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 よろしくお願いします。岡山県の北、山の中からきょう出てまいりました、尾崎といい

ます。弥生小学校という５５０人の学校で教諭をしております。私が著作権教育に取り組

むきっかけとなったことを少しお話しさせてください。 

 実は昨年度、現場を離れまして、岡山市にある岡山県情報センターというところに長期

研修員として１年間勉強しにいきました。そこでは、情報教育ということをずっと専攻し

て研究していくのですけれども、実は私が最初にやりたかったことは著作権ではなかった

んです。アニメーションのソフトを使った教材づくりがやりたいなと思ったんです。でも、

私の指導教官が「尾崎君ね、そんなことはだれでもやってるから違うことやれ」というふ

うに言われまして、「情報モラルどう？ ほかの長期研修員はね、みんな情報モラル以外の、

情報教育の中でいう光の部分ですよね。ソフトを使って何かするとか、野外にコンピュー

ターを持ち出して何かする。尾崎君だけはね、情報教育の陰をやれ」というふうに言われ

たんです。「僕だけ陰ですか」という感じだったんですけど、「これから著作権というのは

絶対に必要になってくる。学校現場での取り組みが絶対にますます重要性を増してくるか

ら、やってみろ」ということを言われました。「わかりました」ということで、著作権教育

を始めたのがきっかけです。 

 著作権教育を始めるに当たりまして、学校の先生方がどのような意識を持たれているの

かということを実態調査、アンケートをとってみました。私が勤務していた学校です。こ

れは情報モラルという分野についてのアンケートなんですけれども、これをごらんくださ

い。非常に先生方にとって関心があったのが、掲示板とかメールのマナー、そして出会い

系サイト、それから有害サイトについてです。残念ながら著作権の関心というのは非常に

低かったですね。私が著作権をやるといってアンケートをとったのに、著作権のことを「必

要ないんじゃないか」というようなことを言うわけです。これは私の学校だけかなと思う

んですけれども、ひょっとしたら、一般的な学校現場の意識じゃないのかなと、失礼なの

かもしれませんが、そういうふうな意識も少しだけ持っています。つまり、犯罪に絡むよ

うな項目は関心が大きいんです、学校現場で。私も学校の教員ですからよくわかります。

緊急の課題ですから。ですけれども、著作権というのはあまり犯罪に絡むようなことがな

いから、先生方から少し意識が遠のいているのかなという気がします。 

 では、子供たちはどういう意識を持っているのか。子供たちにもアンケートをとってみ

たんです。これをみてください。「まねされた経験がある」、自分がかいたものですよ。こ

れは５年生だったんですけれども、それが３１人中２７人。逆に「まねした経験がある」、

３１人中２２人。「パソコンを使ってコピー＆ペーストをしたことがある」、３１人中１５

人ですね。そして、私が一番驚いたのが、例えば自分がホームページをつくる、あるいは

ブログをつくって、そこに、例えばインターネットの絵からドラえもんとかピカチュウを

持っていって張りつけてもいいですかという質問をしたんです。そうしたら、３１人中２

５人が「いい」と答えるんですよね。相当勉強のできる優秀な子も入っていました。これ

には少し驚きました。 
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 こういうふうな、先生方の意識、そして子供たちの意識の実態がある中で、やっぱり著

