
様々な教科でのインターネットの活用

山口県立南陽工業高等学校

１．学校紹介（平成１５年１２月現在）

所在地 ： 山口県周南市温田一丁目１－１

生徒数 ： ４７０人

教員数 ： ５４人

学級数 ： １２学級

２．研究のねらい

本校では、以下の３点を主たる研究テーマとして実践を行った。

まず、第一に様々な教科での学習活動におけるインターネットの活用に関する研究を

行った。そのために、まず各科・各教科からネットワーク利用委員を選出し、各科・各

教科でのインターネット活用に関する研究の中心的存在とするとともに、この委員から

成るネットワーク利用委員会を新設し、ネットワークの管理・運用方法・教育利用の推

進方法等を検討することとした。

次に、地域ネットワークセンターに設置された教材データベース(ＶＯＤサーバ)の活

用方法に関する研究をテーマに行った。当初は、テレビ会議システム等を活用した双方

向通信による授業も検討したが、本校に導入されたインターネット回線は、上り回線が

ISDN(64kbps) 下り回線が衛星回線(実測1.5Mbps程度)と非対称で上り回線が極端に低速、

なため双方向での動画の通信は安定しないと考え、下り回線が高速であることを活用で

きる研究テーマとして採用した。

最後にネットワークを活用した生徒の様々な学習活動の在り方の研究を行った。イン

ターネットを校内の各教室で利用できるよう校内ＬＡＮが整備されているが、このＬＡ

Ｎをインターネットのみの活用にとどまらず、学習活動においてイントラネットとイン

ターネットのそれぞれの長所を生かした活用方法を研究した。

３．研究の経緯

本研究を行うと同時に、施設設備の整備・校内体制の整備・教職員研修等も行う必要

があった。特に、初年度はほとんどの時間を施設設備の整備やパソコンの設定等に時間

をとられることになった。また、本校ではできるだけ多くの科や教科での利用をめざし

ネットワーク利用委員を中心にして学校全体で研究に取り組むこととした。

年 度 月 経 緯

平成１０年度 １月 先進的教育用ネットワーク地域事業の指定校となる。

２月 ネットワーク利用委員会を設置し、ネットワーク利用委員

を委嘱する。

平成１１年度 ７月 近隣中学校に「高等学校のホームページ利用の実態調査」

を実施する。

８月 ＬＡＮの整備（パソコン教室－職員室間をケーブルで接続

する。ただし、ＶＬＡＮにてセグメントを分ける ）。

９月 インターネット回線の整備

１０月 ネットワーク利用規程の策定

１２月 校内教職員研修会を実施

２月 ＬＡＮの整備（事務室・保健室）



ネットワーク利用委員会にて、各科・各教科の「ネットワ平成１２年度 ５月

ークを活用した授業」の研究テーマを決定し、各科・各教

科ごとに研究を開始する。

１２月 校内教職員研修会を実施

３月 校内教職員研修会を実施

３月 校内ＬＡＮ整備工事（普通科教室・実習室等へのＬＡＮ整

備、幹線のGiga-bit Ether化 等）

平成１３年度 ９月 スプーフィング装置の試験導入

ＶＯＤを活用した授業１１月

１２月 校内教職員研修会を実施

３月 研究事業が期間延長され、再指定を受ける。

ネットワーク利用委員会にて、各科・各教科の「ネットワ平成１４年度 ５月

ークを活用した授業」の追加の研究テーマを決定し、各科

・各教科ごとに研究を再開する。

ネットワークを活用した生徒の学習活動の在り方の研究平成１５年度 １１月

３月 研究事業の終了

４．研究の内容

ここでは、本校の実践事例を要約して２件紹介する。

（１ 「歴史新聞を作ろう」）

① ねらい

現在、日本史Ａでは近現代中心に授業を進めている。近世以前については、年

度当初の通史と各学期１～２回のビデオ視聴で扱う程度だが、歴史好きの生徒の

中には戦国時代や幕末の人物などに深い興味・関心を持っている生徒もいる。今

回歴史新聞を作ることによって、自分が興味をもっている事件や好きな人物に関

して、自由にイメージをふくらませて書物だけでなくインターネットを利用して

手軽に調べ、さらに１枚の紙面にまとめることにより、自ら課題を発見し調べ表

現することで知識の内容を深めることができる。さらに、いろいろな事件や人物

・事柄を調べることによって、その時代を総合的にまとめ自分なりの歴史観を作

り上げていく手掛かりとする。

② 配当時間

事前指導・・・・歴史新聞作成のねらい 資料収集の準備

第１時・・・・・実施要領の説明 割り付けを考える

第２時・・・・・ （図書室やインターネットを利用） 割り付けの手直し取材

第３時・・・・・ （図書室やインターネットを利用） 原稿下書き・清書取材

第４時・・・・・ （図書室やインターネットを利用） 原稿下書き・清書取材

第５時・・・・・提出

第６時（後日 ・発表）

③ 授業内容

学習の流れ 指導上の留意点

１ 事前準備 事前の授業の中で参考資料として市販の本

市販の歴史新聞を見本として の歴史新聞を１～２枚配布しておく。どん

配布し、構想を練っておく。 なものができるかのイメージを自分なりに

作っておく。

２ ・実施要領を説明し、全体の構 ・紙面をわかりやすく面白くするため、イ

