
情報リテラシーなど

「指導者が知っておくべき知識 その１」
タブレット端末インストラクター養成講座



本日の内容

1. はじめに～本日の目標～ 
2. 情報リテラシーとは 
3. 著作権について 
4. PCとスマートフォンとiOS 
5. おわりに



１．はじめに～本日の目標～

・情報リテラシーについて知る 
・情報モラルについて知る 
・著作権について知る 
・タブレット端末の可能性を知る



いきなりですが質問です

２．情報リテラシーとは



情報リテラシーと 
メディアリテラシーの違いは？



Google検索「情報リテラシー」

約825,000件

メディアリテラシー

情報リテラシー
情報を入手・整理・真偽・取捨選択



２．情報リテラシーとは

情報リテラシー（information literacy）
情報活用能力や情報活用力 By Wikipedia



視覚障害＝情報障害

みなさんの役割は重要

情報を得ることは大きな意味をもつ



学校では



・情報活用能力を学校で育成することの 
　重要性

S60～H2

情報及び情報手段を主体的に選択し  
活用していくための個人の基礎的な資質

読み書き算に並ぶ基礎・基本

情報活用能力



情報を得ることで社会参加が可能になる
得た情報を有効に活用する力が必要



平成14年6月

情報教育の実践と学校の情報化  
~新「情報教育に関する手引」~

第7章　特別な教育的支援を必要とする 
　　　  　　子どもたちへの情報化と支援



情報教育の意義

このように,適切な支援機器の付加によ
り,視覚障害教育においては情報活用能
力を伸ばすことが,そのまま社会参加と
バリアフリーにつながる必須領域となっ
ている。



「教育の情報化に関する手引き」

平成22年10月



第９章　特別支援教育における教育の情報化

第１節　特別な支援を必要とする児童生徒 
　　　　に対応した情報化と支援

（２）特別な支援を必要とする児童生徒に 
         対する情報教育の意義と課題

1.　一人一人の教育的ニーズに応じた教育の 
　　在り方



　情報化の推進は，特別な支援を必要とする児童生徒の移動
上の困難や，社会生活 の範囲が限定されがちなことを補い，
学校や自宅等にいながらにして様々な情報を 収集・共有で
きるという，大きな社会的意義をもっている。また，イン
ターネット をはじめとするネットワークの世界は，国籍，
性別，障害の有無を問わない開かれ た世界であり，そこに
参加していくことは，障害のある人の積極的な社会参加の新
たな形態の一つということもできる。 
　そのため，社会の情報化が進展していく中で，児童生徒が
情報を主体的に活用できるようにしたり，情報モラルを身に
付けたりすることが一層重要になっている。



第４節　特別支援学校における情報教育と 
            ICT活用

（１）視覚障害者である児童生徒に対する 
         情報教育

1.　視覚障害者である児童生徒に対する情報 
　　教育の意義と支援の在り方



　また，情報化の進展が視覚障害者の生活に新しい可能性
を切り開いてくれる反面，情報社会が自己の生活環境に与
える影響を適切に把握・理解させることが重要である。携
帯電話の所持率も高くなっている中，携帯電話やコンピュー
タにまつわる様々な犯罪を知り，こうした犯罪から自分の
身を守る工夫を主体的に行う姿勢を身に付けさせることも
大切である。  
　これらにより，教室で学ぶことだけでは得られない多く
の情報に，より能動的にリアルタイムに接することができ
るようになる。このように，視覚障害教育においては，適
切な支援機器の工夫と情報教育により情報活用能力を育成
することが，情報格差の幅を狭め，情報社会へ参画する態
度を育てることにつながる。



有効に活用するためには何が必要か



　このような情報活用能力を育成するため，特別支援学校小学
部・中学部学習指導要領においては，「各教科等の指導に当たっ
ては，児童又は生徒がコンピュータや情報通信ネットワークな
どの情報手段に慣れ親しみ，その基本的な操作や情報モラルを
身に付け，適切かつ主体的，積極的に活用できるようにするた
めの学習活動を充実する」と規定されている。これは，小・中
学校における指導と同様のものであり，障害の有無に左右され
るものではないため，他の章で示している活用例を参考に指導
の工夫を行うことも必要である。



