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 ご紹介にあずかりました神奈川大学附属中・高等学校からまいりました小林と申します。

よろしくお願いいたします。 

 尾崎先生のほうの最初のご発表で、教材、カリキュラム、こういった開発のお話があり

ました。甲斐先生のほうでは、創作性を用いた実践、そして調査結果というお話がありま

したけれども、私も学校で実際どういったことをやっているかということでの報告をさせ

ていただきます。ただ、著作権教育または情報モラル教育というのは、どの学校でもとも

かく実践をしましょうというふうに言われているんですが、なかなか先生方はやりたくな

い分野であることは重々承知しております。ただ、こういったセミナー、こういったもの

に参加されることによって、やはり何か現場のほうに、学校のほうに戻られて、何かやっ

てみようというふうなお気持ちになっていただくことが重要だと思います。 

 まず最初に学校の紹介をさせていただきます。本校は横浜市の緑区にございまして、各

学年７クラスの編成で、各学年２２０名程度、生徒が在籍しております。中・高等学校と

いうことで、１９８５年に男子校として開校しました。ですから、まだ二十数年です。８

８年に男女共学に移行しまして、２００４年に併設型中高一貫校に移行しております。よ

って、いろいろな教科で、例えば数学は数学の６か年カリキュラム、またはほかの教科で

もそういったカリキュラムを組んでいます。その中で情報教育の６年一貫教育、６年間で

情報教育を実践していきましょうというものを組み立てております。情報教育を始めたの

が８９年ですね。コンピューター教室を設置いたしました。インターネットを導入したの

は９６年。この時点で高校生にもこういった情報教育というものをどんどん取り入れてい

った時代です。９７年に校内ＬＡＮであるとか、専用回線を光ファイバーへ移行していっ

て、今現在あるという形になっています。 

 現在のカリキュラムでは、中学１年生から高校２年生までに、こういった情報教育を必

修としております。ですから、中学入学した時点から高校２年まで、全生徒に教えている

という状況です。高校３年生になりますと、選択授業でマルチメディア表現という、こう

いった授業も開講しておりますけれども、必修が高２までという形になっています。情報

教育というのは、いろいろな教科でやれるものでもなく、実質的には中学の段階では技術

家庭科、高校では高校情報科というのが中心的にやっているという形になっています。 

 実際に私立中高なので、どういった子供たちがやってくるかということなんですけれど

も、当然、小学校の４年生ぐらいから塾にずっと通っていた子供たちでありまして、そう

いう子供たちはやはりこういった情報機器を大変よく使います。塾の行き帰りに携帯電話

というのを親御さんたちが持たせるというのも大きな要因であるかと思うのですが、この

調査は２００３年までやっておったのですが、もうほとんど意味がないということで、も

う調査をやめました。２００３年の時点でパソコン処理というのは、大体９７％、インタ

ーネットも９３％ということで、電子メールの活用は低いのですが、要は携帯電話、携帯

メールにどんどん移行してきた時代ですので、この７９％となっておりますけれども、や

はりこの調査は中学１年生から高校３年生までやっておりますので、中学１年生から２年
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生、３年生と、だんだんと携帯の所持なんかは増えていく。高校生はほぼ全員の子供たち

