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沖縄県立総合教育センター １年長期研修員 第 63集 研究集録 2018年３月 

〈マルチメディア・ネットワーク〉 

ネットワーク構築の基礎的技術を習得させる指導の工夫 
―科目「実習」におけるネットワーク実習のマルチメディア教材開発を通して― 

 

沖縄県立浦添工業高等学校 屋 我 直 人    
 

Ⅰ テーマ設定の理由 
インターネットの普及に伴い、スマートフォンやモバイル通信でのコミュニケーションが日常的に行わ

れるようになった。一般家庭や企業に設置されているコンピュータはインターネットを通して世界中とつ

ながっている。この様にコンピュータネットワークは日々の生活におけるすべての基盤であり、その技術

の設計・構築・運用管理を行うネットワーク技術者の人材育成が重要になっている。総務省の「高度ＩＣ

Ｔ利活用人材育成プログラム開発事業」においても、「ＩＣＴ（情報通信技術）は急速に行動化・多様化

しており、これに対応した専門的な知識及び技能を有する人材の充実が求められ、開発し普及することで

我が国の生産性の向上、国際競争の強化などに寄与する」とある。また、中央職業能力開発協会が実施し

ている「若年者ものづくり競技大会」においては、「技能労働者」の育成を「技能習得の目標」として取

り組んでおり、信頼性の高いシステム構築を目的とした「ＩＴネットワークシステム管理職種」等を実施

している。 

高等学校学習指導要領第３章第２節工業第２款第３項科目「実習」の目標に「専門分野に関する技術を

実際の作業を通して総合的に習得させ，技術革新に主体的に対応できる能力と態度を育てる。」とあり、

高等学校指導要領解説工業編第２章第３節「実習」の総合実習では、「情報通信ネットワーク実習」が示

され、本県の学校教育の努力点においても、「『将来のスペシャリスト』として必要される専門性の基礎・

基本に重点を置くことが必要である。」と示されている。よって情報技術に関する学科では、ネットワー

ク技術を習得させる実習により、技術革新に主体的に対応できる能力と態度を育成できると考える。 

本校では、進展する情報社会や多様化する生徒のニーズに対応するために、平成 24 年度に教育課程を

編成し、２年生から類型分けによるコース選択ができるようにし、より専門を高められる様にしている。

情報技術科では「組み込み制御類型」と「ネットワークシステム類型」の２つの類型に分かれ、専門性の

高い知識や技術を学ぶことができる。ネットワーク実習では１年生から３年生まで、段階を経て学習を行

っているが、生徒の専門技術の習得や学習意欲の向上に繋がっていない。その理由として「生徒のネット

ワーク実習で扱う専門用語の知識不足」「ネットワーク構築技術が定着していないことにより、復習に時

間がかかり過ぎる」「実習がうまくいかないため自主的・主体的に学習に取り組む態度が低下している」

などが考えられる。ネットワーク実習において、生徒が興味・関心を高めるために、実習教材の開発や授

業展開の工夫が必要であると考える。 

ネットワーク実習において、ネットワーク構築技術の学習内容を見直し、学年ごとの実習項目や実習指

導書の整理、実習指導書のマルチメディア化を図り、マルチメディア教材を作成することで、生徒の興

味・関心が高まり、自主的に学習に取り組み、ネットワーク構築の基礎的技術の習得することができると

考え、本研究のテーマに設定した。 

〈研究仮説〉 

 ネットワーク実習において、生徒の興味・関心を高められる実習指導デジタル書やマルチメディア教材

を作成・活用することで、見えにくいネットワークを視覚的なイメージで理解させることにより、ネット

ワーク構築の基礎的技術の習得が図れるであろう。 

 

Ⅱ 研究内容 
 １ 実態調査 

(1) アンケート調査 

浦添工業高等学校情報技術科２学年ネットワークシステム類型 24 名に対して６月上旬に、講義

と実習に関するアンケートを実施した。 

専門科目の講義・実習に対する興味について調べるために、「専門の講義・実習に興味はありま

すか」という質問に対して、講義・実習ともに「とてもある」「ややある」と肯定的に回答したの
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は 96％で、自由記述では「専門教科を学びた

くて来た」「実習がないとここに来た意味がな

い」とあり、専門知識と技術を確実に習得がし

たいと生徒たちの目的意識ははっきりしている

ことが分かった（図１）。また「専門の講義・

実習の内容は将来役に立ちますか」という質問

に対して、講義に関して「とても思う」「やや

思う」と肯定的に回答したのは全員であった。

実習に関して「とても思う」「やや思う」と肯

定的に回答したのは 96％で、自由記述では「Ｉ

Ｔ関係の仕事に就きたい」「ある程度の職業の

目安になるので役に立つ」とあり、将来を見据

えて専門の職業に就くために役立てたいと思っ

ていることが分かった（図２）。 

生徒がどの実習項目に興味や満足度を持って

いるのか調べるために、「１年生の実習で興味

を持って取り組んだ実習は何ですか」という質

問に対して、54％の生徒が「ＨＴＭＬ」と回答

しており、ホームページの基本的な仕組みや作

り方を学び、自分なりの表現したいホームペー

ジを完成させることで達成感を味わい、興味を

持つことができたと分かった。（図３）。また

「１年生の実習で満足できなかった実習は何で

すか」という質問では、37％の生徒が「ネット

ワーク（ＮＷ）実習」と回答し、自由記述で

は、「一番難しくあまりできなかった」「かなり

難しかった。ちゃんと理解しきれなかったので

もっとやりたい」「内容を理解することができ

ず、単調だった」とあり、ネットワークに関し

て理解することは難しいと感じており、授業に

対する満足度が低いことが分かった（図４）。

また「２年生の実習で興味があるものは何です

か」という質問では、「ネットワーク実習」と

答えた生徒はおらず、３年間通して学ぶネット

ワーク実習に興味・関心が低いことが分かった

（図５）。 

さらにネットワーク実習について詳しく実態

調査するために、「ネットワーク実習（１年

生）の内容は理解していますか」という質問で

は、「よくできている」「ややできている」と肯

定的に回答したのは 75％であった。また「ネ

ットワーク実習で活用技術は身に付いています

か」という質問では、「よくできている」「やや

できている」と肯定的に回答したのは 50％で

あり、自由記述では「ルータの設定がよくわか

らない」「覚えているものと覚えていないもの

の差が大きい」「活用する場がないが、身に付

いている」と記述し、ネットワークに関する知

識はある程度わかっているが、日常でネットワ

ーク設定を行わないので、活用技術が習得でき

 
図１ アンケート結果① 

 
図２ アンケート結果② 

 
図３ アンケート結果③ 

 
図４ アンケート結果④ 

 
図５ アンケート結果⑤ 
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ているのか実感がないと分かった（図６）。「ネ

