a a

□指導と評価の計画

授
業
番
号

単位時
間数

主題 学習目標と主な学習活動

具体の評価規準
との対応

備考

関 思 技 知

1 1

テーマを検討しよう・計画
を立てよう。

グループを決め、テーマについて検討する。
テーマの背景について調べ、グループで話し合う。
各グループで作業計画を確認する。

① a a a

a a a a

2 3

シミュレーションの準備を
しよう。

表計算ソフトウェア使って、変位から速度を求める。
表計算ソフトウェア使って、加速度や速度を求める。
空気抵抗のない落下運動をシミュレーションする。

a a ① ①

a a a a

3 1

ケーキカップの落下実験 ケーキカップの落下実験を行ってデータを整理する。
a a ② a

a a a a

4 1

シミュレーションで空気抵
抗の法則を見付ける。

表計算ソフトウェア使って、空気抵抗力を入れた式で、落下運
動における速度の変化を求め、これをグラフに表す。
空気抵抗力のモデル式を変化させて、シミュレーションを繰り
返し、実験データを再現する値を探す。

a ① a a

a a a a

5 2

レポートを作成しよう。 シミュレーションの結果を受けて、モデルや実験データの妥当
性を検証する。
レポート作成にあたっては、シミュレーションの結果だけでな
く、各自が行う発展課題や文献調査の内容を含めるものとする。

② ② a a

a a a a

6 1

総合実習を評価しよう。 自己評価とグループ内評価を行い、総合実習を振り返る。
① a a a

a a a a

計 9
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（２）教科「情報」における学習教材事例１（配色について）

１ ウェブサイト制作の前に
①第一印象

初対面の人に対する印象は、最初の数秒で決まると言われている。サイト上でも同
様で、訪問者は数秒で印象を決めてしまう。面白くない、信用できないと思われたら、
二度と見てもらえない。逆に、好印象を与えれば、しっかり見てもらえる。このよう
に、ウェブサイトの第一印象は、デザインやタイトル等の見た目で決まる見た目で決まる見た目で決まる見た目で決まることが多い。

②情報の内容
好印象を持った訪問者は、サイトの数ページを読んで、信頼できるかどうか判断す

る。ここでのチェックは、内容や文章の信頼性や読みやすさ信頼性や読みやすさ信頼性や読みやすさ信頼性や読みやすさ、アクセスしやすさアクセスしやすさアクセスしやすさアクセスしやすさなど
である。こうしたチェックに合格したサイトだけが、お気に入りに登録される。

③情報の質と量
最後は、リピーターにさせること。訪問者の主な目的は情報収集である。訪問者の

心をつかむには、最新の情報と特別な内容最新の情報と特別な内容最新の情報と特別な内容最新の情報と特別な内容しかない。目的以上の情報を得ることで、
満足感を持ち、リピーターになる可能性が高い。

２ ウェブサイト制作の基礎知識
ウェブサイト制作には、技術的な知識とサイトの内容にかかわる深い知識が必要とさ

れる。しかし、すべて必要とも言い切れない。浅くても広い知識があれば、それなりに
できる。ウェブデザイナーと呼ばれる人でもすべてをマスターしている人はそれほど多
くない。得意分野をいくつかもっており、それ以外のスキルは平均的な人のほうが多い。
①HTML（HyperText Markup Language）

ウェブサイトのほとんどが、HTMLで書かれている。HTMLを知らないとサイトを作る
ことはできない。しかし、ホームページビルダー等のツールを利用することで、HTML
が詳しく分からなくてもウェブサイトは制作できる。

②配色
ウェブサイトの印象を決める重要な要素に配色がある。色の使い方でサイトの印象

は大きく変わる。ウェブサイト制作では、見やすく見やすく見やすく見やすく、、、、内容に合った配色内容に合った配色内容に合った配色内容に合った配色が求められる。
③画像処理

ウェブサイトでは、文章だけでなく、写真やイラスト等を用いることが多い写真やイラスト等を用いることが多い写真やイラスト等を用いることが多い写真やイラスト等を用いることが多い。画像
処理を行うことで、読み込み時間の短縮だけでなく、表現したいことをより分かりや
すく伝えることができる。