が持っているという形で、パソコンに関しては自宅でお父さん、お母さんが使っているも

の、または本人が使っているものがあるという状況です。 

 実際にお話しした、こういった情報教育をやっていて、子供たちはどう感じているかと

いうことなんですが、まず、高校１年生の子たちに３５時間授業をやって、コンピュータ

ー、情報教育をやったのですけれども、「授業を理解し身についた」というのが２１％ぐら

いで、「授業ではわかるが身についていない」というのが６割。これが常識的なところなん

だと思います。そして、技能においては、コンピューターを使いこなせるようになりたい

と子供たちは思うのですが、実際、課題に対して自分で解決できるようになったよという

のが１５％。でも、大体コンピューターになれてきたけどわからないことがあって、先生

についてもらわないとなかなか自分にはできないよというのが５０％を超える。こういっ

たデータが出ております。まだやっぱりなれていない、授業が苦痛だというのも７％ぐら

いいるというのが現状です。 

 学校としてはどういうことを大事にやっていこうかというと、今回の著作権教育も含め

てリテラシー教育だと。コンピューターリテラシー教育をしっかりやっていくことが重要

だと。つまり、情報を選択、処理、発信できる能力を育成して、正しい知識と、正しいス

キルと、正しい判断能力、そして問題解決のために情報技術を活用できるようにしておこ

う。こういった力をはぐくむことが重要なんだと。だから、タイピングからプログラムま

でやりましょう。もちろんこの中に、今からお話しする著作権も含まれ、情報リテラシー

も含まれているということです。そして、情報モラルも含まれるということですね。本校

は、著作権利用等における教育ＮＰＯに所属しております。これは何かといいますと、学

校の入試問題にいろいろな文学作品を使いますので、そういった際に日本文藝家協会の許

諾をとって出題をしましょうというわけです。また、すべての教職員に対して、著作権に

関する知識を高めるために講習会や連絡会を実施して参加を呼びかけるというようなこと

にも取り組んでいます。 

 そして、著作権の位置づけなんですが、実際に中高で展開している情報教育の一環とし

て著作権教育を実施しています。そして、先ほどから大和先生のお話にもあったのですが、

すべての教科、すべての先生で取り組むべきなのではありますが、ただ、やはりこういっ

た中学、高校というのは、どうしても教科で縦に割れていますので、ほかの教科でやって

くださいというわけには、やはりなかなかいかない。そこで情報科であるとか技術家庭科、

こういった教科が中心となってカリキュラムを作成して、学年担任会の協力のもとに授業

を展開しているというのが実際です。 

 そして、リテラシーを身につけるために中学１年から取り組んでいます。やはり先ほど

の甲斐先生のお話にあったのですが、中学１年生からやるというのはすごく大事でした。

というのは、１年生、入学した子たちがコンピューターを触る、コンピューターを使う、

またはいろいろな作品をつくり上げる。そういった段階で著作権であるとか情報モラルと
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いうことをきっちりと話をしておくと、後の話が非常に楽に進むというのは、これは全く

そのとおりだと思います。中学は情報活用のための著作権、高校は情報発信者としての著

作権という位置づけをしている。ここがちょっと中高で分けている部分ですね。つまり、

ウェブを利用するとかいろいろな作品を利用するという観点で中学では教える。そして、

高校生では、今度は自分が発信者として、著作者としてどういったことを考えていくか、

どういうふるまいをすればよいかということを、ここで分けて考えております。 

 そして、「知識を持つことが重要ではない。正しい行動ができることが大切だ」というこ

とです。大和先生からも、法律を教える教育ではないのだという、非常に心強いお言葉を

いただきましたけれども、私も、著作権にかかわる詳しいことというのは、特に教えませ

んけれども、ただ、いろいろなことを知っておっても、それが行動に結びつかなければ、

これはあまり意味がない。つまり、著作権はこういうものである、著作権を破っちゃいか

ん、著作権は大事だと思いながらも、家に帰ってＣＤを不正コピーしているとか、それか

ら人のアニメ作品を自分の作品として何かに書くとか、何かに発表するとか、そういった

ことをやっては全く意味がないわけで、正しい行動ができる、こういったことが重要であ

ろうと位置づけております。 

 そして、実際に著作権教育カリキュラムというのを、どのようにやっているかというこ

となんですが、中学１年生では、やはりネット上のルール、それから調べた情報をどう扱

うか。そして著作権の種類とか、ケーススタディー。つまりいろいろなケースがあるので、

それを見せていく、教えていくということをやっています。そして、これは６分の２とあ

りますが、これは、こういった情報教育をやるのは実際６時間なんですが、そのうちの２

時間でやっています。 

 そして、中学２年生も大体５時間、６時間なんですが、そのうちの２時間程度。知的財

産権であるとか、音楽の著作権。特に中学１、２年生というのは、やはり音楽、最近では

携帯電話でダウンロードをするということを非常に多くの子供たちがやっておりますので、

こういったときにどういうサイトでつないでおるかとか、どういうことが起きているかと

いうことはしっかりとお話をしておかなければいけませんので、そこで取り入れています。

そして、著作権許諾の処理、ケーススタディーというのをやっております。 

 中学３年生では、情報教育３５時間、週１時間ここでやるので、いろいろなケースでや

っていきます。ポスター、レポートをつくるときに、どういう許諾をとる必要があるのか

とか、著作者の権利という話をしております。 

 そして、先ほどお話ししたように、高校では、いわゆる権利者としての話になります。

クリエイターとしての著作権ということで、ケーススタディーなどを出すのですが、実質

本格的にやるのが高校２年生の、先ほど甲斐先生の、中学生がホームページをつくるとい

う実践がありましたが、私たちも高校２年生においてウェブ制作をやっております。この

ウェブは、これまで情報教育でやってきたことの集大成ということで、グループ研究をや

るんですが、そういったグループ研究をやる際に、必ず最近ではウィキペディアを中心に
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して、いろいろなサイトから情報を持ってきます。そういう情報を扱う場合、どういう処