作権教育というのは大事なんだなということを思いました。著作物の意識は相当子供たち

は低い。いい子ばっかりなんですけれども、ですけれども、いろいろな経験は多いという

ことです。 

 それで、この後に「では、一体、今、日本の教育現場で著作権教育はどのような実践が

なされているのか」ということを指導案を集めまして分類をしてみたんです。小学校が１

８、中学校２２、高等学校３１、全部で６９枚、指導案を集めまして、それを３つの観点

に分けて分類をしてみました。一つは、先ほどから話題になっている心情面です。著作物

を尊重するというようなところに焦点を当てた授業です。一番左の部分ですね。それから

２番目の「理解」というのは、著作権について理解するということにねらいを絞った授業

実践です。そして「引用・許諾」、これは引用したり、許諾を取ったりして実際に行動する

ということについてねらいを絞った授業です。 

 これを見ていただいたらわかるのですけれども、著作権教育というのは、心情面を中心

にやっていく授業というのは思いのほか少ないんですよね。どうしても内容が道徳的にな

っちゃうわけです。私は、小学校の教師ですから、やっぱりここのところがちょっとへこ

んでいるからやらないといけないんじゃないかなということを思いました。こういう経過

から、私自身が著作権教育を行っていく上で３つ大事なこと。１つは先ほど言った心情面

を養うこと。それから２つ目は先生方はあまり知られないので、できるだけ学校現場でも

知っていただく。そして、できるだけだれでもが使えるような教材をつくりたいというよ

うなことが問題意識として芽生えてきたわけです。 

 私がどういうふうな研究テーマに最終的に絞ったかといいますと、先ほどの３つのカテ

ゴリーですね。あの中の「気づく」、つまり著作物を尊重する態度、著作物を大切に思うと

いう気持ちに特化した著作権指導用教材をつくろうと思いました。その部分が小学校は非

常に少なかったですからね。その指導用教材をつくるのですけれども、その指導用教材が

自分だけのひとりよがりに終わってしまっては何もならないわけです。ですから、いろい

ろな人の目をくぐらせて、よりレベルの高いものにしていこうと思いました。それでどう

いうことをしたかといいますと、子供たちのアンケートの評価ですよね。そして、私がつ

くった指導用教材を職員室の先生方に見てもらって、チェックをしてもらいました。いい

とか悪いとかいうことですね。そこで、ここがいけないということが出てきましたら、そ

れを修正して、改善していって、よりよいものにしていこうというふうな実践を昨年度積

んだわけです。 

 私がつくった著作権教材、３つつくりました。そこにＡ、Ｂ、Ｃと書いているのですけ

れども、それぞれ特徴を持たせました。どのような特徴か。まずＡですよね。これは係活

動。子供が係活動で学級新聞をつくる。そこに太郎ちゃんがかいた大事な大事なイラスト

を勝手に載せてしまうというような教材です。それから、２つ目の教材はＢですね。これ

は国語の作文の授業で「海の学習」という、岡山県は大体、瀬戸内海のほうに行って１泊
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か２泊ぐらい宿泊して、カッターをこいだりするんですけれども、その海の学習のことを

作文の授業で書いていこう。でも、書けないから隣の花子ちゃんのやつを見て写しちゃう

というような教材です。それから３つ目は新聞づくり。これは社会科見学で自動車工場に

見学に行って、そのまとめをコンピューターを使って新聞づくりをしたんですけれども、

そのときに、引用せずに、ウェブ上のイラストをどんどんコピーしていって自分のものに

してしまうというものです。これでＣが、Ａ、Ｂと違うのは、著作権者が目の前にいない

んですよね。ネット側の向こうにいる著作権者を相手にした教材をつくってみました。さ

らに、その下に書いてありますけれども、できるだけ子供たちにとって身近な教材がいい

んじゃないかということで、こういうふうなものを選んだわけです。 

 それぞれの教材には対立するような２つの場面を意図的に盛り込んでいます。例えば、

許可を取った場合と取らなかった場合。ＡもＢもそうですね。そしてＣ、これはコピー＆

ペーストするやつですけれども、引用をきちんと書く場合と書かなかった場合、そして２

つの場面における著作権者と利用者、その心情面を考えさせて、多様な考えを導き出すと

いうような教材づくりをしてみたんです。 

 実際少しだけお見せします。指導用教材の構成なんですけれども、１つの教材はこのよ

うな８つの小さな教材群からできています。場面紹介資料というやつですね。これが道徳

でいう読み物教材に当たるものです。ドラマのシナリオというんですかね、こうこう、こ

うなりましたというような、Ａ４判１枚ぐらいの題材を自分で書きました。何度も何度も

書いて、これは非常に苦労したところですね。それにあわせてパワーポイントで提示用教

材というものをつくりました。お話にあわせて絵を動かしていくわけです。だれでも使え

るためには、私だけが動かせてもよくないので、だれがパワーポイントを操作しても同じ

ようにできるように、この場面でクリックするように、それを詳しく書いた場面指導サイ

ンや、そしてコンピューターが使えない先生方もいらっしゃるので、印刷してもできるよ

うな印刷用教材、そして指導案、板書計画、ワークシート。そしてワークシートの朱書き

という、全部で８つのものを１つの教材の中にパッケージにしたわけです。これをＡ、Ｂ、

Ｃと３種類つくりました。 

 ちょっと紹介してみます。一部なんですけれども、これは係活動を題材にした教材Ａ「健

二君の学級新聞づくり」というやつです。こういうふうな感じで子供たちには授業をしま

した。 

 ある日、２時間目が終わった休み時間に、太郎君はいつものように自由帳を広げてイラ

ストを描いていました。そこへ、仲良しの健二君がやってきました。 

「ねえねえ、太郎君のイラストかっこいいね。僕の自由帳に写していい？」 

太郎君は少しの間考えました。 

「このイラスト、一番気に入っているんだ。健二君の自由帳だけならいいよ」 

健二君は、自分の自由帳に、太郎君のイラストを写しました。 

 というような、これは一部なんですけれども、こういう感じで説明しながら、パワーポ
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イントで解説を加えていってやりました。 