３ HTML
①HTML

HTMLとは、「HyperText Markup Language」の頭文字をとったものである。訳すと
「ハイパーテキストにおいて目印を付ける上でのきまり」ということになる。また、
ハイパーテキストとは、特別な機能をもったテキストのことで、見ている文書から関
連した文書を検索・参照したり、その文書へ移動したりできる機能を備えている。こ
のように文書のある部分と別の文書を関連付けることを「ハイパーリンクハイパーリンクハイパーリンクハイパーリンク（あるいは
リンク）」といい、その機能をもつ文書のことをハイパーテキストという。

このことからも、HTMLは、世界中の文書を関連付け、それらを有益な情報としてコ
ンピュータで分析できるようにする役割をもっている。

②タグ
文書の構成では、内容を分かりやすくするため、見出し、段落等を考える。HTMLで

は、タグと呼ばれる目印を用いてこれらを表す。ブラウザはHTMLデータの中からタグ
を探し出し、どこが見出しでどこの部分が段落であるかを識別して、閲覧者が理解し
やすいように大きな文字で表示したり行替えしたりしている。

ウェブページのソースファイルを見てみると、< >で囲まれた英単語を見付けるこ
とができる。これがタグである。

４ 配色
①配色

私たちは、ウェブの世界に限らず、普段から多くの色に囲まれた生活を送っている。
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看板やポスターを初めとして、あらゆるところで色が利用されている。配色は、きち
んとした意図やコンセプトをもって行われることで、新しい価値観や表現を与えてく新しい価値観や表現を与えてく新しい価値観や表現を与えてく新しい価値観や表現を与えてく
れるれるれるれる。
配色の知識は、服選びや部屋の模様替え、プレゼンテーション等、普段の生活に生

かすことができる。ウェブ特有の配色方法というものはないが、配色の勉強をして、
色彩士検定等の資格を取ることもできる。

②色の知識
（ａ）色の３属性

（ⅰ）色相･･･赤、青、黄色といった色の種類色の種類色の種類色の種類のことをいう。

色相を順序だてて円形に並べたものを色相環という。理論的には連続したもの
であるが、この色相環は２４等分して表現してある。

（ⅱ）明度･･･色の明るさ明るさ明るさ明るさの度合いを表すもので、一番暗い色が黒で一番明るい色が
白になる。

低 ← 明度 → 高

（ⅲ）彩度･･･色の鮮やかさ鮮やかさ鮮やかさ鮮やかさの度合いを表すもので、彩度を高くするとにごりがない
純色になり、彩度を低くすると無彩色（黒、灰色、白）になる。

低 ← 彩度 → 高

（ｂ）色の相性
（ⅰ）同系色･･･色相は同じ色相は同じ色相は同じ色相は同じで、明度や彩度を変えた色の組み合わせ

（ⅱ）類似色･･･色相が近い色相が近い色相が近い色相が近い色の組み合わせ
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（ⅲ）補色（反対色）･･･色相環で対称の位置にある色相環で対称の位置にある色相環で対称の位置にある色相環で対称の位置にある色の組み合わせ

③目的に合った色の利用
色は、相性の良いものを使えばよいわけではない。ウェブサイトの中身によりイメ

ージさせたい雰囲気がある。また、色がもっている雰囲気もある。例えば、白は清潔
な、緑は癒やされる、青はさわやかなイメージがある。サイトイメージと色イメージ
が一致しないと違和感を感じることになる。また、年齢や性別等でも色の感じ方は違
う。これらのことを考慮し、使用する色を決めるとよい。

５ カラーモード
カラーモードとは色の管理方法をいう。カラーモードには、RGBRGBRGBRGB、CMYK、HSB等多くの種

類がある。テレビやコンピュータのモニターではRGB、印刷ではCMYK等、用途に応じて使
い分けられている。それぞれに特徴があり、目的に合ったカラーモードを選ぶことが大切
である。

①RGB
色の管理方法であるRGBは、R（赤/RedR（赤/RedR（赤/RedR（赤/Red））））、G（緑/Green、G（緑/Green、G（緑/Green、G（緑/Green））））、B（青/Blue）の三つの原、B（青/Blue）の三つの原、B（青/Blue）の三つの原、B（青/Blue）の三つの原

色を混ぜて幅広い色を再現する方法色を混ぜて幅広い色を再現する方法色を混ぜて幅広い色を再現する方法色を混ぜて幅広い色を再現する方法で、RGBを用いて表示されるテレビやコンピュー
タのモニターでは、光の発光を利用して色を表現する。光を強くすると白く、光を弱
くすると黒くなる。すべての調整をR、G、Bの３色の光の量とバランスで調整する必
要があるため、慣れが必要である。くすんだ感じの色にしたいと思っても黒を足すこ
とができず、思った色にならないことがよくある。

