
 

ブラウザで一気通貫！授業実践報告 

科学実験からのWEBプラットフォーム理解 

神奈川県 川崎市立橘高等学校 布村 覚 
 

「情報の科学」単元「ネットワーク」、「データベース」、「プログラミング」に対するブラウザ環境における

一貫した実験指導により、教科書理解を深めさせ受験教科としての対応を目指すとともに、通信や WEB 開

発・サービス理解の一助としたうえで課題を考察させる実践報告。C ドライブ上にサーバを設定し、HTML
＋JavaScript 実習に加えデータベースによる WEB サイト管理を確認するとともに、ネットワーク上の利便

性や危険性を理解させる。さらにAccess・Excel連携による実習とブラウザによるSQL実験を紹介する。 
 

1. ブラウザによるネットワーク実習 
1.1 ローカルPCの LAN内での IPアドレス確認 

ipconfig/all⇒ホスト名・プライマリ DNS サフ 
ィックス・IPv4 アドレス・サブネット マスク・

デフォルト ゲートウェイ・DNS サーバを確認さ

せる。 
 
1.2 ブラウザ上で自機のグローバル IPを確認 

https://test-ipv6.com/index.html.ja_JPで確認させる。 
 

1.3 ping⇒導通確認実験 

実験 1.1 で取得した IP を代入して校内のDNS
サーバへの導通を確認させる。 

 
1.4 netstat⇒ポート確認（TCP）実験 

netstat –ano⇒アクティブな接続 
通常HTTP に使用されるポート 80 に着目させ、

プロセス ID（PID）を確認させる。次にタスクマ

ネージャ⇒サービスから Windows 実行中の PID
からポート 80 が Apache に使われていることの

確認をさせる。 
 
1.5 nslookup ⇒DNS接続実験 

nslookup www.mext.go.jp で該当サイトの IP 
を取得させ、その値を URL に代入させて同じサ

イトにアクセスしていることを確認させる。 
 
1.6  パケット確認実験 

 ブラウザから取得したパケットデータの冒頭部

分の印刷配布（リスク回避のため）を行い、3 ウ

ェイハンドシェイク・TCP/IP の使われ方・シー

ケンス番号などの通信手順の確認をさせる。 
 
2. WEB サイト（ページ）作成実験 

C:¥xampp¥htdocs 内に新規フォルダ「home」 
を作成し、root になることの確認をさせる。 

2.1 WEB ページ作成とハイパーリンク 

2.1.1  ブラウザでWEB サイトの内部構造確認 
ブラウザ付属のデベロッパーツールにより、 

閲覧サイトの構造を確認させ、次に基本的なタ

グを使い UTF-8 文字セットに留意しながら各

生徒にサイト設計をさせる（HTML フォルダ）。 
2.1.2  後述４ JavaScriptと連携 

 
2.2 Cドライブ上のWEBサーバ 

C:¥xampp¥htdocs¥home に 2.1.1 で作成した

HTML フォルダを複写する。ブラウザを開き

URL に 1.1-IP 確認実験で得られた「自機に割り

振られた」IP/home を代入して閲覧（デベロッパ

ーツールも含めて）確認させる。 
 
2.3 IPアドレス/homeで相互にアクセス 
教室内 IP アドレス/home でクラス生徒相互の

WEB サイトにアクセスし、xampp Apache が

WEB サーバとして機能することを確認させる。 
 

2.4 WordPressによるWEBページ作成 
2.4.1  WordPress でブログ作成 

ブラウザを開きURLに localhost/wordpress
を入力⇒全員共通 ID,PW（user,password）で

ログイン、各自ブログを作成して保存をさせる。 
2.4.2 ネットワーク上の共有・改ざん実験 

教室内 IP アドレス/wordpress で相互にアク

セスさせる。共通 ID なので相手の wordpress
を開いて、情報共有と改ざんが可能であること

を確認させる。 
2.4.3 DB 管理 

ブラウザで http://localhost/phpmyadmin/に
アクセスさせ、サイトやユーザ情報がDB 上で

管理されることを確認させる。ネットワークに

よる情報共有の長短所やユーザ管理などの対策

について考察させる。 

http://localhost/phpmyadmin/にア�
http://localhost/phpmyadmin/にア�


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Access とブラウザによるRDB（SQL） 
3.1表計算とリレーションソフトウェアの連携 
3.1.1  新体力テスト結果を種目ごとに配布 