 次がまた一部分ですけれども、２つ目の教材です。これは作文ですね。海事研修の作文

の教材です。 

 同じ班の花子さんも文章を書くことがあまり得意ではありません。 

悩んでいるよな。 

でも、頑張り屋の花子さんは何度も書いたり消したりしながら、海の学習の様子を思い出

して、少しずつ原稿用紙を埋めていきました。 

頑張っているな、花子さん。 

太郎君はあせりました。どんなことを書いていいのか浮かんでこなかったのですねえ。 

太郎君、悩んでいるでしょう。はてなマークがついている。ぽよん。 

隣の席の花子さんをのぞき込むと完成間近のようでした。 

太郎君が横目でみてるよ。じろっと。ちょっと嫌らしいね、目がね。 

「花子さんの作文を見せてもらおう」 

太郎君は見せてもらうだけと思っていましたが、花子さんの作文をのぞいているうちに、

ついそのまま写してしまいました。もちろん花子さんには何も言っていません。 

これ見てごらん。花子さんの作文、太郎ちゃん写した。どこが違う？ 名前が違うよな。

あと、友達の名前も違うよな。でも、あと全部同じ。写しちゃったんだよな。 

 というような感じで、授業を進めていくわけです。 

 これを３つつくって、子供たちに授業したんです。そのときの授業の流れと様子なんで

すけれども、これは先ほどの２つ目の教材ですね。作文を書いた教材なんですけれども、

これをずっと読んでいった後に、それぞれ許可なく写した場合。先ほど読んだとおりです。

そして、もう１個は、ちゃんと許可を取って、「写していい？」「見ていい？」と言って、

許可を取って写した場合。その場合の著作権者と利用者ですね、太郎君と花子さん、健二

君と花子さん、その心情面を考えさせる。そして、多様な考えを導いて、そこから著作物

の大切さに気づかせるというような授業です。 

 これ、私がちょうど授業しているんですけれども、多分、この写真は最初にこれを読ん

でいる場面だと思います。子供たちがこういうワークシートの中に心情面を書き込んでい

くわけですね。こういったような３つの、３時間の授業をつくりました。 

 それで、授業が終わった後に感想を書いてもらったんです。どんな感想が出たかという

ことなんですけれども、教材Ａ、１つ目ですけれども、いっぱい出たのですが、その中で

特徴的なものを。「勝手に使ったらいけない」「人のものも大切にしないといけない」。２つ

目の教材です。「必ず断ってからしないと、相手の人がとても悲しむ」。そして、「その人に

感謝をする」ということが出ました。これにはちょっと驚いたんです。「感謝をする」とい

う言葉が出て、非常に私はうれしかったです。それから３つ目の教材は、これは引用とい

うものを使ったのですけれども、「引用しないといけない」「お礼の気持ちにならないとい

けない」というような感想を子供たちが書いてくれました。 
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 私は心情面ということにできるだけ集中して教材をつくったのですけれども、心情面以