理、手続が必要なのかということを実際にやりましょうということで、こういったことを

やっています。 

 そして、ちょっと作品を１つご紹介しますと、これはシンククエストという、中高校生

を対象とした教材コンテストに出展した生徒の作品なんですが、膨大な作品です。ものす

ごく大きな作品で、これを全部授業でやっているわけではなくて、子供たちが協力をして、

学校が休みのときに家でやっていたり、いろいろなことをやるんですが、こういったこと

をやっています。そして、この中に、ちょっと中身は時間がなくて見せられないのですが、

こういった著作表示というのを必ずやらせます。つまり、これはどこから情報を取ってき

たのかということをきっちり記載させるということです。これはプラネタリアという作品

なんですが、ここで自分たちが制作者のことを書くと同時に、著作権に対して自分たちは

この部分を、このページをつくるためにどこを参考にしたか、引用したかとか、こういっ

たことをカテゴリーごとに記載をさせています。これは、非常に大きな作品なので、ここ

までありますけれども、実際、授業で取り組んでいる、数ページの作品においても、必ず

情報ソースはどこにあるのか、そしてどういう処理をしてそれを書いた、または写真を使

った場合はどういうふうな処理をしたのかということを必ず記載するということをやらせ

ています。これが実際、高校生の授業で取り組んでいる部分です。 

 そして、ここまでは生徒なんですが、先ほど教職員の講習会の話もしましたけれども、

保護者のことも考えておりまして、これは去年の実践になるのですけれども、これはｅ－

ネットキャラバンというのがありまして、ことしもまだやっておりますが、いろいろな団

体が協力をして、文部科学省、総務省も入っているのですけれども、その団体が協力をし

て、学校に講師を派遣して、こういった情報モラルであるとか著作権に対して講義をして

くれるという形で、何と無料でやってくれます。そして、例えば携帯電話の利用に対して

親御さんは非常に心配されておりますから、そういったこともお話ししていただきますし、

それから音楽のダウンロードだとか、こういった著作権に関するお話もきっちりやってい

ただけるということで、こういったことを利用してやっております。こういったものもぜ

ひ皆さんも学校で取り組んでいただければと思います。 

 これが全体のカリキュラムという形です。 

 そして、当然、こういった授業を展開していこうとなると、教材が必要になります。教

材を自分でつくるというのは、やはりなかなか時間もないし、できればいいものを見つけ

てやりたいというのが実際の話です。「まんがでみる著作権」というのは、ちょうどこうい

った形のものですが、これは多分、全国の中学に毎年配られてきます。漫画で見るという

形で、ケーススタディーで教えていきますので非常にわかりやすくなっております。それ

から、きょう、封筒に入っておりましたけれども、このおじゃる丸のシリーズもあります。

ウェブサイトにもこれがあります。それから、本校では大学法人神奈川大学が「情報ガイ

ド倫理ブック」というのをつくっておりまして、これは大学生、高校生、中学生に冊子を
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つくって配っております。この倫理ブックの中に、知的財産権、著作権に関する記述があ