   Excelで配布 

3.1.2  Accessにインポート 
3.1.3  全てのテーブルを結合 

GUI 操作でSQL文が記述されることを確認 
させる⇒3.2 MariaDB （MySQL）で学習 

3.1.4 Excelにエクスポート 
以降統計分析実習…第 11回大会発表 

3.1.5 選択クエリ 
3.2 ブラウザを開き以下へ接続⇒DBサーバ 

http://localhost/phpmyadmin/ 
サーバ： 127.0.0.1 via TCP/IP 

  サーバの種類： MariaDB…MySQL と同等 
  ユーザ： root@localhost 
  文字セット: UTF-8 
3.2.1  CSVファイルインポート 演示実験 
 各測定値のテーブルをインポート 
 シフト JIS からUTF-8にコンバート 

3.2.2 SQLファイルへ変換してエクスポート 

   演示実験⇒生徒へ配布 

3.2.3 SQLファイルを各生徒に送信・保存 
3.2.4 MariaDB にすべてインポートさせる 

3.2.5 SQL文の実行 テーブル結合 
SELECT basedata.`COL 1`, basedata.`COL 
2`, basedata.`COL 3`, basedata.`COL 4`, 
basedata.`COL 5`, 50m.`COL 2` FROM 
basedata INNER JOIN 50m ON 
basedata.`COL 1` = 50m.`COL 1`; 

3.2.6 SQL文の実行 全・列選択・射影 

 ① SELECT * FROM `sportstest_all` 
② SELECT `COL 5`,`COL 11` FROM 

`sportstest_all` WHERE `COL 3`='male'; 
 ③ SELECT `COL 1`,`COL 3`,`COL 9` FROM 
`sportstest_all` WHERE `COL 2` IN (2,3) 
3.2.7 SQL文の実行 ソート  

3.2.8 SQL文の実行 グループ毎の代表値 

3.2.9 SQL文の実行 その他 

  
 
 
 
 
 
; 
     
 
 
 
4. JavaScript によるプログラミング 
4.1 HTMLの連携・ブラウザで視認 
4.1.1 記述の作法、順次・繰り返し・分岐理解 
4.1.2 クイズ作成・確率的シミュレーションなど 
4.1.3  ブラウザのデベロッパーツール分析 

4.1.4 統計の単元における VBA との連携 

VBA によるソート、サーチ、アプリ作成など

と併せて帰納法的にコーディングを理解させる。 

  
5. まとめと課題 
5.1 作品作成との決別 

5.2 教科書全域理解のための実験例共有 

ネットワーク関連での一部実験に危険性 
5.3 PC単体操作とネットワーク活用 
5.4 受験教科としての授業計画と実習バランス 
5.5 経済産業省「DXレポート」の理解 
5.6 筆者資料収納サイト  
検索strnun mountain view：http://strnun.fool.jp 

 
表１ 応用ソフトウェア 

項目 応用ソフトウェア 

2-1, 4 Brackets,ez-html,サクラエディタ 
3-1,2 Microsoft Access, Excel 
2-3, 2-4 Xampp- Apache,WordPress 
3-2 Xampp-MariaDB（MySQL） 
1-1～5 cmd.exe 
browser Chrome、Edge、Firefox、IE 