また、印刷すると分かるが、RGBを用いた画像をそのまま印刷すると、画面で見た
ときよりも少し暗くなる。一般的にRGBのほうがCMYKよりも表現できる色域が広いた
め、RGBでしか表現できない鮮やかな色彩はくすんだ暗い色になってしまうのである。
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②CMYK
色の管理方法であるCMYKは、C（シアン/CyanC（シアン/CyanC（シアン/CyanC（シアン/Cyan））））、M（マゼンタ/Magenta、M（マゼンタ/Magenta、M（マゼンタ/Magenta、M（マゼンタ/Magenta））））、Y（イエ、Y（イエ、Y（イエ、Y（イエ

ロー/Yellow）という三つの色を混ぜて色表現する方法ロー/Yellow）という三つの色を混ぜて色表現する方法ロー/Yellow）という三つの色を混ぜて色表現する方法ロー/Yellow）という三つの色を混ぜて色表現する方法である。CMYKを用いて印刷さ
れるポスターや雑誌等の色は、基本的にCMYの3色のインクを混ぜることで表現されて
いる。理論的にはCMYだけですべての色を表現できるが、CMYで黒を表現することが技
術的に難しく、くすんだ鈍い色にしかならないため、k（キープレート/key plate）
を追加し、美しい黒が表現できるように工夫されている。

CMYKでは、絵の具で描くと同じように、赤と青を混ぜると紫に、青と黄を混ぜると
緑になる。感覚的には分かりやすいが、C、Mのような聞き慣れない色を使用するため、
RGB同様慣れが必要である。

③HSB
HSBは人の目の認識に合わせたカラーモードで、色相、彩度、明度色相、彩度、明度色相、彩度、明度色相、彩度、明度で表される。HSB

で色指定すれば直感的でわかりやすくなるが、実際に画像を見る場合、テレビやコン
ピュータのモニター（RGB）か印刷物（CMYK）がほとんどである。

④ウェブの色
ウェブ上では、色をRGBで表す。各々の値は２桁の１６進法（00～ff）で表され、

２５６段階ある。よく見かける表示に「#ffffff」（白）や「#000000」（黒）等があ
る。左から順に２桁ずつR、G、Bの光の値を示している。また、名前の付いたものが
多くあり、それらの色は名前で指定することもできる。

ウェブサイトのバックの色を白に指定するには、「bgcolor="#ffffff"」と記述す
るか、「bgcolor="white"」と記述する。

⑤色見本１
ウェブでよく利用する色を並べておいたので参考にしてもらいたい。

#ffffff #ffffcc #ffff99 #ffff66 #ffff33 #ffff00
#ffccff #ffcccc #ffcc99 #ffcc66 #ffcc33 #ffcc00
#ff99ff #ff99cc #ff9999 #ff9966 #ff9933 #ff9900
#ff66ff #ff66cc #ff6699 #ff6666 #ff6633 #ff6600
#ff33ff #ff33cc #ff3399 #ff3366 #ff3333 #ff3300
#ff00ff #ff00cc #ff0099 #ff0066 #ff0033 #ff0000
#ccffff #ccffcc #ccff99 #ccff66 #ccff33 #ccff00
#ccccff #cccccc #cccc99 #cccc66 #cccc33 #cccc00
#cc99ff #cc99cc #cc9999 #cc9966 #cc9933 #cc9900



