
学習活動におけるインターネットの活用 

 

山口県立熊毛北高等学校 

 

１．学校紹介 

 所在地  山口県周南市大字安田字追迫1-2 

 生徒数  ２６９名（平成１５年４月８日現在） 

 教職員数 ３５名 

 学級数  ７クラス（普通科４クラス、家政科・ライフデザイン科３クラス） 

 

２．研究のねらい 

 コンピュータの基本的な操作を習得し、インターネット等を用いて、より現実的な情報を収集し、情報

収集能力および情報活用能力の向上に努める。 

 

３．研究の経緯 

 研究開始時、本校の実態に照らし研究テーマを「学習活動におけるインターネットの活用に関する研究」

に決定した後、各教科の担当教員にテーマを伝え、インターネットの授業での活用を呼びかけた。すべて

の教科ではないが、各教科で授業でのインターネット活用が試みられたが、そのほとんどは調べ学習を中

心としたものであった。その後、調べ学習以外の利用方法が検討され、電子メールを用いた英語学習の実

践がなされた。 

 

４．研究の内容 

実践事例１ [３学年 家政科 家庭 課題研究（６０時間）] 

１ ねらい   課題を設定し、解決を図る学習を通して、専門的な知識と技術の深化を図り、問題解決 

       の能力や自発的、創造的な学習態度を養う。また、インターネット等による情報収集、活 

       用能力を育成する。（基本操作は１、２年次に学習している） 

２ 授業内容（３名のグループ） 

学習の流れ 

・課題の設定（６時間） 

「世界の料理とその調理」 

  各国の食文化、各国の代表的な料理や興味ある料理の調理方法などを図書館やインターネットを利用

 して調べる。 

  調べた各国の料理を、味付けや食材の工夫をすることで日本人の健康や嗜好に合わせたものにする。

 （授業ではイギリス、フランス、イタリア、トルコ、中国、ネパールの料理を調査することに決定。） 

・試作する料理や食材を具体的に検討する。(４時間) 

 （コーニッシュパステ  天津めん  チキングーラッシュ他） 

・各料理の調査（２時間） 

・調理を試作する。（４時間） 

・調理の工夫（４時間） 



作品例１            作品例２            発表風景 

コーニッシュパステ（イギリス） エクレア（フランス） 

・調査研究のまとめと発表（１０時間）２時間は全体発表をする。 

  パソコン等を使って発表の原稿を作成する。 

  家政科２、３生を対象に発表する。２年生は来年度の課題研究を実施するための参考とする。 

 

実践事例２ [１～３年 総合的な学習の時間 国際理解とコミュニケーション（１２時間）] 

１ ねらい   興味のある国の文化や生活習慣の調査を通して、コミュニケーション能力の育成と国際 

       感覚を身につける。 

２ 授業内容 

学習の流れ 

１ 国際理解のテーマで全学年を対象に生徒募集をする。その際「絵本、インターネット等様々な手段で

 外国の生活習慣や文化について調査する。必要に応じて英文のEメールで外国の生徒と交流する。」こと

 を生徒に伝える。（１６人希望者が集まる。） 

２ 質問内容、調査内容をグループで検討する。 

 自分たちの日常会話の中で話題にのぼることなどを中心に整理してみる。 

質問内容：食事・学校生活・観光地・歌手などの芸能人・その他 

３ 自己紹介文を書く。雛形を示し、英語の苦手な生徒にも配慮する。また事前に検討した質問項目が記

 入できるように配慮する。 

  実際の自己紹介例 

 Dear friends 

 My name is K.Suzuki . I live in Japan. 

 I’m a high school student. 
 I was born on March 3. I’m fifteen years old.  
 There are three people in my family, my father, my mother and me. I have  a pet rabbit. His 

 name is Furu. He is very cute. 

 I like music.My favorite musician is Utada Hikaru, L’Arc-en-Ciel and, Ayumi Hamasaki. I also 

 like sports. I’m on basketball team at school.  以下省略 

４ 電子メールのマナー（ネチケット）についてインターネットで検索学習する。ネチケットについて十

 分理解させる。 

① 手を非難中傷する表現は慎む。性、人種差別、年齢等に関する表現は避ける。 

② 雑誌、新聞等の記事を引用するときは必ず許可を得てから引用する。 

③ 着信メールにはできるだけ早く返事を出す。 

④ 不正確な誤解を招くようなメッセージは流さない。 

⑤ メールの文面が長く読みにくくならないように注意する。 

  家族、学校名、住所等の個人情報は書かないように注意する。 

 ・検索例及びネチケットの検索アドレス http://black-gw.matsue-ct.ac.jp:1087/foreign/iwata/ 

 ・ある検索例の要約  E-mailを書くときの３Ｃ   Concise Clear Correct 

 ・英文手紙の形式  ① はじめの挨拶  ② 本文  ③ 終わりの挨拶  ④ 名前 

 ・いくつかの例文を読む  初めてメールを書くとき 

              返事をもらってから出すメール  その他 



５ 自己紹介文をメールで送る 

 送信前に、各自の自己紹介文を検討する。 

 返事がもらえる可能性が高くなるように、２、３人に送ってみる。 

 

送り先の入手   IECC という電子メール文通サービスを利用した。 

 

実践事例３ [２年 ライティング 国際理解とコミュニケーション（５時間）] 