ットワーク実習は楽しいですか」という質問に

は、「楽しい」「やや楽しい」と肯定的に回答し

たのは 79％で、自由記述では「もう少し理解で

きたら楽しい」「通信ができた時の達成感は良

い」「手順を踏んで、ネットワーク同士がうま

くつながるとすっきりする」と記述し、ネット

ワーク実習は難しいが、ネットワーク構築する

際に細かい作業や設定を適切に行うことで達成

感ややりがいを感じていることが分かった（図

７）。 

問題解決方法を調べるために、「実習でわか

らないことがあったら、どうしますか」という

質問では、「友達・先生に聞く」が多く、わか

らないことをそのままにせず理解しようと行動

をしていることがわかった（図８）。また、実

習における学習方法について、「ネットワーク

実習を行う際にどうすれば理解しやすくなると

思いますか」という質問では、「実習での説明

をわかりやすくする」「実習書の内容を写真や

図でわかりやすくする」「いつでも復習できる

資料を作成する」との回答が多く、実習指導書

や教材を理解しやすくする工夫が必要であると

わかった。また「提出用プリントを見やすくす

る」との回答から、生徒が自主的に活動でき、

学んだことを丁寧にまとめ学習効果の高められ

るワークシートを作成する（図９）。 

(2) 考察 

アンケート結果からネットワーク実習に関し

て、生徒たちはネットワーク構築が適切にでき

た時の達成感ややりがいがあり楽しいと感じて

いるが、実技においては活用技術の習得が難し

く、苦手意識があり学習意欲が低くなっている

ことが分かった。生徒たちは卒業後の就職を意

識して入学しており、専門知識や技術を正確に

学びたいと意欲が高い。ネットワーク技術者が

生徒たちの職業選択の一つにすることができる

ように、学習意欲の向上と技術の習得が図られ

る実習指導デジタル書やマルチメディア教材を

作成する必要があると考える。 

２ 学年ごとのネットワーク実習の整理 

   ネットワーク構築の知識と技術が総合的に各学年で習得できるように、ネットワーク実習項目の整 

理を行った（表１）。１年生ではパソコンのソフトウェア技術・ハードウェア技術、ネットワーク類 

型、組込み類型の基礎的な技術を学ぶ。２年生では類型に分けてより専門性を高められるようにし、 

要素実習としてルータに関する内容を、後半では総合実習としてサーバ構築の内容を学習できるよう 

にした。３年生ではネットワークのアクセスコントロールやＬ３スイッチの学習を行い先端的技術に 

対応した実習を学べるようにした。これにより課題研究においてネットワークをテーマにしても、技 

術革新に主体的に対応できる能力と態度が図れると考える。 

 

 

 
図６ アンケート結果⑥ 

 
図７ アンケート結果⑦ 

 
図８ アンケート結果⑧ 

 
図９ アンケート結果⑨ 
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表１ 学年ごとのネットワーク実習項目 