参考文献 

(1) 教科書「情報の科学」数研出版（2019 年） 
(2) 教科書「最新情報の科学」実教出版（2019 年） 

引用・参考サイト 
(3) DX レポート ～IT システム「2025 年の崖」克

服とDX の本格的な展開～ 
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_s
ervice/digital_transformation/20180907_repo
rt.html（2019年 3 月 5日） 

(4) 「あなたの IPv6 接続性をテストしましょう」 
ttps://test-ipv6.com/index.html.ja_JP（2019 年） 

ネットワーク 

TCP/IP, パケット 

教科書第2編 

BtoC：金融,広告,教育、

娯楽,チケット… 

BtoB ：部品購入 ,流通,
受注生産… 
 

IP, 閲覧ログ, Cookie 

消費者・企業 

企業 

ブラウザ 

DB 
科学教科書第3編 
Access, MariaDB 

コンテンツ/メディアデザイン 

社会教科書（第10回：一部発表） 
HTML,CSS,JavaScript   

DTM, MTR, 3DCG, Moving Image 

モデリング/シミュレーション 

科学教科書第3編 

（第11回：一部発表） 

Excel ,Metasequoia 

統計/データマイニング 

科学教科書第2編（第11回：発表） 
Excel, Access 

ADコンバート 

科学教科書第1編（今回略） 

アルゴリズム/プログラム 

科学教科書第3編 
JavaScript, VBA, SQL 

WEBサーバ・DBサーバ 
Apache,  MariaDB 

ストレージ,セキュリティ 

ハードウェア 

図１ 情報の科学（社会）の単元とWEB ビジネスの原理理解 
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情 勢 俯 瞰：経済推移と教科情報 

直近四半世紀の経済を俯瞰すれば、流動資産の推移や銘柄の入替を無視したうえで、米国ハイテク中心の

NASDAQ株価指数は 8倍を超える成長を遂げ、時価総額においても直近 10年で 3倍近く増加している（次ペ

ージ図 1,2 参照）。中でもGAFA の一角、電子商取引 A 社は 1997 年に＄1.6～4.6/株から 2019 年 7 月末で約

＄2,000/株の成長を遂げ（次ページ図 3参照）、他業種（半導体、PC/サーバ/ストレージ/ルータ、ソフトウェア

など）の企業を圧倒する。この会社の核はオンラインデータベース（ウェブデータベース）である。 

一方、約 20 年前に高校で教科情報が必履修で設置された時点で、情報「B」の内容を想定した研修が行われた。

そこから現在の「情報の科学（統計が加わる）」を振り返ると単元の大半が共通であり、本報告は、WEB ビジネ

スモデルとの整合性に視点を置いたブラウザ実験による帰納法的理解を求める温故知新の授業実践である。 

25年前 Windows95、インターネット普及始まる→ITによる経済（株価指数・時価総額）牽引 

20年前 神奈川（川崎市）では数学・理科・家庭の教員対象に「教科情報」以下の内容で免許講習・取得 

ネットワーク、プログラミング、DB、デザイン（後に統計加わる）、モデル化・シミュレーション 

16年前 運用開始→多くの学校で「情報 A」採択、事務系や画像・映像などコンピュータ操作、PBL 対応 

～現在 各教員が各学校で多種多様な授業実践→ゲームやメディアデザイン等々百花繚乱の時代 

現在～ 大学入試科目への対応：教科書を全範囲で理解させる必要、鹿野先生の基調講演：産業界のニーズ 

経産省 DX レポート：クラウド上のサービスやシステム（オフィスバックヤード）構築 

B to C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 20 年前：教科情報開始時の免許講習＝ネットワーク、プログラミング、デザイン（CG）、データベース 

② 鹿野利春先生による基調講演：産業界のニーズ➡解釈：WEBプラットフォームの視点で①情報Ｂに戻る 

③ 産業界の流れ、社会構造の変化 

④ 授業見直し：デザイン・プログラミング偏重➡ブラウザ活用による教科書理解 

 消費者 

Consumer Generated Media（CGM）：SNS、動画サイト、ブログ、Q&A… 

ポータルサイト：検索連動広告、行動ターゲッティング広告、アフィリエイト

（成功報酬型） 

Electronic Commerce（EC） 

 経済・産業界 

 