りまして、これも教材にしておるという形でやっております。そしてもちろん、教科書に

ある、技術家庭科とか高校情報科のテキストをやっています。 

 そしてウェブ教材というのはやはり非常に優れたものがありまして、先ほどもお話があ

りましたけれども、コピーライトワールド。コピーライトワールドというのは、著作権情

報センターがやっている、このおじゃる丸のこれなんですけれども、あと文化庁さんのや

っている「これであなたも著作権何でも博士」、それからＪＡＳＲＡＣさんがやっているサ

イトもあります。 

 ちょっとこちらをご紹介したいと思います。これは文化庁さんがやっているサイトで、

これは小学校、そして、ここに出ていないですけれども、中学校、そして高校、そして大

学生という形で、校種にあわせて教材があります。「マルＣってなあに」と。マルＣマーク

は何だろうと。それから「まねしたらいけないの？」ということですね。これはフラッシ

ュの映像、アニメーション作品になっているのですが、そのデータをダウンロードするこ

ともできますし、指導案もＰＤＦで取ることができます。よって、先生方がどういうふう

にこれを教えるかというのも、ここで見ればいいんですね。 

 それから、高校の場合は１６個、ケーススタディーがあって、例えばアニメのキャラを

使いたいけれどもどうなんだろうかとか、それから、高校生ぐらいになってくると、フリ

ーでダウンロードできるよとか、カメラで撮るのはまずいよねと。これはいわゆるデジタ

ル万引きですね。携帯電話で書籍を撮影したらまずいよとか、こういった話のケーススタ

ディーが出ております。 

 きょう、ちょっとご紹介するのは、中学の著作権教材です。これも同じく、やはり基本

編、応用編というふうに分けてあるのですけれども、これがまだサイトに載っておりませ

んが、もうすぐ載ります。これは音がついております。 

（上  映） 

 こういった形でずっと生徒たちの会話があって、先生の、何が問題だったかという話が

あるという形です。右側のほうには、これのどこに関係するのだろうか、人格権、著作権

と、出ておりますけれども、そういったものが点滅するようなあんばいになっています。 

 そして、クイズがありまして、クイズにはこういった形で今の勉強した形のものを確か

めるということで、携帯、音楽再生機にコピーをするというのはどういう問題があるか。

１番から解いていこうと。最後は採点をしてくれるというのがこういったページでありま

す。こういうのが、このサイトにありまして、これが小学校、中学校、高校という形で校

種にあわせたいろいろな形の教材があるということで、これだけあれば、ある意味これで

勉強ができるというのが一つで、こういったものをぜひ利用していただきたいと思います。 

 そして、ＪＡＳＲＡＣさんもサイトがあります。ＪＡＳＲＡＣさんのサイトの中にＪＡ

ＳＲＡＣ ＰＡＲＫというのがありまして、子供たちがわかりやすいような形での掲載が

あります。 
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 それと、皆さんの中で、もしかしたら学校のホームページを管理されている方があるか