１年生 

ＬＡＮケーブルの作成・検証、スイッチングハブによるＬＡＮ構築①・②・③、Tera Termの使

い方とモード変更 

２年生 

ルータ設定（基礎編・静的ルート・動的ルート）、ルータ４台による小規模ネットワーク、サー

バ・ルータの遠隔接続、ルータとメールサーバの遠隔操作、Ｗｅｂ・ＦＴＰサーバの遠隔操作 

３年生 

ＩＰアドレスによるアクセスコントロール、プロトコルによるアクセスコントロール、Ｌ３ス

イッチによるＬＡＮ構築①・②、Ｌ３スイッチによるスパニングツリー、トラブルシューティング

によるネットワーク修復①・② 

３ 年間指導計画の作成 

  ２年実習は３単位×35 週（105時間）で計画されており、４班（各班６～７名）で構成されている。 

２年実習項目には、ネットワーク実習、Linux実習、Java実習、LEGOマインドストーム、Robotino 

実習があり、各項目は４ローテーションの実習を行う。表２はネットワーク実習の年間指導計画であ 

る。 

表２ ネットワーク実習指導書 指導計画 

単元 回 実習内容 

ルータ設定  

基礎編 
１ 

①基本作業 

②ルータのＩＰアドレスの設定と解除 ③通信の確認（pingの実行） 

ルータ設定  

静的ルート 
２ 

①基本作業 

②ルータの静的（スタティック）ルートの設定と解除 

③通信の確認（pingの実行）とルーティングテーブルの確認 

ルータ設定  

動的ルート 
３ 

①基本作業 

②ルータの動的（ダイナミック）ルートの設定と解除 

⑤通信の確認（pingの実行）とルーティングテーブルの確認 

小規模 

ネットワーク 

（ＬＡＮ） 

４ 

①基本作業  ②ルータ（各６台）での小規模ネットワークの構築 

③ルータの動的（ダイナミック）ルートの設定と解除 

④通信の確認（pingの実行）とルーティングテーブルの確認 

ルータの遠隔操作

とサーバの遠隔接

続 

５ 

①基本作業  ②ルータの静的（スタティック）ルートの設定と解除 

③telnetによるサーバとルータの遠隔接続 

④通信とトレースの確認（ping、tracertの実行） 

メールサーバの遠

隔操作（リモート

コントロール） 

６ 

①基本作業  ②ルータの静的（スタティック）ルートの設定と解除 

③telnetによるサーバとルータの遠隔接続 

④通信とトレースの確認（ping、tracertの実行） 

⑤メールサーバの動作確認と運用・管理 

Ｗｅｂ・ＦＴＰサ

ー バ の 遠 隔 操 作

（リモートコント

ロール） 

７ 

①基本作業  ②ルータの静的（スタティック）ルートの設定と解除 

③telnetによるサーバとルータの遠隔接続 

④通信とトレースの確認（ping、tracertの実行） 

⑤Ｗｅｂ・ＦＴＰサーバの動作確認と運用・管理 

４ 教材の作成と工夫 

(1) 環境設定 

サーバは NEC Express5800/iR110a-1Hが設置されており、ＯＳは Windows server 2008である。

実習は、サーバ１台、ルータ２台、デスクトップパソコン４台の環境で Active Directory なしの

ネットワーク運用を行う。サーバには、ＤＮＳサーバ、Ｗｅｂサーバ、メールサーバ、ファイルサ

ーバ、ＦＴＰサーバの設定を行った。サーバ・ルータの保守・管理ができるように telnet 環境を

整え、ポートの開放、エコー要求の許可などを行い、遠隔操作（リモートコントロール）ができる

ようにした。 
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(2) 実習指導デジタル書の作成 

 ネットワーク実習は、パソコンやルータのＩ

Ｐアドレスの設定、ルーティングの設定や、各

設定の通信確認など毎回同じ作業を行う。本テ

ーマにあるネットワーク構築の基礎的技術の習

得が図られるように、実習指導デジタル書を以

下の点に注意しながら PowerPoint で作成し

た。 

① ネットワークの専門知識をわかりやすくイ

メージできるように、図やアニメーションを

加えて説明文を記述した。  

② ネットワークの接続作業をわかりやすくイ

メージできるように、どこの接続作業を行っ

ているのか明確に表示し、接続を終えた生徒

が写真で確認できるようにした。また接続ミ

ス防止や互いでの確認作業を容易にするため

に、パソコンとハブは黄色のＬＡＮケーブル

で接続するなど、色の指定を行った（図

10）。 

③ パソコンやルータのＩＰアドレス設定、ル

ーティングの設定、ルータのモード変更とい

った各設定方法を生徒がわかりやすく理解で

きるように、スライドの左側に作業の順番や

コマンドの意味を詳しく説明し、スライドの

右側に実際の作業動画を確認できるようにし

ている（図 11）。また２回目以降の実習で

は、左側の設定手順の表示を変え、選択肢を

追加し、次に入力するコマンドを各自で考え

られるようにした(図 12)。 

(3) 活用技術習得確認クイズ問題の作成 

    ネットワーク実習では、機器名・役割・ＩＰ

アドレスの割り振り方などの基礎的なネットワ

ークの専門知識を理解していること、毎回の実

習でＬＡＮケーブルやコンソールケーブルの接

続、ＩＰアドレスの設定方法、ＩＰアドレスの

確認（ipconfig の実行）、通信ができているか

の確認（ping の実行）などの作業といった活

用技術が習得できていることが不可欠である。

これらの専門知識や活用技術が習得できている

か各自で確認できる問題用として、Keynote を

使いクイズ形式とした（図 13）。クイズで間違

っても問題に戻り再び回答できるようにしてい

る等、正・誤答のどちらにも説明文を入れ再学

習できるようにした。 

この問題は作業のシミュレーションにもなる

ため、実習の最初や作業前に問いてもらい、知

識と技術の復習を図った。 

(4) 復習用教材の作成 

教材の内容は、実習指導デジタル書のネット

ワークの専門知識をまとめたものであり、各自

 
図 10 指導書の内容（接続の説明） 

 
図 11 指導書の内容（機器の設定説明①） 

 
図 12 指導書の内容（機器の設定説明②） 

 
図 13 活用技術定着確認クイズ問題 

 

コマンドの説明 

動画を再生 

選択肢を挿入 
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で自己学習をできるように PowerPoint で作成

した。実習で扱う順番に説明を行い、関連付け

ができるように資料内にリンクを張り付けた。

また専門用語の役割や各機器のパケットの送り

方などを図やアニメーションを使用して説明を

行い、ネットワークのわかりづらい部分を視覚

化した（図 14）。 

(5) ワークシートの作成 

ワークシートは実習指導デジタル書に沿って

実習が行えるように、実習手順通りに課題設定

をし、各課題で行った作業内容をワークシート

に記入できるようにした。またネットワークの

設定に必要な基本作業は表にまとめ、ネットワ

ーク構築でミスを起こした場合にペアで考えて

修正ができるようにしていた。そして生徒の理解度の確認や、実習の振り返りができるように、ワ

ークシートの最後に課題達成度表を設けた（図 15）。 

 

Ⅲ 指導の実際 

１ 単元名 ネットワーク実習 「サーバ・ルータの遠隔接続」 

２ 単元の指導目標       

ネットワーク実習に関する技術を実際の作業を通して総合的に習得させ、実際に活用する能力と態

度を育てる。 

３ 単元の設定理由 

(1) 教材観 

大量の情報を高速で正確に伝達することができるネットワークシステムは、あらゆる企業の経済

活動を支えているほか、家庭での情報活用も担っており、生活の一部になっている。ネットワーク

システムが普及した現在では、用意された環境でネットワークシステムを利用するだけでなく、確

実にしかも安全にネットワークシステムに接続する環境を築き上げ、活用する技術が求められてい

 
図 14 復習用教材 

  

図 15 ワークシート裏 

課題達成度表 
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る。この様にネットワークシステムは日々の生活におけるすべての基盤であり、ネットワーク技術