2 0 1 9 . 8 . 1 1 

授 業 対 象：1年次必履修「情報の科学」2単位  普通科 198名、国際科 39名、スポーツ科 39名 

教 科 書：数研出版「情報の科学」     

3年次選択科目「社会と情報」2単位設定  

学校サイト：http://www.keins.city.kawasaki.jp/5/ke500401/top.htm 

ネットワーク 

        パケット 

教科書第 編 

    ：金融 広告 教育、

娯楽 チケット… 

     ：部品購入 流通 

受注生産… 
 

IP, 閲覧ログ, Cookie 

消費者・企業 

企業 

ブラウザ 

   

科学教科書第 編 
                

コンテンツ メディアデザイン 

社会教科書（第  回：一部発表） 
                      

                             

モデリング シミュレーション 

科学教科書第 編 

（第  回：一部発表） 
                   

統計 データマイニング 

科学教科書第 編（第  回：発表） 
              

  コンバート 

科学教科書第 編（今回略） 

アルゴリズム プログラム 

科学教科書第 編 
                     

   サーバ・  サーバ 
                 

ストレージ セキュリティ 

ハードウェア 
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我が国の企業におけるクラウドサービスの利用動向（総務省）：2013年からの 5年間で 33％から 57％に拡大

-2- 

電子商取引Ａ社（ＧＡＦＡ一角）株価
20年余にして約1,000倍

IT バブル 

GAFA・PRISM 

 

情報 ABC 
Windows95/NT 

ABC⇒科学社会 

国家レベルでの戦略的価値⇒プリズム 

PRISM：アメリカ国家安全保障局が 2007

年から運営する、極秘の通信監視プログラム 

MSFT、Google、Yahoo!、Facebook、Apple、

AOL、Skype、YouTube、PalTalk のウェブ

サービスを対象に、ユーザの電子メールや文

書、写真、利用記録、通話など多岐に渡るメ

タ情報の収集  

…右図Wikipediaより引用 

 

 

                    

野村資本市場研究所資料より 

 

引用 

www.nicmr.com/nicmr/data/market/stock.pdf 

 

図 1 米国株価指数推

移 

図 2 AMZN株価推移 

図 3 



１．ブラウザによるネットワーク実習     以下は授業用ワークシートから抜粋・編集 

 

1-1：プライベート IP 確認実験 及び 1-2：グローバル IP 確認 

①コマンドプロンプト 

②Ipconfig/all → ローカル PCの LAN 内での IP アドレスを確認 

T:\>ipconfig/all 

Windows IP 構成 

   ホスト名. . . . . . . . . . . . . . .: JST41 

   プライマリ DNS サフィックス . . . . .: tachibana.local 

－中略－ 

   IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . .: IP表記    .    .    .     チェック 1 

   サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.255.255.0 

   デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .:    .    .    .      チェック 2 

   DNS サーバー. . . . . . . . . . . . .:    .    .    .         チェック 3 

   NetBIOS over TCP/IP . . . . . . . . .: 有効 

③ブラウザを開き、下記へアクセスを行い、グローバル IPアドレスを確認 

https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP   https://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi 

プライベート IP：   .    .    .    チェック 1 →自機 PC の数値：         

グローバル IP ：   .    .    .    チェック４ 

 

1-3：導通確認実験 

校内の ADSV…DNSサーバへの導通実験 

T:\>ping    .    .    .        チェック 3を代入する 

結果                      チェック 5 

 

1-4：ポート確認実験 

① コマンドプロンプト netstat , netstat –ano ➡ ポート、通信状態を確認 

② 結果考察 

T:\>netstat –ano     アクティブな接続 

  プロトコル  ローカル アドレス      外部アドレス           状態            PID 

   TCP         0.0.0.0:80             0.0.0.0:0             LISTENING      3292 チェック 6 

