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 それでは、失礼いたします。広島大学附属福山中・高等学校から来ました甲斐と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

 まずは、わが校の紹介からさせていただきますけれども、もとは山中高等女学校で１８

８７年創立なんですけれども、これを前身といたしまして、１９５０年、広島県福山市─

─広島県の一番東にあるんですけれども、ここに広島大学の附属校の一つとして成立いた

しました。ちなみに、広島大学の附属学校は全部で１１ありますけれども、そのうちの中

学校、高等学校ということです。わが校は１９６２年から中高一貫教育を既に始めていま

して、一応、全国で一番最初と言われています。１９６６年から、これは特徴的なことだ

と思うのですけれども、ベルやチャイムをすべて廃止しております。授業の開始のベルな

どは一切鳴りません。生徒は自由自主の校風に従って、生徒は自分の時計を見ながら、み

ずから行動する。教師のほうも時計を見ながら行動していくと。そういうふうな形態の学

校です。 

 その後、いろいろな取り組みがあったのですが、そこら辺については説明を省略させて

いただきますが、今回に関連するところから、学校の著作権教育の位置づけということに

ついて最初に説明させてください。 

 今現在、総合的な学習のところで著作権の学習をしているのですけれども、この総合的

な学習、うちの学校では「ＬＩＦＥ」と名付けておりました。これは１９９８年、総合的

な学習のカリキュラム開発とその実践ということで着手いたしました。それまでもいろい

ろな実践がありましたので、その実践を基盤として開発した総合学習です。各教科を基盤

とし、総合化する学習であること、自己教育力の育成と学びの総合化、発達段階に応じた

学習目標と内容の系統性、そういうものを考えて、中高一貫６年間の総合的な学習をすべ

てカリキュラム化していこう、こういうことをやっていったわけです。 

 具体的な概念図というのはこういう形になります。第１学年から第５学年までで、うち

の学校で中学校１年生を１年生、中学校３年生を３年生、高校１年生は４年生、高校２年

生は５年生、高校３年生は６年生と呼んでおりますけれども、中学校１年生ではまず学び

方を学ぶと。学ぶ基盤となるための学び方を学んでいこうというのが中学校１年生です。

その後、環境と人間の生き方を学ぶ。世界や地域の中の自分について学ぶ。高校になると、

人間と人間の文化について学ぶ。高校２年生になりますと、言語の違いを超えて世界を学

ぶ。そういうふうなことで、総合的な学習を展開しておりました。 

 ここで、私が担当しているのはこの中学校１年生のところで、学び方を学ぶというとこ

ろで、自己学習力の基盤となる「学ぶ方法」を学ぶということと、探求的な態度をはぐく

むということと、表現・探求の道具としてのコンピューターの活用、こういうものをテー

マに第１学年「学び方を学ぶ」という総合学習を行っておりました。 

 一方で、２００３年度から２００５年度にかけて、今度は文科省から研究開発校の指定

を受けて、「すべての教科で実践する科学教育」というカリキュラム開発で、これはサイエ

ンスプログラムというふうに名づけておりますけれども、こういうものを行います。これ
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は自然科学の教育をするのですけれども、普通、自然科学といったら理科か数学というこ