に関する基礎的技術を実際の作業を通して習得させ、活用する能力と態度を育てる。 

(2) 生徒観 

 本校情報技術科２年生は、ネットワーク実習の基礎であるパソコンとルータのＩＰアドレスの設

定方法、通信の確認方法などは、すでに学んでおり理解はしている。しかし事前アンケートから、日

常でネットワークの設定を行わないので活用技術が習得しているのか実感がなく、ネットワーク実

習に対して苦手意識を持っており、学習意欲が低くなっていることが分かった。生徒たちは卒業後

の就職を意識して入学しており、専門知識や技術を適切に学びたいと意欲が高い。ネットワーク技

術者が生徒たちの職業選択の一つにすることができるように、ネットワーク技術への学習意欲の向

上と技術の習得を図る必要があると考える。 

(3) 指導観 

 本実習では、パソコン、ルータ、スイッチングハブ、サーバを用いて様々なネットワーク構築方

法について学習し、ネットワーク構築の基礎的技術を習得させる。ネットワーク実習で最初に苦手

意識を感じるのは、機器間でのＬＡＮケーブルの接続である。どこの接続作業を行っているのか明

確に表示し、図・写真やアニメーションを用いて、接続作業の確認ができるように実習指導デジタ

ル書を PowerPoint で作成した。また機器の設定に必要なコマンド入力は、わかりづらい作業

なので詳しい説明や動画を挿入する等、理解しやすくする。ネットワーク構築においてよくある

トラブルは、人為的なミスが多い。ペアで共同作業を行い、互いに確認し合うことでミスを減らす

ように実習を進める必要がある。 

４ 単元の評価規準 

５ 単元の指導計画と評価計画（３時間×７回：全 21時間）本時（５回目）：13～15時間目 

時

間 
学習内容 指導目標 

評価の観点 評価資料及び 

評価方法 関 思 技 知 

1 

2 

3 

・ルータの概要 

 

・デフォルトゲートウェイ 

・基本作業 

・ルータの各モードの概要 

 

・ルータのＩＰアドレスの設定

と解除、設定確認 

・ネットワークの疎通の確認 

・ルータの役割について理解し、インターフェース

の区別ができる。 

・デフォルトゲートウェイについて理解する。 

・ＩＰアドレスの割り振りと接続作業ができる。 

・ルータのモードと扱えるコマンドの違いを理解す

る。 

・Tera Termを用いて、ルータのＩＰアドレスの設定

と解除、設定確認ができる。 

・pingを実行し、疎通の確認ができる。 

〇 〇  〇 

ワークシート 

行動観察 

動作確認 

4 

5 

6 

・基本作業 

・静的（スタティック）ルート

の概要 

・ルータのＩＰアドレスと静的

（スタティック）ルートの設

定や解除、設定確認 

・パソコンの台数、構成を変え

て、ネットワークの構築 

・ＩＰアドレスの割り振りと接続作業ができる。 

・静的（スタティック）ルートについて理解させ

る。 

・Tera Termを用いて、ルータのＩＰアドレス、静的

（スタティック）ルートの設定や解除、設定確認

ができる。 

・パソコンの台数、ネットワーク構成を変えて、静

的ルートの設定ができる。 

〇 〇  〇 

ワークシート 

行動観察 

動作確認 

 
関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解 

評
価
規
準 

ネットワーク技術に関心

を持ち、知識と技術を身

に付けようとしている。 

ネットワーク機器につい

て思考を深め、ネットワ

ーク構築に必要なネット

ワーク機器や接続方法を

適切に判断し、表現でき

る。 

基礎的・基本的なネット

ワークコマンドとネット

ワーク設定を身に付け、

課題にあったネットワー

クを構築することができ

る。 

ネットワーク技術に関す

る基礎的・基本的な知識

を身に付け、各機器の役

割を理解している。 

学
習
活
動
に 

即
し
た 

評
価
規
準 

サーバに関心を持ち、サ

ーバとルータに関する知

識と技術を身に付けよう

としている 

パソコン、サーバ、ルー

タの構築に思考を深め、

ネットワークに必要なネ

ットワーク機器や接続を

適切に行える。 

基礎的・基本的なネット

ワークコマンドとネット

ワーク設定を身に付け、

課題にあったセグメント

やプロトコル、サーバソ

フトを構築することがで

きる。 

ネットワーク機器に関す

る基礎的・基本的な知識

を身に付け、各機器の役

割を理解している。 
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7 

8 

9 

・基本作業 

・動的（ダイナミック）ルート

の概要とルーティングプロト

コル（RＩＰと OSPF） 

・ルータのＩＰアドレスと動的

（ダイナミック）ルートの設

定や解除、設定確認 

・パソコンの台数、構成を変え

て、ネットワークの構築 

・ＩＰアドレスの割り振りと接続作業ができる。 

・動的（スタティック）ルートについて理解させ

る。ルーティングプロトコルの違いがわかる。 

・ネットワーク全体を把握し Tera Term を用いて、

ルータのＩＰアドレスの設定、動的（ダイナミッ

ク）ルートの設定や解除、設定確認ができる。 

 

・パソコンの台数、ネットワーク構成を変えて、動

的ルートの設定ができる。 

〇 〇  〇 

ワークシート 

行動観察 

動作確認 

10 

11 

12 

・基本作業 

・ルータのＩＰアドレスと動的

（ダイナミック）ルートの設

定や解除、設定確認 

・ルータを用いた小規模ネット

ワークの構築 

 

・ＩＰアドレスの割り振りと接続作業ができる。 

・ネットワーク全体を把握し Tera Term を用いて、

ルータのＩＰアドレスの設定、動的（ダイナミッ

ク）ルートの設定や解除、設定確認ができる。 

・４つのネットワークを集約して、ルータ同士をダ

イナミックルーティングで接続し、小規模ネット

ワークを構築することができる。 

 〇 〇 〇 

ワークシート 

行動観察 

動作確認 

13 

14 

15 

・基本作業 

・サーバの概要と種類 

・ルータのＩＰアドレスと静的

（スタティック）ルートの設

定や解除、設定確認 

・telnetの概要 

・ルータのパスワード設定 

 

・ルータの遠隔操作 

 

・サーバの遠隔操作 

 

・ＩＰアドレスの割り振りと接続作業ができる。 

・サーバについて理解させる。 

・Tera Termを用いて、ルータのＩＰアドレス、静的

（スタティック）ルートの設定や解除、設定確認

ができる。 

・telnetについて理解させる。 

・ルータのアクセス制限を理解し、特権モードと

telnetのパスワード設定ができる。 

・ルータに遠隔接続し、ルータの設定を変更でき

る。 

・telnet でサーバを遠隔操作し、コマンドでサーバ

の状態を確認することができる。 

〇 〇 〇  

ワークシート 

行動観察 

動作確認 

16 

17 

18 

・基本作業 

・ルータのＩＰアドレスと静的

（スタティック）ルートの設

定や解除、設定確認 

・ルータの遠隔操作 

 