- 55 -

#cc66ff #cc66cc #cc6699 #cc6666 #cc6633 #cc6600
#cc33ff #cc33cc #cc3399 #cc3366 #cc3333 #cc3300
#cc00ff #cc00cc #cc0099 #cc0066 #cc0033 #cc0000
#99ffff #99ffcc #99ff99 #99ff66 #99ff33 #99ff00
#99ccff #99cccc #99cc99 #99cc66 #99cc33 #99cc00
#9999ff #9999cc #999999 #999966 #999933 #999900
#9966ff #9966cc #996699 #996666 #996633 #996600
#9933ff #9933cc #993399 #993366 #993333 #993300
#9900ff #9900cc #990099 #990066 #990033 #990000
#66ffff #66ffcc #66ff99 #66ff66 #66ff33 #66ff00
#66ccff #66cccc #66cc99 #66cc66 #66cc33 #66cc00
#6699ff #6699cc #669999 #669966 #669933 #669900
#6666ff #6666cc #666699 #666666 #666633 #666600
#6633ff #6633cc #663399 #663366 #663333 #663300
#6600ff #6600cc #660099 #660066 #660033 #660000
#33ffff #33ffcc #33ff99 #33ff66 #33ff33 #33ff00
#33ccff #33cccc #33cc99 #33cc66 #33cc33 #33cc00
#3399ff #3399cc #339999 #339966 #339933 #339900
#3366ff #3366cc #336699 #336666 #336633 #336600
#3333ff #3333cc #333399 #333366 #333333 #333300
#3300ff #3300cc #330099 #330066 #330033 #330000
#00ffff #00ffcc #00ff99 #00ff66 #00ff33 #00ff00
#00ccff #00cccc #00cc99 #00cc66 #00cc33 #00cc00
#0099ff #0099cc #009999 #009966 #009933 #009900
#0066ff #0066cc #006699 #006666 #006633 #006600
#0033ff #0033cc #003399 #003366 #003333 #003300
#0000ff #0000cc #000099 #000066 #000033 #000000

⑥色見本２
色には、名前の付いたものが多くある。それらの色は、名前で色を指定することも

できるが、ブラウザによって対応していないものもある。アルファベット順に並べて
みたので参考にしてもらいたい。ただし、モニターの性能の問題で、色が見えなかっ
たり、他の色と区別がつかないことがあるので注意する必要がある。

AliceBlue Gainsboro NavajoWhite
AntiqueWhite GhostWhite Navy

Aqua(Cyan) Gold Oldlace
Aquamarine Goldenrod Olive

Azure Gray OliveDrab
Beige Green Orange

Bisque GreenYellow OrangeRed
Black Honeydew Orchid

BlanchedAlmond HotPink PaleGoldenrod
Blue IndianRed PaleGreen

BlueViolet Indigo PaleTurquoise
Brown Ivory PaleVioletRed

BurlyWood Khaki PapayaWhip
CadetBlue Lavender PeachPuff

Chartreuse LawnGreen Peru
Chocolate LemonChiffon Pink

Coral Lightblue Plum
CornFlowerBlue LightCoral PowderBlue

Cornsilk LightCyan Purple
Crimson LightGoldenrodYellow Red

DarkBlue LightGray RosyBrown
DarkCyan LightGreen RoyalBlue

DarkGoldenrod LightPink SaddleBrown
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DarkGray LightSalmon Salmon
DarkGreen LightSeaGreen SandyBrown
DarkKhaki LightSkyBlue SeaGreen

DarkMagenta LightSlateGray SeaShell
DarkOliveGreen LightSteelBlue Sienna

DarkOrange LightYellow Silver
DarkOrchid Lime SkyBlue

DarkRed LimeGreen SlateBlue
DarkSalmon Linen SlateGray

DarkSeaGreen Maroon Snow
DarkSlateBlue MediumAquamarine SpringGreen
DarkSlateGray MediumBlue SteelBlue
DarkSteelBlue MediumOrchid Tan
DarkTurquoise MediumPurple Teal

DarkViolet MediumSeaGreen Thistle
DeepPink MediumSlateBlue Tomato

DeepSkyBlue MediumSpringGreen Turquoise
DimGray MediumTurquoise Violet

DodgerBlue MediumVioletRed Wheat
FireBrick MidnightBlue White

FloralWhite MintCream WhiteSmoke
ForestGreen MistyRose Yellow

Fuchsia(Magenta) Moccasin YellowGreen

６ 画像処理
①画像処理

ウェブサイト制作をする上で、欠かせない知識が画像処理である。この知識がある
と、ページの容量を小さくでき、読み込み時間が短縮読み込み時間が短縮読み込み時間が短縮読み込み時間が短縮できる。ウェブサイトは最初の
数秒で印象が決まると言ったが、だいたいはこの画像処理で解決できる。

画像処理を行うことで、サイズ的な利点だけでなく、表現したいものをより分かり分かり分かり分かり
やすく伝えるやすく伝えるやすく伝えるやすく伝えることができる。例えば、オークションに出品する画像等、見栄えが悪い
と、まったく入札してもらえなことも多々ある。