外の、青色の字で書いた行動面ですよね。「勝手に使う」とか「断る」とか「引用しないと

いけない」とかいうような行動面についても子供たちの意識が向くわけです。だから、特

に小学校の段階では、こういうふうな心情面を養っていくようなことが非常に大事じゃな

いかという気がしています。 

 これ、キーワードの数をもとに分析をしてみたということなんですけれども、この３つ

の教材は分析をしてみましたら、どれを使っても同じ結果があらわれるということが一応

導かれましたので、３つの教材Ａ、Ｂ、Ｃを順番に使っていかなくても、その学級の状態

に応じてＣだけ使うとかＢだけ使うというようなことをされてもいいんじゃないかなと思

っています。 

 つくった教材を、先ほど言いましたように、先生方にも見ていただいたんです。評価を

していただきました。学校の先生です。「先生、評価してください。お願いします」と、チ

ョコレートをいっぱい持っていって。そうしたら、こういうふうな項目が挙がってきまし

た。４点満点で評価してもらったんです。ＢとＣなんですけれども。４点満点が最高点な

んです。４点満点のところがあるんですよね。どこかといいますと、さっき私が見せた提

示用教材ですね。あれは子供たちが場面を大変イメージしやすくてよかったという評価を

いただきました。 

 ですけれども、やっぱり直したほうがいいよというところもあったんです。例えば、先

ほどの２つ目の教材ですね。作文を書く教材。あれの中では、勝手に作文を写された花子

さんにスポットをもっと当てるべきだ。最初、私は、勝手に使われて花子さんが下を向い

てじっとして、涙をぽろっと流すというふうにしていたんですけれども、「それじゃあ花子

ちゃんの悲しみが伝わらないんだぞ、尾崎君」と言われて、「もっと声あげて泣くように変

えろ」とかって言われまして、最後は「声をあげて大きい声で泣きました」というふうに

変えました。これも先生方のアドバイスを受けて変えたわけです。 

 そして、Ｃには「引用」という言葉を入れたんですけど、子供たちにこの「引用」とい

う言葉は難しいのではないかということで、少しそれをかみ砕いて、教材の中に説明する

ような文章を入れてみました。 

 研究の成果なんですけれども、子供たちもあのような感想を寄せてくれました。そして

先生方の評価もまずまず、いいものをいただけたのではなかったかと思います。私の目指

していた「著作物を尊重する態度の育成」、つまり心情面に特化し、心情面を養うという教

材の活用の見通しができたのではないかなというふうには考えています。 

 今後の課題ということなんですけれども、先生方の評価をいただいて、できるだけいろ

いろな先生に使っていただけるように、これからも修正、改善をしていこうと考えており

ます。さらには、私は昨年度の教材は全部学校の中だけのものを扱ったんです。でも、実

際問題として著作権の問題は家庭で非常に多いですよね。簡単にコピーできますから。家

庭生活を扱った教材をつくろうかなと考えて、今は一生懸命つくっている最中です。今、
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４割ぐらいできているんですけれども、できるだけ年内に完成して授業にかけてみたいな

と思っています。 

 そして、もう一つ、学校現場でできるだけ著作権教育というのを皆さんに知っていただ

きたいなということ。非常に著作権教育の教材というのはウェブ上だけをとってとらえて

も非常に優れたものがあります。これ、私が勝手に自分でつくったのですけれども、著作

権関連ホームページ集ということで、こういうところに行ったら著作権のいろいろな教材

とか情報を仕入れることができますよということで、自分でいろいろ集めてみたんです。

もちろんこの中には、きょうのＪＡＳＲＡＣさんのホームページもあります。例えば、こ

の中でＣＥＣ（セック）という団体があるのですが、その中に「ネット社会の歩き方」と

いう教材があるのですけれども、これをご存じの方、いらっしゃいますか。手を挙げてみ

ていただけますか。 

 ありがとうございます。多分、ここに集まってくださっている先生方は、非常に著作権

に対する意識が高いと思うのですけれども、こういうふうなのがセックのウェブにあるん

です。ちょっと見てみます。自分のブログを見ながら。スキャナで取り込むわけですね。

で、自分のブログに張りつけてみよう。やった。何日かしてコメントが来た。何だろう。「法

律違反ですよ」というような内容なんです。こういうふうにすばらしくよく吟味された教

材がたくさんあります。でも、残念ながら私も去年１年著作権を勉強しましたから知った

んですけれども、現場の先生方は非常に忙しいですから、こういうものがやっぱり周知徹

底されていないということで、できるだけ広めていきたいなと。まずは自分の学校から広

めていきたいと思っております。 

 長時間にわたりご清聴どうもありがとうございました。（拍手） 

【司会】  尾崎先生、どうもありがとうございました。 

 それでは、大和様から講評をお願いしたいと思います。 

【大和】  尾崎先生、ありがとうございました。非常にすばらしい実践だと思います。

先生方、いかがだったでしょうか。とても分かりやすい教材の開発に取り組んでおられる

わけです。 

冒頭にもご紹介がありましたように、いろいろな指導案を調査分析されて、心情面からア

プローチをした事例が少ないとのことです。これはなぜでしょうか？行動とか理解に関す

る実践例は多いけれども、心情面が少ないのは。 

【尾崎】  これは自分で教材を実際につくってみるとわかるのですが、圧倒的に心情面

を扱った教材はつくりにくいですね。どうしても道徳的な教材になるので。引用とか許諾

とか理解というふうなことに視点を当てた教材も実はつくってみたんです。やっぱりそっ

ちのほうが割と手軽といいますか、やることがはっきりしているので、そっちのほうがつ

くりやすかったですね。 

【大和】  なるほど。教材の作りやすさという意味では、理解とか行動の方が作りやす

いんでしょうけれども、多分、子どもたちに伝えやすいという意味では心情面からのアプ
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ローチのほうが伝えやすいような気がするんですけれども、いかがでしょうか。 