   TCP         0.0.0.0:135            0.0.0.0:0             LISTENING      1032 

中略 

   UDP         127.0.0.1:65000        *:*                                     3564 

③ タスクマネージャ→サービスからWindows で実行中のプロセスの PID（プロセス ID）を調べる 

通常WEB サーバへのアクセスはポート 80 

参考 20.21：ftp、  25：smtp、  80：http、  110：pop3、   443：https 

名前     PID 説明     状態 グループ 

Apache2.4     3292 Apache2.4 実行中              チェック 7 

チェック 5,6 からポート 80 が使用されるのは（        ）である。                

本校情報処理室ではWEB 用のポートは（          ）に使われている。 
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1-5：DNS 確認実験 

① コマンドプロンプト nslookup www.yahoo.co.jp 8.8.8.8 と入力して Enter 、nslookup www.mext.go.jp 8.8.8.8

と入力して Enter 

② それぞれのドメイン名に対する IPを確認する 

T:\> nslookup www.yahoo.co.jp 8.8.8.8 

サーバー:  dns.google 

Address:     .    .    .        チェック 3と同値 

権限のない回答: 

名前:    edge12.g.yimg.jp 

Address:     .    .    .        チェック 8    

Aliases:  www.yahoo.co.jp 

 

T:\>nslookup www.mext.go.jp 

サーバー:  dns.google 

Address:     .    .    .    

権限のない回答: 

名前:    www.mext.go.jp 

Addresses:     ：    ：    ：   ：   ：     チェック 9   IPv    

               .      .     .              チェック 10  IPv    

 

1-6：パケット確認実験 

① 空き端末からウェブサイトにつなぎ、交信されるパケットを調べる。演示で実施→取得パケットを確認 

 

項目       説明 

No.     ：採取したパケットの順番 

Time    ：1 番目のパケットから経過した時間 

Source   ：送信元の IP アドレス、Mac アドレス 

Destination：送信先の IP アドレス、Mac アドレス 

②       との通信→      へ    問合せ・応答→      との通信開始 チェック 11 

Protocol  ：プロトコル 

Length   ：フレームの長さを Byte で表示 

Info：そのパケットの意味 

-４- 



③ SYN (Synchronize)：もしもし  ACT (Acknowledge)：はい       

【３ウェイハンドシェイク】    チェック 12 

Client  ➡（         ）➡   Server 

Client  ←（         ）←   Server 

Client  ➡（         ）➡   Server 

SEQ 番号：データ送信元が受信先に送る番号 

ACK 番号：データ受信先が送信元に送る番号 

2．WEB サイト（ページ）作成実験 

2-1：WEB ページ作成とハイパーリンク  2-2：Cドライブ上の WEB サーバ 

インターネット上で不特定多数の人に向けて情報発信を行う通信サービス（              ） 

→別名（        ） 

発信される情報 （        ）…文字・音声・画像・動画 

ウェブページを関連付けさせて移動する機能（             ） 

この機能を使って関連付けされたデータ（             ） 

ウェブページを構成する言語 （        ）hypertext markup language 

開始タグ 終了タグ 意味 

<                    > <            > ウェブページ全体 

<                    > <            > ウェブページ全体タイトルを含む 

<                    > <            > ウェブページ本文 

<                    > <            > 段落 

<                    > <            > リンク 

<                    > <            > 画像挿入 

<                    > <            >  

作業  

⓪ FileSV 個人フォルダ下に新規フォルダ「WEB」を作成し、使用する画像を含めすべてここに保存 

① C:\xampp\htdocs 内に新規フォルダ「home」を作成する。…ここが rootになる。 

② テキスト記述により html 作成        －中略－ 

③ ファイルをドキュメント以下に保存「ファイル名：1」 → 1.htm または 1.html 

④ WEB ページ 2ページを作り（1.html、2.html） テキストまたは画像にハイパーリンクを指示するタグを付

する。これらが相互にリンク付けされたことをブラウザで確認する。→上書き保存→ブラウザで閲覧                   

 