Ａ 72dpi Ｂ 50dpi Ｃ 72dpi
背景処理なし 背景処理なし 背景処理あり

②写真
写真は、使い方によって、サイトに独特の世界観を作り出す。写真そのものが、ウ
ェブサイトのメインとして、内容の理解を促すための補助として重要な役割を果た
している。
ウェブサイト制作において、写真は、画像編集ソフトで修正することが一般的であ

る。雑誌等の印刷物と違い、モニター上で閲覧モニター上で閲覧モニター上で閲覧モニター上で閲覧することがほとんどで、モニターの能
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力を超えた写真を利用してもほとんど意味がない。

Ａ 300dpi Ｂ 96dpi Ｃ 96dpi
3822×2548px 240×160px 240×160px
4.1MB 48.6KB 6.8KB

７ レイアウト
①部品の組み合わせ

ウェブデザインのレイアウトは、部品を組み合わせること部品を組み合わせること部品を組み合わせること部品を組み合わせることである。実際に組み合わ
せるものは、サイトアイデンティティ、ナビゲーション、コンテンツの３つである。

②サイトアイデンティティ
サイトアイデンティティとは、どこのサイトなのかを表すどこのサイトなのかを表すどこのサイトなのかを表すどこのサイトなのかを表すもの。どこのサイトかが

分かることでページの信頼性が上がる。
③ナビゲーション

ナビゲーションとは、ページ内の移動をスムーズにする移動をスムーズにする移動をスムーズにする移動をスムーズにするためのもの。ページ間の移
動がスムーズになると、訪問者は多くのページを見ることができる。

④コンテンツ
コンテンツとは、個々の情報個々の情報個々の情報個々の情報を表す。サイトで最も大切なもので、その質と量がウ

ェブサイトの評価を決める。
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８ レイアウトの基本
実際のレイアウトに入る前に、どんなサイトを制作しようとしているのか、それに適し

た形式はどのようなものがあるのかを考えよう。
①情報量による分類

大きく分けると２つに分類できる。一方は、情報提供を目的にしたレイアウトで、
基本的に文字情報だけで構成する検索型。他方は、文字情報をほとんどなくしイメー
ジ表現用のスペースを最大限にしたレイアウトのイメージ型である。実際には、どち
らか一方ではなく、どちらよりかということになる。これをさらに５つに分類してみ
た。この中から１つ選択することでウェブサイトの大体の方向性が決まる。

（ａ）検索型
ビジネス性を重視した情報提供を目的としたレイアウトで、文字情報文字情報文字情報文字情報を最大限に

掲載し、コンテンツを探しやすくすることを最優先としている。新聞をイメージす
ると分かりやすい。余白の使い方がコツで、余白を減らすほどニュース性が強まる。

（ｂ）検索優先型
文字情報を中心とした画像が少ない文字情報を中心とした画像が少ない文字情報を中心とした画像が少ない文字情報を中心とした画像が少ないレイアウトで、イメージが減った分だけ圧迫

感が減り、リラックスして情報を確認することができる。情報量の多さは「検索型」
とさほど変わらないので使いやすい型である。

（ｃ）中庸型
文字と画像の比率が同程度文字と画像の比率が同程度文字と画像の比率が同程度文字と画像の比率が同程度になるレイアウトで、文字情報もある程度盛り込めて、

視覚的な表現もできるので、偏りがなく最も標準的で作りやすい型である。
（ｄ）イメージ優先型

情報量よりもイメージを大切にしたイメージを大切にしたイメージを大切にしたイメージを大切にしたレイアウトで、ビジネス性の強い文字情報を
減らすことで、趣味性が強くなる。閉じた世界（仲間だけの世界）を表現するのに
よく用いられる。

（ｅ）イメージ型
余白や画像のスペースが主体画像のスペースが主体画像のスペースが主体画像のスペースが主体になり、文字情報はタイトル程度にとどめたレイア

ウトである。文字情報がまったくなくなると、サイト内の騒がしさが抑えられる。
文字情報がない分だけ画像品質がページの良し悪しを決める。ただし、訪問者の主
な目的は情報収集であることを考えると、美しさや印象だけでこの型を選ぶことは
避けるべきである。

②配置による分類
ウェブサイトを作成する場合、サイトアイデンティティ、ナビゲーション、コンテ

ンツをどのように配置し、それぞれのスペースをどれくらいにするかで、サイトのイ
メージが変わる。レイアウトとは、単なるスタイルではなく、メッセージ性を含んだ
ものである。以下に基本的な４つの型を挙げてみた。前述の５つの型と組み合わせる
ことでウェブサイトの方向性が更に明確になる。