とになるのですが、そうではなく、自然科学に関する教育を理科、数学ではなく、すべて

の教科でそういうものを実践していこうという考え方でカリキュラム開発を行っていこう

という取り組みを２００３年度から２００５年度まで行いました。この取り組みにあわせ

て、今まで総合的な学習、ＬＩＦＥと呼んでいたものを、サイエンスプログラムにあわせ

て改編しまして、サイエンスⅡというふうに名称を変えました。 

 引き続いて２００６年度、昨年度から、２００５年度までのサイエンスプログラムを継

続しつつ、今度は科学を支えるリテラシーの育成という新たな観点を取り入れて、３年間

行ってきたサイエンスプログラムを再編していこうと、こういう取り組みを行いました。

ここでは新たにそれまでの自然科学だけではなく、人文科学や社会科学なども視野に入れ

て、そういった上で科学を支えるリテラシーの育成というテーマのもとにカリキュラム開

発だったり、評価をするための評価であったり、いろいろな取り組みを今行っている最中

であります。 

 今行っている新サイエンスプログラムの概要なのですが、ここにあるとおりです。簡単

に解説しますと、大きく分けて三本立てになっております。ここにサイエンスⅠというの

がありますけれども、これは研究開発ということなので、文科省から出されている教育課

程を研究開発ということでいじることができますので、既存の数学とか理科とか、そうい

った教科以外に新たに新しい教科を設けました。これがサイエンスⅠという教科です。今

までの総合的な学習でのプログラムをサイエンスⅡというふうにしております。あと、サ

イエンスⅢというのは、既存の教科の中で科学的な教育を行う。その内容がサイエンスⅢ

となっております。きょうテーマとなっております著作権については、このサイエンスⅡ

の第１学年のここで、著作権の教育を行っていくということになっております。 

 それでは、このサイエンスⅡの「学び方を学ぶ」というテーマをつけておりますけれど

も、具体的にどういうことをやっているかということを紹介します。まずその前に、この

「学び方を学ぶ」、１年生の総合的な学習サイエンスⅡで、著作権の学習を導入したわけで

すが、なぜ導入したか。理由としてはこの３つが挙げられます。一つは、それまでＬＩＦ

Ｅと呼ばれたものから新しくサイエンスプログラムというのを始めたわけですから、それ

なりに何か新しいものをつけ加えようという意図があったわけです。それと、先ほど言い

ましたように、発達段階に応じた系統的なカリキュラムを既に構成してありますので、そ

れぞれの学年でその構成に従ったいろいろな調べ学習というのが行われております。した

がって、調べ学習で行った概念は著作権に関連することというのは当然のごとく随所で必

要になってきました。ということは、一番最初の１年生のところで著作権の学習をしてい

くのが一番いいだろう。これが理由の２つ目です。３つ目、これが一番大事なんですけれ

ども、著作権の学習をすることで、実は教師の側の指導が大変しやすくなる。生徒の指導

がしやすくなる。これが最後の一番大事な理由です。この３つの理由で、１年生で著作権

の学習を取り入れようということにいたしました。 
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では、具体的な概要をちょっと説明していきたいと思います。この１年生の「学び方を

学ぶ」というところで、一体どんなことをやっているかということなのですが、ちょっと

すみません、最初に断っておきますけれども、先ほど大和先生が「大変ハイレベル」なん

て言いましたけれども、私の場合は決してハイレベルなことはやっておりません。仕組み

自体はハイレベルかもしれませんけれども、私のやっていること自体はすごく単純なこと

しかやっておりません。 

 「学び方を学ぶ」では中学校１年生の１年間の内容を説明しながら、どこで著作権の学

習が入ってきて、どういうふうなことをやっているか説明していきたいと思います。まず

１学期、一番最初ですね。ワープロやグラフィックソフトの操作などの情報リテラシーの

取得、及びまとめ方の方法として、箇条書きやベン図・概念図などについて学ぶというこ

とをやっております。皆さんのお手元に資料が多分あると思うのですけれども、この資料

の１５８ページ、１５９ページ、１６０ページですね。特に１５９ページから１６０ペー

ジに年間指導計画が書いてあります。ここを見ていただければ、１年間の流れがわかるか

と思います。 

 まず、ワープロですからWordであったり、グラフィックソフトはペイントであったり、

そういう情報リテラシーですね、そういったものの使い方についてまず学んでいきます。

その後、具体的に何をするかというと、「野球とサッカーの違いについて」という短い文章

があるのですが、その短い文章について、まずワープロを打たせる。その内容について、

それを箇条書きにまとめなさい、その内容を概念図であらわしなさいということをやらせ

ます。 

 その次に何をするかというと、今度は本の紹介ということです。各自が課題の本を選ん

で、それを利用してまとめ方の演習や表現活動を行うことをやっています。その前に箇条

書きをする方法であったり、概念図の方法であったりを学んでいますから、当然それを活

用して本の紹介という活動をやっていくわけです。もうちょっと詳しく言いますと、この

本の紹介というのは、あかね書房の科学のアルバムシリーズというのがあります。ご存じ

の方もいらっしゃるかもしれませんが、全部で１００冊あります。この中から生徒にどれ

か好きな本を選べということで、本を１冊ずつ選ばせて、その本の内容をクラスメート全

体に紹介するためのホームページ、ウェブページを作成させます。 

 その際に、こういう注意を行います。本の文章や内容をそのまま写したらだめ。本の内

容をしっかり理解して、自分の表現でちゃんと書きなさいということをまずそこで指導し

ます。当然、本の中にいろいろな図や写真がありますけれども、図や写真もそのまま使っ

ちゃだめよと。自分が理解したことを、自分の表現で書きあらわしなさいと。その前にペ

イントを習っていますから、何か図を入れたかったら自分でペイントで書きなさい。そこ

にある写真を使っちゃいけません。自分の表現で必ず書きなさいということを指導します。

これが本の紹介です。 

 具体的に見せましょう。こんな感じで、これは昨年度のものです。すみません、具体的
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に名前が出ていますが、とりあえず本人に言って「見せてもいい？」と許諾を得た人のだ