　一方，支援を必要としている人々は，その障害の状態等によ
り情報の収集，処理，表現及び発信などに困難を伴うことが
多く，前述の情報社会の恩恵を十分に享受するためには，個々
の実態に応じた情報活用能力の習得が特に求められる。こうし
た意味では，個々の障害の種類や程度に対応した情報機器は，
特別な支援を必要としている児童生徒の大きな助けになる。し
かしながら，コンピュータをはじめとする現在の情報機器が
必ずしもすべての人々に使いやすい仕様になっているわけでは
ない。  
　そこで，個々の身体機能や認知理解度に応じて，きめ細かな
技術的支援方策(アシスティブ・テクノロジー:Assistive 
Technology)を講じなければならず，そのための研究開発や，
様々な事例をもとにした教育課程の研究が期待される。



情報を活用する力を身に付けるために 
必要なこと



情報活用の実践力

情報の科学的な理解

情報社会に参画する態度



情報活用の実践力

　課題や目的に応じて情報手段を適切に
活用することを含めて，必要な情報を主
体的に収集・判断・表現・処理・創造し，
受け手の状況などを踏まえて発信・伝達
できる能力。



情報の科学的な理解

　情報活用の基礎となる情報手段の特性
の理解と，情報を適切に扱ったり，自ら
の情報活用を評価・改善するための基礎
的な理論や方法の理解。



情報社会に参画する態度

　社会生活の中で情報や情報技術が果たし
ている役割や及ぼしている影響を理解し，
情報モラルの必要性や情報に対する責任
について考え，望ましい情報社会の創造に
参画しようとする態度。



情報活用の実践力

情報の科学的な理解

情報社会に参画する態度

心・技・体？？



３．著作権について



情報モラル

情報を扱う上での求めらる道徳…

収集・整理・発信







収集・整理・発信

なんでもあり！ではない
ルールやマナー

知らぬが仏

赤信号みんなで渡れば怖くない



著作権



平成24年10月1日　 
違法ダウンロードの 
刑事罰化について



http://free-illustrations.gatag.net
「GATAG フリーイラスト素材集」から



道標になる！！



著作権とは

公益財団法人　著作権情報センター



知的財産権 
（知的所有権）

著作権 産業財産権 
（工業所有権）

その他

特許権 実用新案権 意匠権 商標権

文化的な創造物を 
保護の対象



著作権とは・・・



著作権に関する問題例

引用 
○文化庁「著作権なるほど質問箱」 
○公益財団法人　著作権情報センター 
「初めての著作権講座Ⅱこんなときあなたは？著作権Q&A」



文化庁



問題①

著作権を得るためには、
何か手続きが必要ですか？



必要ありません



著作権は著作者が著作物を創作した
ときに自動的に発生する。

文芸、学術、美術、音楽など 
人間の思想、感情を創作的に表現したもの

○著作物

子どもの絵も立派な著作物



問題②

　フリーソフト、フリーウェア、
著作権フリーとは、どのようなも
のをいうのですか。



一般には、自由利用を認めて利用者
に提供しているソフトウェアのこと



　しかし、これらの用語は法令で定めら
れたものではなく、著作権フリーなどの
表示があっても、例えば個人利用は認め
るが、他人への頒布や業務上の利用は認
めないなど、一定の条件を定めている場
合もあります。



問題③

　ホームページに掲載されている文
章やイラストを自分の勉強のため、
ダウンロードしたり、プリンターで
打ち出したりすることは、権利者に
無断でできますか。



一般に著作権者の了解
なしにできます



　ホームページに掲載されている著作物をダウンロードした
りやプリンターで打ち出したりする行為は、一般に著作物の
複製に該当します（第２条第１項第１５号）。この場合、著
作権者は複製権を有していますので、本来利用者は、著作権
者の了解がないと著作物を複製できないわけですが、質問の
ような個人的な勉強のために複製する場合は私的使用のため
の複製に該当し、著作権者の複製権が働かないことになって
います（第２１条、第３０条）。



問題③

　市販のＤＶＤにはコピーガードが施さ
れ通常の録画機器では複製ができないの
で、あるところで売っているコピーガード
キャンセラー装置を買って、それを使って
コピーしようと考えています。コピーした
ものは私しか使わないのですが、著作権
の問題がありますか。