・サーバの遠隔操作 

 

 

・ウェルノウンポートについて 

 

・メールサーバの稼働確認 

 

・ＩＰアドレスの割り振りと接続作業ができる。 

・Tera Termを用いて、ルータのＩＰアドレス、静的

（スタティック）ルートの設定や解除、設定確認

ができる。 

・ルータのパスワード設定を行い、遠隔接続ができ

る。 

・telnet でサーバを遠隔操作し、ネットワークの状

態を確認することができる。また設定を変更する

ことができる。 

・ウェルノウンポート番号 25 は SMTP サーバに、110

は POPサーバに接続できることを理解させる。 

・telnet 接続を行い、コマンドでメールサーバの動

作確認を行うことができる。 

 〇 〇 〇 

ワークシート 

行動観察 

動作確認 

19 

20 

21 

・基本作業 

・ルータのＩＰアドレスと動的

（ダイナミック）ルートの設

定や解除、設定確認 

・ルータの遠隔接続 

 

・サーバの遠隔操作 

 

 

・ウェルノウンポートについて 

 

・Webサーバ、FTPサーバの運用

と管理 

・ＩＰアドレスの割り振りと接続作業ができる。 

・Tera Termを用いて、ルータのＩＰアドレス、動的

（ダイナミック）ルートの設定や解除、設定確認

ができる。 

・ルータのパスワード設定を行い、遠隔接続ができ

る。 

・telnet でサーバを遠隔操作し、ネットワークの状

態を確認することができる。また設定を変更する

ことができる。 

・ウェルノウンポート番号 21 で FTP サーバに接続で

きることを理解させる。 

・telnet 接続で FTP サーバを用いて、Ｗｅｂサーバ

のデータの受け渡しを行い、Ｗｅｂサイトの内容

を変更することができる。 

〇 〇 〇  

ワークシート 

行動観察 

動作確認 

６ 本時の学習指導 

(1) 主題名「サーバ・ルータの遠隔接続」 

(2) 対象：浦添工業高等学校 情報技術科 ２年 

(3) 指導目標 

① ネットワーク全体を把握し、指定通りにＩＰアドレスを割り振ることができる。 

② サーバ、クライアントパソコン、ルータによるネットワークを構築することができる。 

③ ルータの特権モードと telnetのパスワード設定をすることができる。 

④ ルータを遠隔接続し、ルータの設定を変更することができる。              

⑤ サーバを遠隔接続し、状態を把握することができる。 
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(4) 本時の評価規準 

単元の評価規準 

学習活動に即した評価規準 

Ａ 

十分満足できる 

Ｂ 

おおむね満足できる 

Ｃ 

努力を要する 

【関心・意欲・態度】 

サーバに関心を持ち、

サーバとルータに関す

る知識と技術を身に付

けようとしている。 

サーバに関心を持ち、サ

ーバとルータに関するに

知識と技術を身に付けよ

うとして、指導書を理解

して主体的に課題に取り

組むことができる。 

サーバに関心を持ち、サ

ーバとルータに関するに

知識と技術を身に付けよ

うとして、指導書に従い

課題に取り組むことがで

きる。 

指導書や復習用教材で、

知識と技術の習得に必要

な所を具体的に指示して

復習をさせて、個に応じ

て説明を行って、関心を

持てるように支援する。 

【思考・判断・表現】 

ク ライ アン トパ ソ コ

ン、サーバ、ルータの

構築に思考を深め、ネ

ットワークに必要なネ

ットワーク機器や接続

を適切に行える。 

クライアントパソコン、

サーバ、ルータの構築に

思考を深め、ネットワー

ク構築の知識を身に付

け、指導書に従いネット

ワークの接続ができ、各

インターフェースの違い

を説明することができ

る。 

クライアントパソコン、

サーバ、ルータの構築に

思考を深め、指導書に従

い、ネットワークに必要

なネットワーク機器や接

続を適切に行える。 

指導書や復習用教材で、

各機器のインターフェー

スの違い、接続の仕方を

復習し、理解できるよう

に支援する。 

【技能】 

基礎的・基本的なネッ

トワークコマンドとネ

ットワーク設定を身に

付け、課題にあったセ

グ メン トや プロ ト コ

ル、サーバソフトを構

築することができる。 

基礎的・基本的なネット

ワークコマンドとネット

ワーク設定を身に付け、

各設定にあったコマンド

入力をすることができ、

課題にあったセグメント

やプロトコル、サーバソ

フトを構築することがで

きる。また構築方法につ

いて説明ができる。 

基礎的・基本的なネット

ワークコマンドとネット

ワーク設定を身に付け、

指導書に従い、各設定を

行い、課題にあったセグ

メントやプロトコル、サ

ーバソフトを構築するこ

とができる。 

ネットワークコマンドの

説明をし、パソコン、ル

ータの各種ネットワーク

設定の手順をよく教え、

理解できるように支援す

る。 

７ 本時の展開 

評価の観点（【関】関心・意欲・態度 【思】思考・判断・表現 【技】技能 【知】知識・理解） 

学習 

展開 
生徒の活動 教師の活動 使用教材 評価方法 

全体 

集合 

15分 

・身なりを正し、挨拶をする。 

・あいさつ訓練を行う。 

・教師からの諸連絡の確認をす

る。 

・各実習室に移動する。 

・号令・挨拶・出席点呼を行う。 

・生徒の様子を観察する。 

・諸連絡を行う。 

 

・各実習室へ移動する。 

  

導入 

15分 

・前時の授業内容を確認し、ク

イズ問題を解く。 

・本時の目標及び授業内容を確

認する。 

・前時の授業内容の確認を行い、クイズ問

題を解かせる。 

・本時の目標及び授業内容を説明する。 

パソコン 

実習指導 

デジタル書 

タブレット 

行動観察 

【関】 

展開 

100分 

・実習用コンテナを取り、中身

の確認をする。 

・ルータの役割とルーティング

の確認。 

・サーバとクライアントについ

て理解をする。 

・実習指導書に従い、各機器に

ＬＡＮケーブルを接続する。

接続を終えたら、お互いに接

続確認を行う。 

・ケーブルがそろっているか確認する。   

 