成を考える。 ラスト・地図・コラムなどいろいろなコー



・何時代の何の事件を扱うか。 ナーを作るよう指導する。

・その時代にありそうなＣＭを１つ考えさ

せる。

３ 取材 ・１つの時代をできるだけ多角的にとらえ

・好きな場所に分かれて取材活 て紙面の話題を豊富にするように、戦争だ

動をする （教室・図書室・視 けではなく社会・経済・文化の欄にも目を。

聴覚教室） 向けるよう指導する。

４ 同上 ・必要な資料（地図・絵）はコピーをのせ

てもよい。

５ 提出 ・作品の完成には個人差があるので、１週

間くらい余裕を持っておく。

６ 発表・評価 全員の作品を縮小印刷して配布し、各自

工夫した点、力を入れた点を発表しあう。

気に入った作品を各自３点選んで投票し、

クラスのベスト１０を決定する。

（２）ＶＯＤ（ を活用した授業Ｖideo Ｏ n Ｄ emand）

① ねらい

様々な圧力による現象に関心を持たせ、大気圧が意外に大きいことを実験やＶ

ＯＤによる映像を通して実感する。また、大気にも重さがあり、それが大気圧の

原因となっていることを理解させ、さらに気体の分子運動との関わりを考察させ

る。

② 配当時間

１時間目（本時 ・・・大気圧を実感する。）

２時間目・・・・・・・ボイル・シャルルの法則を導く。

３時間目・・・・・・・ボイル・シャルルの法則を導く。

４時間目・・・・・・・練習問題

③ 授業内容

学 習 活 動 映 像・準 備 指 導 上 の 留 意 点

導入 ○圧力が原因で起 ▼減圧状態での風船 ○ 映像を見て気づいたこ

こる現象を見て、 ▼マグデブルグ半球 とや身の回りの現象につ(映像受信)

圧力の存在を確認 いて考えさせる。

する。

展開１ ○各班で空き缶つ ▽実験器具 ○ 加熱した空き缶を水槽

（実験） ぶしの実験をする （空き缶、水槽、る につける時に、口が水の。

つぼばさみ、ガスバ 中につかるように一気に

ーナー） つけさせる。

展開２ ○ドラム缶つぶし ▼ドラム缶つぶし ○大気圧によってドラム

の実験映像を見る 缶さえもつぶせることを(映像受信) 。

実感させる。

○ドラム缶がつぶ ○水１ｇが100℃になった

れる原因を考える 時の体積変化から缶内の。

圧力が小さくなったこと

を気づかせる

展開３ ○大気圧の大きさ ▼１０ｍの水柱 ○大気の重さ(1030gw/cm

を数値で考える。 )を導く。(映像受信) ２



○空き缶の表面積から空

き缶にかかる重さを求め

る。

○気圧の原因を考 ▼ブラウン運動 ○分子運動が原因で起こ

える。 ▼気体分子運動モデ る現象を見せ、分子の存

ル 在を意識させる。

○気圧の大きさの ▼ブラウン運動モデ ○気体の圧力の大小は気

原因を考える。 ル 体の分子運動の違いであ

ることを気づかせる。

まとめ ○気体の圧力・温 ▼気体の分子運動の ○気体の圧力・温度・体

、(映像受信) 度・体積の関係を シミュレーション 積の関係に興味を持たせ

知る。 （www上にあるWebペ 次回のボイル・シャルル

ージ） の法則への導入を行う。

５．研究の評価・課題

本校では、本研究事業を行うに当たり、多くの教職員の協力を得ることができた。こ

れには、本研究事業を学校全体で取り組む体制を作ることができたことと、工業高校で

あるためコンピュータを用いた授業に対する理解が比較的得られやすかったことなどが

考えられる。

また、この５年間に教員のスキルも飛躍的に進歩した。パソコンやインターネットを

活用して授業を行うことができる教員の数も相当数に上り、今後様々な教科でのコンピ

ュータやインターネットの活用が期待できる。

ただし、本校の環境が上り回線がISDN(64kbps)であったため、上り回線にも負担がか

かるテレビ会議システム等を利用した授業や学校間交流は手控えた。今後、環境が整え

ばこのような利用方法にも取り組んでみたい。

６．研究成果物の内容と普及方法

本校のWebページ http://www.nanyo-t.ysn21.jp/ に 本報告書に記載したもの以外「 」 、

の実践事例等も掲載しているので御参照いただきたい。

７．まとめ

、 。 、この５年間で インターネットに関する環境は劇的に変化を遂げた 学校においても

「バーチャル・エージェンシー」等により、各普通科教室等へのパソコンの導入、校内

ＬＡＮの整備、ブロードバンド回線の整備等インターネットを授業等で活用できる環境

が整いつつある。

ただし、本校は工業高校であるためコンピュータの数は、恵まれていると考えられる

が、それでもコンピュータ室の確保が難しい場合があった。さらに、コンピュータを活

用した授業が今後増えてくるとそのやり繰りがさらに難しくなっていくことが考えられ

る。

また、各普通教室に２台のパソコンが設置されているものの、プロジェクタの台数が

限られていることやスクリーンやプロジェクタの設置に時間がかかること等もあり、普

通教室での利用はなかなか進まない現状がある。

今後、さらにコンピュータやインターネットを手軽に活用できる環境が整えば、利用

の幅が増えていくものと考える。