け見せます。こういう感じで、これは本人がつくったものです。こんな感じで、その本に

書いてある内容をホームページにしていくわけです。こんなことが書いてあったよという

ことを、本をそのまま写すのではなく、自分なりに内容を把握して、こんな内容が書いて

あったということを自分の表現で書きなさいということで、ホームページにまとめさせる。

こんな感じです。本の紹介というのをやります。 

 著作権の学習というのはこの後に入れます。本の紹介のホームページをつくる作業は、

ことしの場合でいうと９月の中ごろまでやりました。この後、９月の終わりぐらいから１

０月の頭にかけて著作権の学習をしていくわけです。具体的にどんなことをやるかという

と、お手元にある冊子の資料の１６２ページから１６３ページにかけて、簡単な指導案を

載せております。もうちょっと詳しいものと言われると困るのですが、簡単なものですけ

れども載せております。具体的にどういうことをするかというと、「著作権を考える童話」

というのがインターネット上にあります。これは著作権の広場、アドレスが書いてありま

すけれども、ここにあります。これを利用してまずは著作権の学習を行います。これはプ

リントにしたものを配付します。具体的なもの、１６３ページの横に、小さくて読めませ

んけれども、こんな感じのプリントですよと載せていますけれども、それぞれの節ごとに

「考えるポイント」というのがついていますので、自分なりに意見や感想を、読みながら

Wordに書かせて、書いたものを、ネットワーク上に提出用のフォルダをつくっていますの

で、そこに提出させるということを行っています。 

 ここでの具体的な授業の進め方を簡単に紹介しますと、こんなことをやっています。ま

ずは、著作権の授業をするのに、みんな例えばすごくいいイラストをかいたとしましょう。

これ、すごく気に入った。「いいイラストできたでしょう」と、みんなに見せる。友達が「あ

っ、それいいね。ちょっと貸して」とか言う。「うん、じゃあ貸してあげるよ」と貸したの

ですけれども、その子が勝手に自分のホームページにそのイラストを載せてしまった。「み

んなどう思う？」ということを言うわけです。「悲しいよね」と、こういうことからスター

トしていくわけです。 

 そうすると、意外なことに生徒がいろいろな反応を書いてくる。「私もそんな経験した」

「作文を勝手にまねられた」。あと、ここにいる皆さんそういうことはないと思いますけれ

ども、「授業で先生が勝手に私の作文を紹介した。すごく嫌だった」と、こんなことを言う

生徒もいるわけです。そういう経験というのがやっぱり生徒にはたくさんあるわけです。

「嫌だったでしょう。何でだろうね」ということで、そこから入って、この次に「著作権

を考える童話」、これをちょっと読んでみようと。これを読んでみて思ったことを自分なり

にWordにまとめて書いてみてということをやるんです。これを２時間やります。要するに、

著作権者、それがどんな気持ちなのかということを考えさせたい。まさに心情的なところ

だけなんですけれども、そういうためにこれを利用しています。 

 ちなみに、この「著作権を考える童話」は「著作権の広場」のところにありますけれど
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も、同一性保持権というのがありますから、勝手に形を変えることはできませんので、ち