・ルータの役割とルーティングについて復   

習を行う。 

・サーバとクライアントの説明を行う。 

 

・実習で扱う機器を指示し、ネットワーク

を構築する担当を決めて、実習指導デジ

タル書に従い、接続させる。通りになっ

ているか確認をさせる。 

実習指導 

デジタル書 

タブレット 

ネットワー

ク実習装置 

ﾜｰｸｼｰﾄ 
課題１ 

 

 

 

行動観察 

ﾜｰｸｼｰﾄ 
課題状況 

【関】 

【思】 

【技】 
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８ 検証授業の概要 

前時はパソコン、スイッチングハブ、ルータで複数のネットワークアドレスに分けて、動的（ダイ

ナミック）ルートの設定で小規模なネットワークの構築方法について学習をした。 

本時の導入では、活用技術習得確認クイズ問題（Keynote 問題）を用いて、既習のネットワークの

・ＩＰアドレスの復習を行い、

指定通りにＩＰアドレスの割

り振りを行う。 

 

・休み時間① 

・割り振ったＩＰアドレスを発

表し、割り振った理由を述べ

る。 

・パソコンのＩＰアドレスの設

定を行う。 

・Keynote の問題でルータのＩ

Ｐ設定のシミュレーションを

行う。 

・コンソールケーブルの接続を

行い、ルータのインターフェ

ース 0/0 と 0/1 のＩＰアドレ

スの設定を、Tera Termを用い

て行う。 

・telnetについて理解する。 

・ルータのパスワード設定を行

い、コンソールケーブルを抜

く。 

 

 

 

 

・ルータの遠隔接続（telnet 接

続）を行う。 

 

 

 

・Keynote の問題で静的ルート

の設定のシミュレーションを

行う。その後ルータを遠隔操

作し、静的ルートの設定を行

う。 

・ping の実行（疎通確認）と

tracert の実行（経路ルート

の確認）を行い、ネットワー

クが構築されたことを確認。 

・休み時間② 

・サーバの遠隔接続を行う。 

 

 

 

・サーバの遠隔接続の確認 

 （ ipconfig 、 tracert の 実

行） 

・hostname、chkdsk、tree /f、

dir、type のコマンドを入力

し、サーバの遠隔操作を実践

する。 

・実習指導デジタル書を見せながら、ＩＰ

アドレスについての復習を行い、ペアで

話し合いながらＩＰアドレスの割り振り

をさせる。 

・休み時間① 

・各グループで発表させる。 

 

 

・実習指導書を参考に設定をするように指

示する。 

・データを送信し、問題を解かす。解説を

しっかり読むように指示する。 

 

・シミュレーションで行ったことを思い出

しながら設定をするように指示する。実

習指導書の説明や動画も参考にするよう

に促す。 

 

・telnetの説明を行う。 

・パスワード設定の仕方を説明し、実習指

導書に従い、コンソールケーブル接続で

ルータのパスワード設定をするように指

示する。特権モードと telnet のパスワー

ド設定する場合は、モードが違うことを

意識させる。その後ケーブルを抜かれた

ことを確認する。 

・telnet 接続の仕方を説明し、実習指導書

に従い、パスワードを入力するように指

示する。特権モードのパスワードと

telnet のパスワードで最後に入力するコ

マンドが違うので、注意を促す。 

・データを送信し、問題を解かす。解説を

しっかり読むように指示する。シミュレ

ーションで行ったことを思い出しながら

設定をするように指示する。実習指導書

の説明や動画も参考にするように促す。 

・ネットワークが構築されたかクライアン

トパソコンから ping と tracert を実行さ

せる。確認ができない場合、その原因を

調べ修正させる。 

・休み時間② 

・実習指導書に従い、サーバの遠隔接続を

行わせる。その際にウェルノウンポート

番号の 23 は、telnet でリモートログイン

で使われていることを説明する。 

・サーバに遠隔接続できているのか確認す

るためにどのコマンド入力するのか考え

させる。 

・説明しながらコマンド入力を行わせ、サ 

  ーバの遠隔操作を実践させる。 

課題２ 

 

 

 

 

 

 

 

課題３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題４ 

 

 

 

 

 

 

 

課題５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題６ 

課題７ 

 

 

 

課題８ 

 

 

 

 

 

 

課題９ 

 

まとめ 

20分 

・本時の内容の再確認を行い、

ワークシートのまとめ、アン

ケートを行う。 

・教材の片づけを行う。 

・ワークシートをまとめさせ、アンケート

を記入させる。次時の学習内容の予告を

行う。 

・教材の片づけを指示。 

課題 10～15 

 

アンケート 行動観察 
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知識やネットワーク構築の基礎的技術の確認や復習を行い、理解度を深めた。展開では、実習指導デ

ジタル書やマルチメディア教材を活用し、サーバや新しいコマンドについて実習を行った。作業は個

別学習を各自のペースで行い、ペア学習では互いに協力、相談し合うなどコミュニケーション能力の

育成をしながら、ネットワークの基本作業や、ルータとサーバの遠隔接続のためのパスワード設定、

遠隔接続を行い、ネットワーク構築の基礎的技術の習得を図った（図 16、図 17、図 18）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 仮説の検証 