（ａ）左揃え型
無駄がなく、きちんとした印象きちんとした印象きちんとした印象きちんとした印象を与える。ビジネス性が強く、趣味性の強いサイ

トには向かない。
（ｂ）中央揃え型

左右対称に配置することで、伝統的で安定感安定感安定感安定感のあるページとなる。この型を生か
すには、余白の使い方が重要となる。余白を多くすると、安定感に加え、上品さが
生まれる。少なくすると、安定感だけが強調される。

（ｃ）自由型
規則に縛られない規則に縛られない規則に縛られない規則に縛られない自由さを表す。センスが問われる型で、バランスが難しい。

（ｄ）囲い型
周辺を模様や色で囲う周辺を模様や色で囲う周辺を模様や色で囲う周辺を模様や色で囲うと、安心感が生まれ、その内側に閉じた世界ができる。上

記の３種類と組み合わせることで生きる型である。

９ レイアウトの技術
コンピューターのモニターはユーザーの好みで画面解像度が設定されている。そのため、

表示できる領域がそれぞれ異なっている。また、画面解像度だけでなくブラウザのウィン
ドウサイズについても最大化されているとは限らない。こういった環境を考慮して、崩れ崩れ崩れ崩れ
にくいレイアウトにくいレイアウトにくいレイアウトにくいレイアウトについて、どのような工夫がなされてきたかを考えよう。
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①テーブルレイアウト
ウェブの比較的早い時期から利用されている方法で、HTMLタグの１つである表組み表組み表組み表組み

タグ<table>を利用タグ<table>を利用タグ<table>を利用タグ<table>を利用してレイアウトを行う。見出しや文章、画像等をそれぞれ表のセ
ルの中に入れていくことでレイアウトする。要素の少ない行や列では、セルを結合す
る。要素の多い場合は、セルの中に新しいテーブルを入れ込むこと（通称「入れ子」）
をする。

本来の表組みは、データをわかりやすく見せるために利用するもので、レイアウト
のためのものではない。しかし、ウェブサイトの作成現場で、画像や文字をレイアウ
トするのにテーブルが使われてきた理由は、閲覧サイズに対してレイアウトの維持が
簡単で、短時間できれいなものができるからである。その反面、ソースは複雑になり、
更新作業や規模の大きいウェブサイトを作るには向かない。

②フレームレイアウト
１つのウィンドウを縦横に分割ウィンドウを縦横に分割ウィンドウを縦横に分割ウィンドウを縦横に分割し、それぞれに別のページを表示する方法である。

フォトフレームに複数の写真を入れることをイメージすると分かりやすい。
③CSSレイアウト

HTMLは、文章の見出しや段落等の論理構造を記述するために考えられた言語である。
そこに論理構造とは関係ない文字の色や形等の表現方法の情報を入れることで、ソー
スは複雑になり分かりにくいものになる。CSSレイアウトは、文書の論理構造と視覚
的表現を分けて管理する方法で、視覚的表現を定義するスタイルシート視覚的表現を定義するスタイルシート視覚的表現を定義するスタイルシート視覚的表現を定義するスタイルシートを利用する。
一般的に、スタイルスシートとして、CSS（Cascading Style Sheet）と呼ばれるもの
を利用することが多い。サイト全体の共通スタイルを定義したスタイルシートを用意
し、すべてのHTMLファイルからそのファイルを参照するようにしておけば、サイト全
体の表現を簡単に統一でき、スタイル定義ファイルを変更するだけでサイトすべての
表現を一度に変更することが可能になる。HTMLが本来の役割に徹することですっきり
したソースとなり、更新作業もやりやすくなる。



- 60 -

教科「情報」における学習教材事例２（ネットワークの学習）

・・・・・・・・・・・・・・・・・

１９２．１６８．１．０

１ ２ ３ ４ ２５４

サブネットワーク

一つのネットワークアドレス内部を分割して
ホスト台数が少ないネットワークを複数作る

・・・・・・・・・・・・・・・・・

１９２．１６８．１．０

１ ２ ３ ４ ２５４

・・・・・・・・・・・・・

１ ２ １ ２ １ ２

サブネット１ サブネット２ サブネット１６
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１１００００００ １０１０１０００ ００００００１１ ００００１１１０

