
平成 29年度国立教育政策研究所 教育課程研究指定校事業 

研究指定校（共通教科情報）における公開研究授業 

神奈川県立茅ケ崎西浜学校 普通科（情報科・社会と情報） 学習指導案 

 

神奈川県立茅ケ崎西浜学校 教諭 鎌田 高徳 

 

１ 日時        平成 29年 10月６日（金） 第６校時 

 

２ 学年・組（生徒数） 第１学年３組 40名 

 

３ 単元名       情報通信ネットワークの仕組み 

 

４ 単元のねらい 

 情報通信ネットワークの仕組みと情報セキュリティを確保するための方法を理解させる。 

 

５ 単元で身に付けさせたい力 

情報通信ネットワークの仕組みと情報セキュリティを確保するための方法を理解させる。 

 

６ 単元の評価規準 

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解 

・セキュリティに配慮し

たパスワード管理を意識

している。 

・ネットワークの特性や

セキュリティの仕組みに

興味を持っている。 

ネットワークの安全な通

信方法について考え、判

断することができる。 

プログラムでネットワー

ク接続を行うことができ

る。 

・必要な用語等について

その意味を理解し、説明

することができる。 

・インターネットの基本

的なサービスの内容と安

全な利用方法を理解して

いる。 

 

７ 単元の指導と評価の計画 

○：指導・評価した観点 

【持】：個人の考えを持つ活動、【広】：考えを広げる活動、【深】：考えを深める活動 

 

時 学習内容 学習活動 ねらい 
評価の観点 評価規準 

【評価方法】 関 思 技 知 

１ 
パケットルー

ティング演習 

コマンドプロンプトで IP

等の確認を行う【持】 

トランプを使った擬似的

なパケットルーティング

を行う。【広】 

IP アドレス、パケ

ット、ルーティング

の仕組みを理解す

る。 

   ○ 

IP アドレス、パケット、

ルーティングを説明する

ことができる。（ﾜｰｸｼｰﾄ） 

２ 

(本時) 

クライアン

トサーバシ

ステムの役

割をプログ

ラミングで

体験しよう 

サーバ役とクライアン
ト役に役割を分けて、そ
の仕組みをプログラミ
ングで体験的に学ばせ
る。【深】 

ネットワーク接続

の仕組みをプログ

ラミングで表現し、

ネットワークを用

いた通信を利用で

きるようになる。 

 ○ ○  

・ネットワークの安全な

通信方法について考え、

判断することができる。

【思】 

・プログラミングでネッ

トワーク接続を行うこと

ができる。【技】 

（ﾜｰｸｼｰﾄ） 

３ 

パスワードか

らセキュリテ

ィを考えよう 

指定したパターンのパス

ワードを作成し、パスワ

ードの強度を確認させ

る。【持】 

パスワードの利便

性と安全性を理解

し、セキュリティの

意識を高める。 

○    

セキュリティに配慮した

パスワード管理を意識し

ている。（ﾜｰｸｼｰﾄ） 

資 料 



時 学習内容 学習活動 ねらい 
評価の観点 評価規準 

【評価方法】 関 思 技 知 

４ 

公開鍵暗号方

式の手順を考

えよう 

南京錠等を使い、公開暗

号方式の手順を考える。

【持】 

グループごとに発表さ

せ、公開鍵暗号方式の手

順を共有する。【広】 

公開鍵暗号方式の

手順を体験的に理

解する。 

○   ○ 

・ネットワークの特性や

セキュリティの仕組みに

興味を持っている。【関】 

・公開鍵暗号方式の手順

を説明することができ

る。【知】 

（ﾜｰｸｼｰﾄ） 

５ 

公開鍵暗号方

式の解読手順

を考え、実行

しよう 

公開鍵暗号方式の暗号化

手順を考える。【持】 

公開鍵暗号方式の解読の

手順を共有する。【広】 

プログラミングで解読の

手順を実行する。【深】 

公開鍵暗号方式が

なぜ解読が難しい

のか理解する。 

 ○  ○ 

・ネットワークの安全な

通信方法について考え、

判断することができる。

【思】 

・公開鍵暗号方式の解読

困難性を説明できる。

【知】 

（ﾜｰｸｼｰﾄ） 

６ 

スマホのアッ

プデートから

情報セキュリ

ティを考えよ

う 

エキスパートで各自スマ

ホのアップデートの仕組

みを理解する。【持】 

ジグソー学習を行う。

【広】 

クロストークを通して、

アップデートについて発

表する。【深】 

情報セキュリティ

の観点よりアップ

デートを考えるよ

うになる。 

 ○  ○ 

・ネットワークの安全な

通信方法について考え、

判断することができる。

【思】 

・インターネットの基本

的なサービスの内容と安

全な利用方法を理解して

いる。【知】 

（ﾜｰｸｼｰﾄ） 

※ジグソー法については、CoREFのサイトを参照 http://coref.u-tokyo.ac.jp/archives/5515 

 

８ 本時の指導内容 

授業 

展開 学習活動 指導上の留意点 
評価Ｃの 

生徒への手立て 

導入 
(５分) 

・出席確認を行い、ワークシートを 
配付する。 

・授業のねらい前回までの授業内容 
の振り返りを行う。 

・ワークシートを配付し、  

ねらいを説明する。 
 

展開 
(15分) 