本校情報技術科２学年のネットワーク実習において、２年２組 24 名の生徒を対象として検証授業を行

った。本研究では、生徒の興味・関心を高められる実習指導デジタル書やマルチメディア教材を作成・活

用することで、見えにくいネットワークを視覚的なイメージで理解でき、ネットワーク構築の基礎的技術

の習得に有効であったのかを、アンケート、ワークシート、課題達成度表などから検証した。 

１ 教材の有効性について 

  (1) 実習指導デジタル書 

今回作成した実習指導デジタル書が有効で  

あったかを調べるために「実習書指導デジタル

書はわかりやすかったですか」という質問で

は、「そう思う」「やや思う」と肯定的に回答し

たのは 96％であった（図 19）。自由記述では、

「要点が短くまとめられているのでわかりやす

かった」「タブレットを使いながら、作業の仕

方を確認しながら行うのはやりやすかった」

「自分のペースでできることもありやりやす

い」「復習をすることができるし、解説などが

細かくあったのでわかりやすかった」などがあ

り、ネットワークの仕組みや動作を、図やアニ

メーションで説明することで、生徒に理解しや

すくできたと考えられる。また実習指導デジタ

ル書はファイル内でリンクしており、分からな

いところを各自で確認や復習をすることができ

たので理解が深まったと考えられる。 

また「実習指導デジタル書の接続作業の確認

はわかりやすかったですか」「実習指導デジタ

ル書のコマンド入力の方法はわかりやすかった

ですか」という質問では、肯定的に回答したの

は 100％であった（図 20、図 21）。自由記述で

は、「１か所ずつゆっくりとできたのでやりや

すかった」「説明があり、写真でどこに接続す

るのか確認できるのでよかった」「説明や動画

n=24 

 

図 19 事後アンケート結果① 

 

図 20 事後アンケート結果② 

 

図 21 事後アンケート結果③ 

50% 46%

4%
0%

そう思う やや思う

あまり思わない 全く思わない

79% 21%

0%
0%

そう思う やや思う

あまり思わない 全く思わない

71% 29%

0%
0%

そう思う やや思う

あまり思わない 全く思わない

n=24 

n=24 

実習指導デジタル書はわかりやすかったです

か n=24 

実習指導デジタル書の接続作業の確認はわか

りやすかったですか 

実習指導デジタル書のコマンド入力の方法は

わかりやすかったですか 

 
図 16 基本作業        図 17 パスワード設定        図 18 遠隔接続作業 
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が詳しく書かれているからわかりやすい」「コマンド入力の実際の反応を動画で見ることができる

のでわかりやすい」とあり、接続作業を写真でどこに接続するのか具体的に理解させ、コマンド入

力ではコマンドの説明を入れ動画で掲示するなど、現在行っている作業を確認する事ができ、各自

のペースで作業が行えたので、実習指導デジタル書は有効であったと考える。 

 (2) 活用習得確認クイズ問題 

「活用習得確認クイズ問題（Keynote 問題）

で、ネットワーク構築の基礎的技術を深めるこ

とができましたか」という質問では、肯定的に

回答したのは 96％であった(図 22)。自由記述

では、「知識の再確認の点でとても役に立っ

た」「クイズ形式だからしっかり考えることで

覚えることができた」とあった。実際に行う各

作業の場面を問題形式で答えさせることで作業

のシミュレーションになり、間違えた場合や正解した場合でも、覚えるポイントなどを表示するこ

とで復習が行えたため、基礎的技術の習得につなげることができ、活用習得確認クイズ問題は有効

であったと考える。 

  (3) 復習用教材 

教材の内容は、実習指導デジタル書のネット

ワークの専門知識をまとめたものであり、実習

内で活用する時間を設定せず、各自のタイミン

グで自己学習をできるように作成した。「復習

用教材で、ネットワーク構築の基礎的技術を深

めることができましたか」という質問では、肯

定的に回答したのは 58％、否定的に回答した

のは 13％（３人）、無回答は 29％（７人）とな

っており回答にばらつきがあった（図 23）。否定的な回答、無回答の自由記述から「資料をつかっ

ていない」「全然見ていない」「気が付かなかった」とあった。図 19 の「実習指導デジタル書はわ

かりやすかったですか」で肯定的に回答したのが 96％であったことから、活用することができれ

ば有効性はあると考えられる。 

実際に活用した生徒は、休み時間にネットワークのわからない箇所を復習用教材を使って、自

己学習している場面が見られた。今後は「ワークシート内に調べ学習を取り入れる」「ネットワー

ク内の通信の動作原理を発表する場を設ける」「復習用教材を生徒に配布していつでも自己学習で

きるようにする」等の、生徒たちの自主的な学習を促し、復習用教材を活用できるように工夫を行

う。 

  (4) 生徒の興味・関心を高める授業展開について 

「サーバ、ルータ、ハブによるネットワーク

構築はできますか」という質問では、肯定的な

回答は 87％であった(図 24）。自由記述からは

「楽しいけど各設定で手間がかかり難しい」

「自分のペースで進められるのでうまくでき

た」「タブレットがあるのはすごく助かった。

自分はあまりネットワークは得意ではないの

で、図解があるのはとてもわかりやすかった」

とあった。また「ペア学習はどうでしたか」と

いう質問では肯定的な回答は92％であった（図

25）。自由記述から「ペアと進める速度が同じ

ぐらいだったのでサクサクと進められた」「協

力しあってお互いの間違いを指摘できた」「ネ

ットワークという点で１人より２人で行動した

 

図 22 事後アンケート結果④ 

71% 25%

0%

4%

そう思う やや思う

あまり思わない 全く思わない

活用習得確認クイズ問題で、ネットワーク構築

の基礎的技術を深めることができましたか 

 

図 23 事後アンケート結果⑤ 

29% 29% 4% 9% 29%

そう思う やや思う あまり思わない

全く思わない 無回答

復習用教材で、ネットワーク構築の基礎的

技術を深めることができましたか     n=24 

n=24 

前 

n=24 

 

図 24 事後アンケート結果⑥ 

 