 

これらは「入れ子の関係」 

html開始

title開始

/title終了

body開始

/body終了

/html終了

head開始

/head終了
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1.html の画像：リンクボタン→2.html へ  2.html のテキスト 1：リンクボタン→1.html へ 

⑤ WEB フォルダを C:\xampp\htdocs\home …rootになる にコピーする。右上図・下図 

⑥ ブラウザを開き URL に IP 確認実験で得られた「自身の PC に割り振られた」IP/home でアクセスする。 

                      ┗   .    .    .     チェック 1代入 

 

⑦ Chrome、Firefox でWEB ページを開き、デベロッパーツールで記述ソースなどを確認する。    開発 

 

 スタイルシート CSSも確認できる。 

 
 

 -６- 

2-2：Cドライブ上のWEBサーバ

ブラウザにIP確認実験で得た自機のIP/homeでアクセスし、
C:¥xampp¥htdocs¥homeが通信先のrootになる確認

   

 



2-3：IP アドレス/home で WEB サイト相互閲覧実験  

⑧ クラスメート（任意）の IP アドレス/homeで他のWEB サイトにアクセスする。 

xampp Apache が     サーバとして機能していることを確認 

192.168.20.101 …102 …103  …110 

192.168.20.111 …112 …113  …120 

192.168.20.121 …122 …123  …130 

192.168.20.131 …132 …133  …140 

 

2-4：WordPress による WEB ページ作成とネットワーク上の共有・改ざん実験 

① ブラウザを開き URL に localhost/wordpressを入力。 

② 全員共通 ID,PW（user,password）でログイン、各自ブログを作成して保存をする。 

 

③ 任意（隣）の IP アドレス/wordpress にアクセスする。 

-７- 

実験 1-5 http://IP アドレス➡各ＷＥＢサーバ        

実験 2-3 http://IP アドレス➡Ｃドライブ 

xampp Apache＝ＷＥＢサーバ機能 



④ 共通 IDなので相手の wordpressを開いてみる。→情報共有の可能性と改ざんが可能であることを確認する。 

 

⑤ ブラウザで http://localhost/phpmyadmin/にアクセス。WEB サイトやユーザ情報が         上で

管理されることを確認。              チェック 12 
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考察：ネットワークによる情報のデータベース化におけるメリットとデメリットについて考えよ。 

 

 

 

考察「保護されていない通信」の意味を調べ、パケット確認実験との関連でまとめよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．Access（オフライン）と MySQL= MariaDB（オンライン）によるリレーションデータベース 

3-1 表計算ソフトウェアとリレーションソフトウェアの連携  

測定データ➡リレーション➡結合➡出力➡統計分析 

① 新体力テスト結果（過年度）を種目ごとに Excel で配布 

② Access にインポート 

③ 全てのテーブルを結合 
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④ Excel にエクスポート 
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統計分析実習…第 11回秋田大会報告 ３教科（数学・体育・情報）連携統計実習とシミュレーション  

 

 

 

 

 

3-2 ブラウザを開き http://localhost/phpmyadmin/へアクセス⇒DBサーバ 

    サーバ： 127.0.0.1 via TCP/IP 

    サーバの種類： MariaDB  …MySQLと同等 

    ユーザ： root@localhost 

    サーバの文字セット: UTF-8 Unicode (utf8) 