１９２ ・ １６８ ・ ３ ・ １４

１１１１１１１１ １１１１１１１１ １１１１１１１１ １１ 000000

２５５ ・ ２５５ ・ ２５５ ・ １９２

ＣＩＤＲ 可変長サブネットマスク

問１ この場合、ネットワークに参加できるホスト数は何台？

問２ 何個のサブネットワークを設置できるか？

ネットワークアドレス部 ﾎｽﾄｱﾄﾞﾚｽ部

１１００００００ １０１０１０００ ００００００１１ ００００１１１０

１９２ ・ １６８ ・ ３ ・ １４

１１１１１１１１ １１１１１１１１ １１１１１１１１ 11111 000

２５５ ・ ２５５ ・ ２５５ ・ １９２

ＣＩＤＲ 可変長サブネットマスク

問１ この場合、ネットワークに参加できるホスト数は何台？

問２ 何個のサブネットワークを設置できるか？

ネットワークアドレス部 ﾎｽﾄｱﾄﾞﾚｽ部
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ＣＩＤＲ 表記方法

１１００００００ １０１０１０００ ００００００１１ ００００１１１０

１９２ ・ １６８ ・ ３ ・ １４

１１１１１１１１ １１１１１１１１ １１１１１１１１ １１ 000000

２５５ ・ ２５５ ・ ２５５ ・ １９２

（表記法の例） １９２．１６８．３．１４／２６

ネットワーク部のビット長

ＩＰアドレスの特殊な使い方

送信元
宛 先ユニキャスト

ユニキャストアドレス

１ 対 １ 通信
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送信元

マルチキャスト １０，２３，１，１

１０，２３，１，１

１０，２３，１，１

１０，２３，１，１

複数に同時送信

例：映画配信、ビデオ・オン・デマンド

１ 対 ｸﾞﾙｰﾌﾟ間 通信
マルチキャストアドレス

・・・・・・・・・・・・・・・・・

ブロードキャスト

送信元

１ 対 全体通信

範囲内すべての機器に送信
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ルータ

LAN

LAN

ルータ

グローバルＩＰアドレス
（世界で一つだけ）

グローバルＩＰアドレス
（世界で一つだけ）

プライベートＩＰアドレス
プライベートＩＰアドレス

インターネット

ＪＰＮＩＣに申請

ＪＰＮＩＣに申請

ＮＡＴ

ルータ
１９２．１６８．１．２

１９２．１６８．１．３
１９２．１６８．１．４

１９２．１６８．１．１ １９２．１６８．２．１

１９２．１６８．２．３

１９２．１６８．２．２

１９２．１６８．２．４

６２．２０．２１．５０６２．２０．２１．５０６２．２０．２１．５０６２．２０．２１．５０ １１２．２１．３０．３３１１２．２１．３０．３３１１２．２１．３０．３３１１２．２１．３０．３３

インターネット

ＬＡＮ ＬＡＮ

ルータ

ＮＡＴ
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ＮＡＴ

１９２．１６８．１．０

インターネット

１９２．１６８．１．１

ＬＡＮ側

ＷＡＮ側

６２．２０．２１．５

ＩＰアドレス変換

プライベートＩＰアドレス

グローバルＩＰアドレス

ルータ

拡張ＮＡＴ

インターネット

１９２．１６８．１．１

ＬＡＮ側

ＷＡＮ側

６２．２０．２１．５

ＩＰアドレス変換

複数の
プライベートＩＰアドレス

１つの
グローバルＩＰアドレス

ルータ
１９２．１６８．１．２

１９２．１６８．１．４

１９２．１６８．１．５

１９２．１６８．１．３

ＩＰﾏｽｶﾚｰﾄﾞ
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（３）高等学校情報科授業改善委員会参加者

授業改善委員
岐阜県立大垣商業高等学校 教 諭 上 田 益 久
岐 阜 県 立 不 破 高 等 学 校 教 諭 臼 井 澄 人
岐 阜 県 立 池 田 高 等 学 校 教 諭 吉 田 順 一
岐阜県立関有知高等学校 教 諭 井 戸 裕 二
岐 阜 県 立 加 納 高 等 学 校 教 諭 菅 井 修

教科指導担当
岐阜県教育委員会教育研修課 課長補佐 亀 山 弘
岐阜県教育委員会教育研修課 課長補佐 田 中 彰