・ワークシートを用いて、クライア

ントサーバシステムの仕組みに関

する図を完成させる。 
・フィールドから書き込んだ 
メッセージを読み込んで 
表示するリストを作成する。 

・中間モニターを使って 
small stepで説明する。 
 

・コーディングをしたら必ず

テストを行い、隣の生徒と

相互チェックをさせる。 

【思】 
・机間指導しながら、
ペアで考えるよう
促す。 

展開 
(10分) 

・ＩＰアドレスをお互いに設定し 
 お互いのメッセージが表示される 
 かテストを行わせる。 
・クライアントとサーバの役割を 
 解説する。 

・ＩＰアドレスをどう設定し

たらうまくチャット通信で

きるか考えさせてから接続

させる。 

【技】 
・うまくプログラムが
動作しない生徒に
は、全角・半角、；
の有無などを確認
するよう促す。 

展開 
( 15 分) 

・課題に取り組ませ段階的に 
チャットの設定を変更させる。 

・チャットの設定を変更し感じ

たことを書かせる。 
・１つ１つの課題を small step

で行う。 

 

まとめ 
( ５ 分) 

・授業の振り返りを書かせる。   

※展開の各段階でワークシートにプログラムなどを記入させ評価に用いる 

http://coref.u-tokyo.ac.jp/archives/5515


2017 社会と情報 2 学期-7 ネットワークとプログラミング 教科書 p114-p127 

 

ネットワーク通信をプログラミングしよう 
______組 _____番  氏名_____________________ 

１．ねらい 

 ネットワーク通信を使ってメッセージのやり取りをする（ チャット ）をプログラミングで作成し、 

（ サーバー ）と（ クライアント ）がどのようなデータのやりとりをしているか体験し、理解しよう。 

 

２．ＬＩＮＥはどうやってトークのメッセージをやりとりしているだろうか 

みなさんが普段使っている LINEであなたが友達にメッセージを送る時、ネットワーク上でデータがどのよう

にやりとりして友達にメッセージが届いているだろうか。下の図にデータの動きの矢印などを書き込んでデータ

の流れを表現してみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      あなた                                                                  友達 

 

３．クライアントサーバシステム 

サーバの役割   ：①クライアントから送信されてきたメッセージを格納する 
          ②クライアントからメッセージを要求されたら格納しているメッセージを送信する 
クライアントの役割：①チャットに参加する一人一人が操作するコンピュータのことを指す 
          ②メッセージのやりとりはサーバと行うことができる 
実際の通信の仕組み 

クライアントの動き サーバの動き 

Ａ．メッセージを書き込む場合（送信） 

①メッセージをサーバーに送る 

 

②送られてきたメッセージを格納 

Ｂ．メッセージを受け取る場合（受信） 

①サーバーにメッセージを要求 

③メッセージを表示する 

    ②格納されたメッセージを 

クライアントに送る 

①クライアントがサーバーに              

メッセージを送る 

               

②クライアントが 
サーバーにメッ 
セージを要求する 

③サーバーがクライアントに 
 メッセージを送る   



2017 社会と情報 2 学期-7 ネットワークとプログラミング 教科書 p114-p127 

 

３．ネットワーク通信を行なうために実際にプログラミングをしてみよう 

Step１：通信のやり取りを行うために、あなたと通信する相手のＩＰアドレスを調べて書き込もう。 

あなたのＩＰアドレス サーバー役のＩＰアドレス 

（   .  .   .   ） （   .  .   .   ） 

  Step２：クライアントからサーバーにメッセージを送り、メッセージが送られているか確認をしよう。 

サーバー役の作業 クライアント役の作業 

①６行目の接続先をサーバーの 

ＩＰアドレスにする。 

 

③右の図にある server の 

チェックボックスをクリック。 

④左下の実行！ボタンを押す。 

 

 

⑦左上の編集画面をクリックし 

右の図にあるサーバーの部分を 

 クリックする 

⑧するとサーバー上の 

 オブジェクトが表示され 

 メッセージが表示される。 

 

 

⑪もう１度、サーバーの部分をクリックして、 

クライアントが変えたメッセージになるか確認。 

 

②６行目の接続先をサーバーのＩＰアドレスにする。 

 

 

 

⑤左下の実行！ボタンを押す。 

⑥表示されている送信ボタンを押す。 

 

 

 

 

 

 

⑨１０行目の“こんにちは“のメッセージを変える。 

⑩左下の実行！ボタンを押し、送信ボタンを押す。 

 

 

 

Step３：コードの１０行目を書き換え、フィールドに書いた 

メッセージをサーバーに送信するようにしよう。 

 

Step４：受信する受信ボタンの動作を追加し、サーバーのメッセージを受け取れるようにする。 

Step５：４人１組で通信をしてみよう 

 Step６：Ｐ２Ｐと呼ばれる接続と比較して、このクライアントサーバシステムの良い点は何だろうか 

あなたの考え みんなの考え 先生の考え 

 

 

 

 

 ・他の人のＩＰアドレスを知らなく

てもその人とデータのやり取りが

できる 

 

４．サーバー役とクライアント役に分けて通信を行って感じたことについて振り返りを書いてください。 

 

 

フィールド 
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