図 25 事後アンケート結果⑦ 

33% 54% 13%

0%
そう思う やや思う

あまり思わない 全く思わない

42% 50% 8%

0%

ペア学習はどうでしたか

楽しい やや楽しい
あまり楽しくない 全く楽しくない

サーバ、ルータ、ハブによるネットワーク構築

はできますか                         n=24 

n=24 

n=24 
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ほうがスムーズ」とあった。今回はペア学習

でコミュニケーションを図りながら作業を行

うことで、作業工程のミスを少なくし楽しく

ネットワークを構築できたと考える。 

生徒のネットワーク実習への興味・関心を

図るアンケートの事前（６月）と事後（11

月）で比較を行った。「ネットワーク実習は楽

しいですか」という質問では、肯定的な回答

したのは４％増加している（図 26）。「２年生

の実習で興味があるのはどれですか」という

質問では「ネットワーク実習」と回答したの

は 17％(４人)増加した（図 27）。事前では、生

徒の自由記述では「もう少し理解できたら楽

しい」「通信ができた時の達成感は良い」「手

順を踏んで、ネットワーク同士がうまくつな

がるとすっきりする」とあり、通信ができた

ことに喜びを感じている。事後では、「ネット

ワークをつなげることやＩＰアドレスなどの

設定が楽しい」「疑問、ミスをみんなで考えて

いけるから楽しい」「今までよりかは楽しい」

とあり、ネットワーク構築の作業が楽しい、

作業をする過程での問題解決することが楽し

いなど、意欲的に実習に取り組んでいる。こ

れらのことより、実習指導デジタル書やマルチメディア教材を活用して、個々のペースでの作業や、

互いの協力やフォローが行えるペア学習による授業を展開したことによって、技術の共有、知識の

再確認・再構築ができ、生徒たちはネットワーク構築に興味・関心を持ちながら実習に取り組むこ

とができたと考えられる。 

２ ネットワーク構築の基礎的技術の習得について 

生徒がネットワーク構築の基礎的技術の習得が

できているのか、アンケート結果の比較や、課題

達成度表から検証した。ネットワーク実習の理解

度を図る質問「ネットワーク実習は理解していま

すか」では、肯定的に回答したのは 21％増加し、

「あまり思わない」は４％（１人）であった（図

28）。否定的に回答した生徒の自由記述より「１

年の時にあまり理解できていなかった。理解はし

ているが実行できなかった」とあり、ネットワー

ク設定の過程で、なぜこのコマンドを入力するの

か詳しく説明し、手順方法を生徒の考えの中に整

理する必要がある。肯定的な回答の自由記述より

「１年の頃に比べたら説明が増えて理解する時間

があったから」「２年になってよくわかるように

なってきた」とあるように理解はしていると考え

られる。 

ネットワークの活用技術の習得を図る質問「ネ

ットワーク実習で活用技術は身に付いています

か」では、肯定的に回答したのは 33％増加し、否

定的に回答したのは 17％（４人）であった（図

29）。否定的に回答した自由記述より「活用技術

 
図 28 事後アンケート結果⑩ 

 
図 29 事後アンケート結果⑪ 

21%

17%

75%

58%

4%

25%

0%

0%

ネットワーク実習は理解していますか

そう思う やや思う

あまり思わない 全く思わない

8%

8%

75%

42%

17%

42%

0%

8%

そう思う やや思う

あまり思わない 全く思わない

前 

前 

 
図 26 事後アンケート結果⑧ 

 
図 27 事後アンケート結果⑨ 

29%

33%

54%

46%

17%

21%

0%

0%

ネットワーク実習は楽しいですか

楽しい やや楽しい

あまり楽しくない 楽しくない

17%

25%

62%

67%

17%

0%

4%

4%

0%

4%

Java LEGO NW

Linux なし

前 

後 

後 

ネットワーク実習で活用技術は身に付いて

いますか 

後 

n=24 

n=24 

後 

n=24 

前 

n=24 

２年生の実習で興味があるの

はどれですか 
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がいまいちわからない」「あまり実感がない」「実習の期間（間隔）がかなり空くので」とあり、生徒

の実態に合わせて実習のローテーションの工夫や、「若年者ものづくり競技大会」を参考にする等

「技能習得の目標」を具体的にして作業を行わせることにより活用技術が身に付いていることを実感

させる必要があると考える。またワークシートの課題達成度表においては、ＩＰアドレスの割り振り

で４人の誤答者がいた（表３）。その理由として、ＩＰアドレスとして使ってはいけないブロードキ

ャストアドレスはホスト部が２進数ですべて「１」であることとサブネットマスクは理解していたが、

そのホスト部の区切り場所を間違っていたからである。課題としてＩＰアドレスの復習を授業の導入

で詳しく復習する必要があるが、それ以外の課題はすべて正答している。今回作成した実習指導デジ

タル書やマルチメディア教材を活用し、既習の内容の復習を行い、見えにくいネットワークを視覚的

なイメージで理解させることで、ネットワーク構築の基礎的技術の習得ができたと考える。 

表３ 課題達成度表 

 

V 成果と課題 

１ 成果 

(1) 実習指導デジタル書やマルチメディア教材で、ネットワーク実習の基本である接続作業、各ネッ

トワークの設定作業、設定の確認作業などを、視覚的にイメージさせることで、生徒たちは戸惑う

ことなく作業を行うことができ、ネットワーク構築の基礎的技術の習得ができた。 

(2) ネットワーク実習の項目において、新しくサーバの連携技術を追加することで、メールサーバや

ＦＴＰサーバ等のサーバ構築について生徒たちは学習することができ、ネットワーク構築技術の幅

を広げることができた。 

(3) 実習において、個別と共同（ペア）学習を取り入れることにより、生徒同士での間違いの指摘な

ど、互いに学び合い、技術の共有、知識の再確認を行うことができ、興味・関心を持ち実習に取り

組むことができた。 

２ 課題 

(1) 生徒はタブレットの操作に慣れておらず、扱いだけで精いっぱいで授業の内容が理解できない生

徒もいた。今後はタブレットに慣れさせるために段階的に使用していく工夫が必要である。 

  (2) 単調な作業にならないように、生徒たちに発表の場面を設けて、質疑応答で知識の深化を図った

り、ミスがなくネットワークを構築ができるのかグループで競わせたりする等の様々な授業展開の

工夫が必要である。 

 (3) ネットワーク実習は、実習内で講義を行って専門知識を教え、理解度の確認のために復習を行う

ことが必要なため、作業をする時間が少なくなってしまう。科目「ネットワークシステム」の授業

と調整を行うなど、連携した取り組みが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題内容 正答 誤答 課題内容 正答 誤答 

接続作業 24 ０ ルータの静的ルートの設定 24 ０ 

ＩＰアドレスの割り振り 20 ４ 疎通、経路ルートの確認 24 ０ 

ＰＣのＩＰアドレスの設定 24 ０ 全ネットワークの構築 24 ０ 

ルータのＩＰアドレス設定 24 ０ ルータ、サーバの遠隔接続 24 ０ 
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