① CSV ファイルのインポート 演示実験（注１） 各担当部署で作成したテーブル 

データ１ 基礎データ CSV ファイル 

データ２ 握力 CSV ファイル 

データ３ 20mシャトルラン CSVファイル 

データ４ 50m走タイム CSV ファイル 

データ５ 立ち幅跳び CSV ファイル 

データ６ ボール投げ CSV ファイル 

データ７ 反復横跳び CSV ファイル 

② CSV ファイルから SQLファイルへ変換してエクスポート 演示実験（注２）→生徒へ配布 

データ１ basedata.sql 

データ２ grip.sql 

データ３ 20msr.sql 

データ４ 50m.sql 

データ５ jump.sql 

データ６ throwing.sql 

データ７ rljump.sql                               
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例  （問題提起）二峰性の理由付け 
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50m走記録ヒストグラム(縦軸：人，横軸：秒)

例  （仮説の実証）二峰性の理由付け 
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例  （確率的シミュレーション）モンテカルロ法によるπ 
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③ ブラウザを開き、URLに http://localhost/phpmyadmin/を入力し C ドライブ上の DB サーバにアクセス。 

④ 7 つの SQLファイルを各生徒に送信・保存～各自ブラウザを開きすべてをインポートさせる。 

 

⑤ テーブル結合 

SELECT basedata.`COL 1`, basedata.`COL 2`, basedata.`COL 3`, basedata.`COL 4`, basedata.`COL 5`, 

50m.`COL 2` FROM basedata INNER JOIN 50m ON basedata.`COL 1` = 50m.`COL 1`; 
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⑥ テーブル全選択：テーブル sportstest_all を開き、列選択 SELECT * FROM `sportstest_all`

 

⑦ 列選択：男子の所属部活とボール投げ 

SELECT `COL 5`,`COL 11` FROM `sportstest_all` WHERE `COL 3`='male'; 
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⑧ 列選択：2，3 学年のナンバー、性別、立ち幅跳び 

SELECT `COL 1`,`COL 3`,`COL 9` FROM `sportstest_all` WHERE `COL 2` IN (2,3); 

以下略 

4．JavaScript プログラミング実習その１ ブラウザ編 

4-1 HTML との連携・ブラウザで視認 

環境設定 テキストエディタ ：サクラエディタ,メモ帳, brackets,  Ezhtml … 

 

 

 

 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

     <head> 

        <meta charset="utf-8"> 

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

        <title>learning Javascript</title> 

        <meta name="description" content="An interactive getting started guide for Brackets."> 

        <link rel="stylesheet" href="main.css"> 

    </head> 

//ここから下のテキストを入力し、ファイル名を JS1.html として保存～以降は上書き保存で// 

    <body> 

        <script> 

            document.write("Hello!"); 

        </script><br><hr> 
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文字を表示する 

“ ”で囲む  

命令の最後は ; （セミコロン） 

HTML（WEB ページ作成言語）に JavaScript 記述 

<script> ここにコード記述 </script> 

HTML で改行  <br> 

HTML で水平線 <hr> 

Webページ記述＝ HTML     

…本体 

スタイルシート＝ CSS 

…見栄えを制御 

プログラム＝ JavaScript  

…見栄えや動的表現 



    <script> 

         document.write(2+3*4); 

        </script><br><hr> 

        <script> 

         document.write("2+3*4=",2+3*4); 

        </script><br><hr> 

 

<script> 

            document.write("2+3*4="); 

            document.write(2+3*4); 

        </script><br><hr> 

         

        <script> 

            var a; 

            a=30; 

            document.write(a); 

        </script><br><hr> 

    

     <script> 

            var a="abc"; 

            document.write(a); 

        </script><br><hr> 

        <script> 

            var a="xyz"; 

            var b; 

            b = a;  

            document.write(b); 

        </script><br><hr> 

         

<script> 

            var a=100; 

            var b=100; 

            var c=100; 

            var d=100; 

            var e=100; 

            a = a + 50,  b = b - 50,  c = c * 1.2,  d = d / 50 ,  e = e % 30 ; 

            document.write(a+",") ;   

            document.write(b+",") ;  

            document.write(c+",") ;  

            document.write(d+",") ;  

            document.write(e) ;         