ゃんと「プリントの形に、形を変えて配ってもいいですか」ということでもちろん許諾を

得て使っていますけれども。ちなみに今回、どうしてもこれを紹介せざるを得ないのです

けれども、こういう場で紹介してもいいかということで、これも許諾を得ましてここで紹

介しています。 

 そういう形で、要するに著作権者の心情的な部分ですね。つくった人がどういう気持ち

なのかということを考えさせたいという意味で、この童話を利用しています。そうした上

で、つくった人の気持ちになって考えてみようということをしっかり考えさせる。これを

２時間やります。 

 その後、著作権についてのしっかりした学習も少しやらないといけないだろうというこ

とで、ここでは１時間と書いてありますけれども、ことしの場合、私は２時間やりました。

１時間もしくは２時間使って、著作権の種類とか使い方とか、自由に使える場合とか、ど

んな場合があって、「こういう場合はどうなんだろうね」と、クイズ形式でやってみました。

これを１時間もしくは２時間かけてやる。一番最後にどういうことを言うかというと、大

事なのはこういうことを言いたいんです。一番最後には本の紹介に戻るわけです。「ところ

で、本の紹介ってやったよね。あれって、本の内容をまとめたわけですが、これっていい

んだろうか、悪いんだろうか」ということをもう１回考えさせるわけです。そうすると、

一応授業でやったんだからいいんだろうなと思って「いいと思う人」と聞くと、大体「は

い」と手を挙げてくるんですけれども、「でも、本の内容を写したんだよ。本の内容を借用

したんだよ。ほんとにいいの？」と言うわけですね。そうするとまた生徒たちは「うーん」

と考えるわけです。 

 そこで大事なことは何かということを言うんです。何かというと、著作権というのは、

要するに創造性ですよね。創作性であり創造的なものに対して著作権というのが発生する。

創造性であり創作性であり、もしくはその表現、それを表現したこと、その事実が大事な

んだということをここで強調するわけです。それが大事なんだ。創作性、創造性、それが

一番大事なんだよと。だから本をそのまま写すのはだめだけれども、そこに内容を把握し

て、内容自体に著作権というのはありませんので、そこに創造性、創作性を自分が加えて、

それを自分の表現として書かないといけないんだよということを、ここで改めて言うわけ

です。一応これで著作権の学習としてはおしまいです。 

 その後どうしていくかというと、その後の流れを簡単に説明します。本の紹介の話に戻

って、掲示板機能を使ってお互いに相互評価を行います。お互いに意見を言い合うわけで

す。基本的にはこんなことを言います。その本人が書いたホームページを見て、こんなこ

とがわからないから、もっとこんなことを調べてくれということを書きなさいということ

を指導します。このときに、著作権のこの学習をした副作用というか、いいのは、掲示板

でお互いに意見を書きなさいといったときに、適当にやらせるといろいろなことを書いち

ゃうんです。好きなことを書いちゃうんです。友達感覚で変な表現で書いたり、気安い表
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現で書いたりするわけですけれども、これは授業なんだからちゃんとまじめに書いてあげ

なさい、しっかり書いてあげなさいということを言うわけです。これは著作権の授業をや

った後、これを言うと効くんですね。すごく指導がしやすくなるんです。 

 次に、こんなことを調べてくださいと友達に書いてもらったので、その意見を自分なり

にまとめて、そこからさらに新たな研究課題を設定するということをやります。研究課題

を設定したら、その研究課題に従って研究を進めていきます。当然、ここでまた著作権に

関連することが出てきますので、「前回習った著作権、その習ったことに気をつけて研究を

進めていきましょうね。つくったことをホームページにまとめていきましょうね。そのと

き、著作権、習ったでしょう。どんなことに気をつければいいんだろうね」ということを

注意しながら発表させるということを行っていきます。 

 最後に総合評価をして１年間がおしまい。こういう流れです。したがって、著作権学習

のポイントといたしましては３つあります。一つは、最初に言いましたように、２年生以

降、いろいろな場所、いろいろな形で調べ学習や研究発表を行います。したがって、何で

１年生でそれを学習するかというと、それがそういう学習の基礎になるだろうと。今から

６か年やる上での基礎になるだろうということで、この１年生で学習するということに意

味があるのではないか。基礎知識としての著作権ということです。 

 ２番目としては、これはカリキュラムとしても著作権の学習の内容を組み込んでしまう。

そういう意味での意義があるだろうと思っております。総合的な学習６か年分が全部カリ

キュラム化していますから、その中でそこに著作権を組み込むことによって、著作権の学

習がカリキュラムの中に組み込まれたという形になってきます。そういう意味での意義が

あるだろうと思っています。 

 ３つ目。これが一番大事ですけれども、著作権の学習のための学習をしているのではな

いということです。「著作権って何だろう」ということをもちろんやるんですけれども、今

後の学びをスムーズにするために実は著作権学習というのをやっています。意図としては

そういうことです。どういうことかというと、先ほども言いましたように、著作権という

のは創造性、創作性というのが大事だと。あなた方が今から学習するに当たって一体何が

大事なのといったときに、皆さんもそうだと思いますけれども、みずから考えること、み

ずから表現する、そういうことを目標にしてふだん生徒を指導していると思います。自分

で考える、自分で表現する。「どうやってやればいいの？ 自分で考えてください。しっか

り考えましょう」。そういうことをすることによって、創造性であり、創作性であり、表現

力というのは生徒についていくのだと思います。 

 そうすると、創造性、創作性、表現力というのは大事なんだよというのは、生徒本人の

力がつくという意味でも大事だと思うのですけれども、別の側面として著作権ですよね。

著作権という社会的な面から見ても、それは大切なんでしょうということを言うために、

実は私たちは著作権を利用しているだけなんです。著作権を詳しく説明しようなんていう

意図はあまりありません。一応やるんですけれども、そうではなくて、生徒に力をつけさ
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せたい。自分で考えるということを生徒にしっかりやらせたい。そのための一つの側面と