１ ねらい   アメリカの高校生と実際に電子メールのやり取りをすることによって、英語を書いて表 

       現しようとする積極的な態度を育てる。また、異なった文化や生活習慣を理解し、自分の 

       考えを表現したりすることによって実践的コミュニケーション能力を育てる。 

２ 授業内容 

学習の流れ 

１ ライティングの授業で、レッスン終了ごとに、そのレッスンのキーセンテンスや題材を使って、自分

 のことについて短いエッセイを書く。書きたいことをまとめ、自分が知っている英語を使って書くよう

 指導する。定期考査前には自己紹介を含む自分のことについて自由にB4 １枚英語で書く。また、定期 

 考査では、この自由英作文を問題に含める。その時期の行事などを含めた例文を与え、その文をヒント

 にして書くよう助言する。 

２ 定期考査のときに書いた英作文をコンピュータで入力して練習する。また、この文を参考に、次回英

 語で手紙をやり取りすることを伝える。大きな間違いは、AETにチェックしてもらったものを渡す。自 

 分たちの日常会話の中で話題にのぼることなどを中心に整理してみる。食事、芸能人、学校生活 等ヒ

 ントを与える。 

３ 電子メールのマナー（ネチケット）について学習する。 

４ アメリカの高校生からのメールを生徒に渡し、その手紙の内容を把握し返事を書く。 

・ AET より、いつもの自己紹介の文では、外国の人には理解が難しい点を指摘、どう変えたらよいか説

明してもらう。 

 ・雛形を示し、英語の苦手な生徒にも配慮する。 

 ・JTE, AETまた外国語補助要員が、コンピュータ教室にはいり個別指導を行う。 

 ・事前に検討した質問項目が記入できるように配慮する。 

  実際の自己紹介例 

 Dear , 

 My name is K.Suzuki . I’m a 17 year old Japanese girl from Yamaguchi which in the south of Japan.
 I’m a second year student at Kumage-Kita High school. My hobbies are listening to Japanese  
 pop music and watching TV. 

 Do you know any Japanese music? My favorite musician is Utada Hikaru. We went to Korea on a 

 school excursion in the middle of July. 以下省略 

５ 自己紹介文をメールで送る。電子メールのマナーについて、各自の自己紹介文を検討する。 

６ 返事が来た生徒には、返事を渡し放課後を利用して返事を書く 

 

JTEおよび外国語補助要員が、助言および指導した。 

 

送り先の入手  IECCという電子メール文通サービス利用および元AETに紹介を依頼した。 

 

５．研究の評価・課題 

 すべての実践事例においてインターネットを調べ学習に利用し、実践事例２，３ではそれに加え電子メ

ールを利用することで学習を進めた。 

 実践事例１において、さまざまな国の食文化や料理、その調理法を調べることはかなり漠然としており

生徒が書籍等で調べることはかなり時間がかかる上、思うような成果が上がりにくい。しかしwebによる

検索は非常に手軽であり、国などを特定できていなくても、生徒が思いついた言葉で検索でき、また即座



に結果を得られるため、このような学習には大いに役立つものであった。 

 実践事例２，３については、実際に外国の人と電子メールをやりとりするということで生徒の興味を引

きつけやすく、生徒も意欲的に学習を進めることができた。また電子メールは手軽に利用でき返信までの

時間もそれほどかからず、早く結果を得ることができ、すみやかに学習を進めることができた。電子メー

ルの利用はこの事例には大変有効であった。 

 反面、調べ学習については検索結果が膨大な数であり、その中から本当に必要な物を絞り込んでいくた

めには検索サイトの利用方法に慣れている必要がある。また電子メールを利用するに当たって、メールの

マナーを指導する時間を多く割く必要があった。また生徒が利用するメールアドレスは校内のみで使用で

き、利用時間も限られているため、先方からの継続的な着信に対して答えられないこともあり残念であっ

た。 
 またコンピュータの使い方に慣れていない生徒もおり、その修得に時間がかかる場合があった。さらに

本校のコンピュータ教室は家庭・商業・総合学習の時間などで週１３時間がつねに使用されていて他の科

目で利用する際は時間変更などが必要となり、利用しづらい面があった。 
 
６．研究成果物の内容物と普及方法 

 研究成果の普及については、実践事例の指導案が学校インターネットのホームページなどで公開されて

いる。 

 

７．まとめ 

 今回の学校インターネット事業での本校の取り組みは、学習活動におけるインターネットの活用に関す

る研究をテーマにしたものであった。 

 インターネット導入前には、学習活動にコンピュータを利用する場合、ネットワークに接続されていな

いコンピュータでの学習アプリケーションの利用に限られていた。インターネット導入に際して、これま

でのコンピュータの利用方法以外の可能性を模索していくなかで、教科の性質にもよるが、ほとんどの教

科での利用方法が調べ学習に偏ってしまいがちであった。今後インターネットを授業で利用していく上で

調べ学習だけにとどまらず、ネット上で利用できるコンテンツの吟味をじっくりと行う必要があると感じ

た。ただ、調べ学習が有用であることに疑問の余地はないが、必要なときにコンピュータを使用できなか

ったり、調べ学習だけに１時間を費やすのが無駄と感じられることもあるので、利用したいときにだけ利

用できる環境を整える必要性を感じる。 

 電子メールの利用については、継続使用を考えない場合は校内からしか利用できないメールアドレスで

もよいが、そうでない場合は、どのコンピュータからでも利用可能なwebメールなどの利用を検討する必

要がある。 