私的使用の目的であっても、権利者
の了解なしにはできません。



　著作権法では、たとえ利用目的が私的使用であり、利用
者本人が複製する場合であっても、権利者の了解なしに、
このような技術的保護手段を回避して著作物を複製するこ
とを原則として禁止しています（第30条第1項第2号）。ま
た、コピーガードを回避する装置やプログラムの販売、貸
与や公衆への譲渡や貸与の目的で製造、輸入、所持などを
行った場合は罰則の適用があることを明記しています（第
120条の2第1号）。



友人から借りた論文を自分で使うため、
コンビニのコピー機で複写する場合、著
作権の問題はありますか。

問題④



著作権者の了解なしに行うことが
できます。



　著作物の利用行為が、「私的使用のための複製」に該当
すれば、著作権者の了解なしできることになっていますが、
この特例は、本来家庭内等で行われる小規模な複製を認め
ただけで、映像ソフトのダビング業者などがお客さんに使
わせるために設置している複製機器を使って複製すること
までを認めたわけではありません（第3０条第1項第1号）。
しかし、コンビニなどに設置されている文献複写機による
複製については、複写の分野における集中的な権利処理の
体制が整っていないことなどから、当分の間の暫定措置と
して、著作権者の了解は必要ないことになっています（附
則第5条の2）。



　公民館の主催している市民講座で、あ
る講座を担当している講師ですが、講座
で資料として使うため、市販の学術雑誌
に掲載された図表等の統計資料を複写し
て配りたいのですが、何か問題はありま
すか。

問題⑤



公民館主催の市民講座で使うので
あれば、問題ありません。



　学校等の教育機関で、先生が自分の授業で他人の著作物を
複製して利用することは、一定の条件の下に著作権者の了解
なしにできることになっています(第３５条)。公民館は社会教
育施設ですから、公民館の主催する講座は授業と考えられま
すので、質問の場合は、著作権者の了解なしに資料をコピー
し配布できます。なお、市民団体が公民館を会場として講座
を開催する場合は、市民団体は教育機関ではありませんの
で、著作権者の了解が必要となります。



疲れました…



４．PCとスマートフォンとiOS



タブレット端末

「タブレット端末は持ち込み禁止です」 
事件

タッチパネルで操作する軽量・薄型の 
コンピューター



従来のパソコン VS タブレット端末

キン肉マン？？

タブレット端末が優れているところは？



起動が早い

能動的、リアルタイムにアクセスできる

すぐに情報にアクセスできる
↓

↓

携帯性　いつでもどこでも



Android vs iOS

・プレステかWiiか… 
・トヨタか日産か… 
・WindowsかMacか…　　？？？



カスタマイズの自由度
直感的

デザインや操作の統一感

端末の数
セキュリティ

などなど…



アクセシビリティの標準搭載



新聞読み上げアプリ 
～視覚障害者とＩＴの可能性

2016.10.7　朝日新聞デジタル



アルキキ
簡単な操作で朝日新聞の主要な
記事を読み上げるアプリ

「インクルーシブデザイン・ソリューションズ」 
   松村道生取締役

・ワープロとの運命の出会い 
・ITは自立のパートナー



現在では乗り換え案内のアプリや地図アプリを駆使して、
行ったことのない場所に一人で出張するなど、生活になくて
はならない道具の一つになっているそうです。 
　ただ、松村さんが実感するのは、どんなに地図アプリが便
利になっても、視覚障害者には３メートルの誤差があるだけ
で分からなくなる場合があること。しかし、ｉＰｈｏｎｅで
地図アプリを表示して「ここに行きたいのですが」と助けを
求めると、相手も迷うことなく誘導してくれる場面が増えた
といいます。



　スマホを介在させることで、「人と人のコミュニケーショ
ンがいらなくなることはないけれど、助けてもらう時のハー
ドルは下がったと感じる」と松村さん。ボタンがないスマホ
を使うことに抵抗を覚える視覚障害者が多いことも感じなが
ら、「行きたいところに自分で行く、やりたいことを自分で
やる」という自立した生活に大きく役立つと考えています。



～本日の目標～

・情報リテラシーについて知る 
・情報モラルについて知る 
・著作権について知る 
・タブレット端末の可能性を知る

５．おわりに



タブレット端末

無限の可能性

使い方

ルールやマナー

５．おわりに



おわり