して著作権を教えて、その上で自分でしっかり考える必要があるんだ、自分でやらないと

いけないんだということを生徒にしっかり自覚させる。みずから考え、みずから表現する

こと、その重要性を学ぶために著作権を利用しているということなんです。 

 成果としては、より自分らしい表現を考えるということの必要性を生徒も結構自覚して

くれまして、じゃあホームページをつくるときにどんな表現をしたらいいだろうか、文章

をどういうふうに書いたらいいだろうかというのを結構考えてくるようになりました。こ

れはやっぱり教えるほうの側としては非常にありがたいことです。あと、当然、引用とか

出典の明示もちゃんとしてくるようになりました。あと、先ほどちょっと言いましたが、

掲示板を利用した総合評価のときにふざけた書き込みというのは「減り」と書いてありま

すけれども、ほぼなくなりました。ほぼなくなりまして、ほとんど真剣に掲示板に意見を

書き込んでくれることになりました。これは著作権とは直接は関係ないですけれども、副

作用としてこういうことが挙げられます。 

 教師の側としては、生徒がきちんとそういうことに取り組んでくるようになったので、

非常に指導がしやすくなりました。そういう面があります。 

 これはついでですけれども、じゃあ、著作権の学習ということでどういう変化があった

のかというのを、ついでにアンケートをとってみました。ちょっとわかりにくいかと思う

のですけれども、「ポスターやパンフレットをつくるときに漫画のキャラクターを使っても

よいと思いますか」ということですけれども、青いのが１番です。紫色が２番です。３番

目が薄いやつです。この色ですね。４番目が一番最後の水色です。意外と「いけない」と

いう意見が多いんですけれども、これはなぜかというと、先ほども言いましたけれども、

本の紹介のときに「そのまま写しちゃだめよ」とか、そういう指導を既に入れています。

さらに、始まる前に、文化庁から出ている著作権の漫画教室とか何とかという、そういう

冊子も配っています。したがって、それなりの意識が結構高いわけです。 

 ずっと、あと見てください。おもしろいのを１つだけ言いますと、これですね。「著作権

を守ることは大切なことだと思いますか」と、その前、「日ごろから著作権によく気をつけ

ていますか」「あなたは著作権について詳しく知っていると思いますか」ですけれども、お

もしろいのは、著作権学習をする前「大体知っている」というのがこれだけなんですね。

１時間学習をしただけで「私は知っているんだ」という人がこれだけ増えちゃうんですね。

「大体知っている」という人がね。ちょっとおもしろい結果ですけれども。 

 ということで、アンケート結果については皆さんそれぞれ見てみてください。 

 以上で終わります。どうも失礼いたしました。（拍手） 

【司会】  甲斐先生、ありがとうございました。 

 それでは、大和様より講評をお願いいたします。 

【大和】  甲斐先生、どうもありがとうございました。先生は著作権ということについ

て大した実践はしていないと謙遜をされておりました。著作権自体を教えるんじゃなくて、
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創造性や創作性というものを大切にし、自分の表現として創作することが大切なんだとい