もしれませんが、校歌はどういうふうに扱っていったらいいんだろうかというふうに思わ

れている方もいらっしゃるかもしれません。例えば曲を載せる、または歌詞を載せる、そ

ういう場合はどういう手続をとったらいいのかということが、非常に詳しく出ております。

そして、その手続の用紙がＰＤＦでダウンロードできるであるとか、こういった相談にも

乗っていただけるということで、ホームページを管理しておるんだけれども、こういった

ことはどう扱ったらいいかと非常に不安に思われている方は、ぜひこれを利用していただ

きたいと思います。これはＪＡＳＲＡＣのほうのページにあります。 

 そして、授業評価。こういった情報モラル教育、または著作権教育をやって、子供たち

の反応はどうだっただろうかということで、情報モラル教育は学校で実施するべきかどう

か。そして、著作権について何を注意するか理解できたか。インターネット活用のふるま

いについてできたか。こういったことをアンケートをとりました。その結果は、情報モラ

ル教育の実施はやっぱりやってほしい、やったほうがいいというのは「とてもそう思う」「そ

う思う」というのが９０％を超えています。ただ、著作権についての注意点がわかったか

ということは６割程度。やはり、まだまだこれはしっかりやっていかなければいけないと

いうところです。あと、インターネットの問題、あとは携帯電話の安全な活用方法につい

てはどうかというのも、やはりこれは非常に高くて、８０％ぐらいが理解したと思ってい

る。 

 ということは、やはりこういったトラブルとか、いろいろなことがあるんだけれども、

子供たちはこういった教育をやったほうがいい、やってほしいと願っている。授業前後で

子供たちの知識や意識は非常に大きく変わっています。そして、先ほどもお話にありまし

たけれども、やはり著作権、情報モラルも「あれはだめ」「これはだめ」という教育では結

果として、見ていないところで何をやっているかわからない状況。つまり、自分でどうふ

るまえるか。「あれはだめ」と禁止しても、見ていないところでやっていたらしようがない

わけですから、そういった身のこなし方、そういったことがちゃんとできるようにするこ

とが大事。それは何が問題なのか、自分の行動でどんなことが起きるのか、被害者はどう

なるか、その心理はどうなんだろうかという形で考えさせる教育、そういうことをしっか

りやることが大事なのだろうと思います。学校全体、そして保護者の協力や理解も大切で

あると。他教科の連携もこれから検討していかなければいけないなというところが、今回

私が発表させていただいたことになります。 

 どうもありがとうございました。（拍手） 

【司会】  小林先生、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ます。 

【大和】  小林先生、どうもありがとうございました。 

本日ご参加の先生方、今のご発表を聞いていただいて気づいていただいたかと思います。

もちろん、尾崎先生、甲斐先生の取組の中でもひょっとしたらあるかもしれませんが、小
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林先生の実践の特徴は、紹介があったプラネタリアなどの制作を通じて、子どもたちみず

からが許諾を取る手続の体験的な学習にまで踏み込んでいるという事例です。総合的な学

習の場で体験的な学習と、よく言いますけれども、見学にとどまっていたりというような

学習活動も多いわけですが、実際にこのような契約行為までやるような体験にまさる教育

はないのではないかと思っています。 

ちなみに、子どもたちが許諾契約をして断られたケースというのはどのぐらいの割合であ

るんですか。 

【小林】  断られるケースも当然あります。どれぐらいあるかというのは、ちょっと子

どもたちにやらせているのでわからないのですけれども、でも、大概これは無理だろうと

いうものは、子供はチャレンジしないので、取れそうだと、またはオーケーもらえそうだ

というところでいきますので、そういった意味では……。 

【大和】  そういった感覚も養われているわけですね。 

【小林】  そうですね。それはやっぱり高校生ぐらいになると、さすがにこれはだめだ

ろうという感覚はわかりますので。 

【大和】  神奈川大学附属中・高等学校以外でも、著作権教育に取り組んでおられると

ころでは、机上の論理だけじゃなしに、実際に権利者と連絡を取ってみようというふうな

試みをやっているところが増えつつあります。先生を通じてやると断られるかもしれない

のですが、案外、子どもたちが直接交渉すると許諾を得られる、そういう割合もあるのか

もしれません。もちろんすべてがすべてOKをもらえるとは限りませんが、結構許諾をもら

えるらしいですね。 

【小林】  そうですね。 

【大和】  ですから、そもそも著作権というのは、禁止されているルールじゃなくて、

一言あいさつをしましょうというルールであって、やってみると許諾が得られる。そうい

うふうな経験を中学校、高等学校の段階でできると非常に有意義じゃないかなと思ってい

ます。 

学校の先生はとかく、許諾を得ずに利用できる守備範囲という先生方の職場ならではのも

のを持っておられますので、できるだけ教育の場面でも許諾を得ずに済む範囲で収めよう

というふうにしがちですけれども、実際、今、教えられている子どもたちが卒業して社会

に出ていくと、否や応でも許諾を得ないといけない場面のほうが多いわけですから、そう

いったことを考えると、学校教育の段階でそういった経験を１回でも２回でもしておくと

いうのは非常に有意義じゃないかなと私は思います。 

それと、小林先生から文化庁の教材を宣伝していただきましてありがとうございます。ご

参加の先生方にもぜひ見ていただきたいと思いますが、１つ残念なお知らせです。冊子で

提供させていただいている「まんがでみる著作権」、これについては、ご紹介いただいたよ

うにこれまで何年間かにわたり全国の中学生ひとりひとりに対して全員に届くようにお送

りしていたのですが、今年度、財務省の調査がありまして、学校でこういうものを無償で
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配られているようだけれども使っているかというアンケートに対し、多くの学校で要らな

い、使っていないというお答えをされてしまいましたので、来年度からもう配れなくなり

ました。とはいえ、著作権教育に取り組んでみたいと思っておられる学校はまだ多いと聞

いています。財務省によるアンケートでは非常に否定的な結果だったのですが、我々が伺

ってみると、教材が欲しいというお声もありましたので、財務省からは印刷物を配付する

ことはまかりならんということになってしまいましたけれども、何らかの形で教材提供は

していきたいと思っています。冊子形態では来年度以降、届けられない可能性はあります

けれども、別の形で教材提供などはしていきたいと思いますので、ぜひ参考にしていただ

ければと思います。 

小林先生、どうもありがとうございました。（拍手） 