【尾崎】  そうですね。私がつくった３つの授業なんですけれども、どの教科で授業を

したかといいますと、迷ったんです。ＡとＢは道徳でした。それで、３つ目のものは総合

的な学習なんです。やっぱり心情面というのは意外に難しいんですよね。子供たちが引き

出すというのは。ほかの、さっきのコピーライトの教材なんかもつくってみたんです。そ

れもちょっとやってみたんですけれども、そっちのほうがはっきりしますよね。「見つけた」

とか。だから、そっちのほうが意外とやりやすいというような印象を私は持ちました。 

【大和】  指導方法というのは、子どもたちの実態に応じていろいろなバリエーション

があると思います。小学校はさすがに教科書の中で著作権を扱ったものは少ないですけれ

ども、中学校の技術家庭とか、高等学校の情報の教科書を見ますと、先ほどの分類でいう

と、内容に関する記述は丁寧で、著作権法にはこんな権利があるとか、こんな例外規定が

あるというふうな法律の解説のような記述は多いんですけれども、それを子どもたちの生

活になぞらえて理解できるように指導するために、どれがほんとうにやりやすいのかとい

うのは難しくて、どうしても知識偏重になってしまいがちではないでしょうか。法律の内

容を教えてしまうということになってしまいそうだなという気がしています。 

そういった意味で、尾崎先生の取組は道徳的な教材になってしまうというんだけれども、

しかし、そういうアプローチで、特に小学校の場合ですと、なぜ人の作品を大切にしなけ

ればいけないのかに立ち返る。法律があるからだめなんじゃなくて、なぜ人の作品を大切

にしないといけないのかということに立ち返って教える方が効果があるのだろうなと思っ

たんです。もちろん、子どもたちの興味の範囲とか能力は多様ですから、知識欲の旺盛な

子は、かえって小難しいことに食いついてくることがあるかもしれませんから、やり方は

多様なんだと思うんですけれども、心情面からのアプローチというのは、教材開発の難し

さはあるかと思いますが、子どもたちへの伝わりやすさというのはあるんじゃないかとい

う気がしました。 

それと、１つ、皆さん方へ紹介です。本日は私立学校の方が多いようですけれども、公立

の事例ですが、子どもたちに調べ活動をさせる場合、旅行雑誌から解説の文章なんかを切

り張りして旅のしおりなんかをつくるわけですね。こういったことについて、岡山県では

県内の小中高等学校で調べ学習をするときに、必要な情報を「るるぶ」からコピーして資

料などをつくることについて発行者と県の教育委員会が包括的な契約を結んでいるんです

ね。それで、こういった目的であれば一々連絡しなくても、使用料も払わなくて結構です

という内容になっています。子どもたちのこういった活動には本来、著作権の許諾が必要

なんだということで出版社にいろいろ問い合わせとか相談、許諾の連絡なんかをし始めた

結果、「その範囲であればいい」というふうなルールをつくりましょうという話になったと

いうふうに聞いています。 

実は、現在はもう既に著作権法が改正されて、子どもたちによるコピーについても無断で

やっていいことになっているんですが、今紹介した事例はそのような法改正がされる前に
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実施されているんですね。だから、そこが驚くべき取り組み、注目すべき取り組みだと思

っています。というのは、学校の先生は無断で使える範囲でやろうとか、まったく使わな

いとかいうふうなオプションをとりがちなんですけれども、許諾を求めれば案外許可して

もらえるケースが多いということなんです。しかも、無償で許諾される場合もある。それ

から、本来は使うたびに契約をしないといけないんだけれども、交渉によっては、かくか

くしかじかの目的であれば県内の小・中・高等学校どこの学校でもという包括的な許諾も

得られる。そういうふうな取組をされておられるわけです。ビジネスモデルでは、結構そ

ういった契約は多いのですけれども、学校関係者としての挑戦としては非常に画期的な取

組だと思います。そういうふうな地盤、基礎があったからこそ、尾崎先生のような取組も

情報センターの中で展開することができたのではなかろうかなと思います。 

 著作権というのは金がかかるとか、手間がかかるという考え方ではなくて、たたけば扉

は案外開かれるものだというふうなことを実践的に取り組まれた県でもあることをこの場

でご紹介しておきたいと思います。 

 きょうは尾崎先生の教材開発、非常に参考になりました。ありがとうございました。 

【尾崎】  ありがとうございました。（拍手） 