うようなことだけを教えているんだというふうにおっしゃっています。しかし、それこそ

が大事なところなんじゃないかなと思っています。 

先生にお伺いしたいのですが、自分で創ること、考えること、表現することの大切さに気

づかせる指導のために「著作権」が材料として使えるというふうなことに気づいたきっか

けみたいなことがもしあればご紹介していただけますか。 

【甲斐】  きっかけは、まさにそのとおりで、指導がしにくかったんです。掲示板とか、

もしくはホームページをつくるときに、著作権をやる前は、本にあることをそのまま写し

て、本にある絵をそのまま写して、これが本の内容ですよということでホームページにす

るわけです。「それじゃあいけんでしょう。ちゃんと内容を理解して、自分で考えて、それ

を書きなさい」と言っても、生徒は「えっ、何で？」ということになるわけです。「ちゃん

と本の内容、紹介してるじゃない」と言うわけです。それじゃあだめなんだよ。自分の創

作性とかそういうものが大事なんだよということを言う、自分の力になるでしょうという

ことを言うのも一つですけれども、別の側面として、そこで著作権を入れたら非常にやり

やすいんじゃないかと思いまして、それで入れることにしました。 

【大和】  今ご紹介があったように、知識としての著作権ではなくて、学習する態度と

か姿勢ということで、多分そういった素養が必要になってくるというお考えなのだろうと

思います。まさしく著作権教育で求めているところもおそらくそんなことではないかと思

います。 

ちょっと違う事例かもしれませんが、学校では交通安全教育をやりますね。交通安全教育

をやるときに、「人は右、車は左」とかいうふうな話をしますが、そういうことを子どもた

ちに理解させるときに、道路交通法を取り上げて教える人は多分いないと思うんですね。

道路交通法には「人は右、車は左」というのは規定されているんですけれども、「道交法に

書いてあるから守らなければならないんだ」じゃないんですね、きっと。子どもたち自身

の身の安全のために、あるいは車両の交通の安全のためにそういうルールがつくられてい

るのであって、目的は人や車の安全であるわけです。 

著作権教育も同じで、法律に書いてあるからどうじゃなくて、自分が考えるということが

教育の中で大切だと、そういう態度を身につけるための材料として著作権というテーマを

使っているという意味だと思います。だから、著作権法にどう書いてあるかということは

二の次なのだろうと思います。私は、それはそれでいいんだと思います。確かに、ロース

クールの学生が司法試験を受けるためには、著作権法にどう書いてあるのかということは

学ばないといけないと思いますけれども、先ほどの道交法の条文をすべての人が知ってお

く必要がないのと同じように、著作権法の条文をすべての人が知っておく必要はないわけ

です。ただ、自分で考える、自分で創り出すことの大切さということはすべての人が知ら

ないといけないのだろうと思います。先生の実践を聞いて、感想としてそう思ったわけで

す。 
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それともう一つ、おもしろかったのは、先生ご自身は多分気がついていないかもしれませ

んけれども、この冊子の161ページに指導案が掲載されていて、「単元のねらい・目標」の

真ん中あたりに「そうするあまり、『あれはだめ』、『これもだめ』と禁止するばかりではい

けない」というふうな記述があります。実は、著作権教育に先進的に、精力的に取り組ん

でおられる学校の先生は、報告書などでよくこのような記述をされます。私は、そんなの

当たり前じゃないのと思うのですが、実際にはよく目にします。著作権法の条文をめくっ

ても、「あれはだめ」という禁止条項の規定は１ヶ条だけなんです。著作権法というのは私

権に関する権利ですから、民法の考え方に基づいていて、基本的には契約自由なんですね。

要するに権利者と利用者、つくった者と使う者の間で約束すればどんな契約だって、公序

良俗に反しない限りOKなんです。その上で契約に何も書いていない場合にトラブルが生じ

たときには、これを基準に解決してくださいよというのが法律なんですね。だから、事業

に関する規制法のようなものでない限り、法律には「あれをしてはいけない」「これをして

はいけない」というのは書いていないものが多いんです。 

しかし、学校の先生は、著作権法というと規制に関する法律だと思ってしまう。だから、

先進的に著作権教育に取り組んでおられる先生は、そういう考えじゃいけない、「あれはだ

め」「これもだめ」と子どもたちを規制してはいけない、とメッセージを送っているわけで

す。私は、当たり前じゃないか、そんなこと法律には書いていないと思うのですけれども、

先進的に取り組まれる先生方から見ると、同僚の先生方の多くは「あれはしちゃいかん」「こ

れはしちゃいかん」というふうに著作権法に書いてあると思ってしまっているんで、そう

いうふうにアピールしなければいけないと感じておられるわけですね。 

 だから、ここはさりげない記述なんですけれども、仲間の先生に対する一つの啓発的な

メッセージだと思います。ここに気づいているかいないかによって、知的財産教育あるい

は著作権教育に関する取組のエネルギーの出やすさ、出にくさが変わってくるのだろうな

というふうに思います。先生はあまり意識されずに書いたのかも知れませんけれども、多

くの先生は、著作権法というのは規制の法律だと思っている人が案外多い、そうじゃない

よという一つのメッセージかなという気がしました。ご参考までにご紹介をさせていただ

きました。 

貴重なご発表をありがとうございました。（拍手） 

 