 </script><br><hr>         -15- 

文字を表示する 

“ ”で囲まないと「数値」 

変数を定義する  変数を a とする 

a に 30を代入する 

a を表記 

変数を a を「abc」とする 

a を表記 

変数を a を「xyz」とする  変数 bを設定する 

B=a である  変数 b aを表記 

変数 a=100 とする 変数 b=100 とする 変数 c=100

とする 変数 d=100 とする 変数 e=100 とする 

a=a+50、b=b-50、c=c*1.2、d=d/50 、e/50 の余り 

変数 aと「,」を表記 

変数 b と「,」を表記 

変数 c と「,」を表記 

変数 dと「,」を表記 

変数 eと「,」を表記 

 

 

 

 



   <script> 

            var a="abc",b="def"; 

            document.write(a+b); 

   </script><br><hr> 

        

 <script> 

            var t=80; 

            if(t >= 60){ 

                document.write("well done "); 

                 }else{ 

         document.write("no good "); 

                    }  

        </script><br><hr>                                     

        

 <script> 

            var e=80,j=90;  

                if(e>= 60 && j >= 70){ 

                    document.write("well done"); 

                                    }else{                                       

                document.write("no good"); 

                                        }  

        </script><br><hr> 

        

 <script> 

            var i=1; 

            document.write(i+","); 

            i++; 

            document.write(i+","); 

            i++; 

            document.write(i+","); 

        </script><br><hr> 

        

 <script> 

            var i=2; 

            document.write(++i); 

   document.write(++i); 

   document.write(++i); 

       </script><br><hr> 
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変数を a を「abc」、変数を b を「def」とする  

変数 a+b を表記 

条件分岐 条件によって処理を分ける 

t（得点）は 80 である 

もし得点が 60 以上ならば 

well done（よくできた）と表示し 

そうでなければ 

no good（ダメ）と表示 

条件の「入れ子」 

e（英語）は 80、j（国語）は 60である 

もし英語が 60 以上、かつ国語が 70 以上ならば 

well done（よくできた）と表示し 

そうでなければ 

no good（ダメ）と表示せよ 

変数 iを 1とする 

i と「,」を表示 

i に１を加えて 

i と「,」を表示 

さらに iに１を加えて 

i と「,」を表示 

 

変数 iを 2とする 

i に 1を加えて表示 

i に１を加えて表示 

ブラウザ表現 

 



<script> 

            var i=2;  

            document.write(i++); 

   document.write(i++); 

   document.write(i++); 

        </script><br><hr> 

 

        <script> 

            var i; 

            for(i = 0; i <3 ; i++){ 

                document.write(i); 

            } 

        </script><br><hr> 

         

<script> 

            var youbi = new Array("sun","mon","tue","wed","thu","fri","sat"); 

            document.write(youbi[2]); 

        </script><br><hr> 

        <script> 

            var youbi = new Array("sun","mon","tue","wed","thu","fri","sat"); 

            for(var  i = 0; i < youbi.length ; i++){ 

            document.write(youbi[i]); 

                              } 

        </script><br><hr> 

         

<script> 

            var x = new Array(1,3,5,7); 

            document.write(x.length);  

        </script><br><hr> 

         

<script> 

            var y = new Array(1,3,4,5,6,8); 

            document.write(y[4]); 

        </script><br><hr> 

    <script> 

            var z = new Array("a","b","c","d","end","e"); 

            var i = 0; 

            while(z[i] != "end" ){ 

                document.write(z[i]);  

                i++; 

                                     } 

        </script></body>          -17- 

変数 iを 2とする 

i を表示 

i に 1を加えて表示 

i に１を加えて表示 

変数 i定義する 

I の初期値を 0とし、3未満で表示 

i に 1を加えて表示 

i に１を加えて表示 

変数 x を配列 1,3,5,7 と定義する 

x の個数を表示 

変数 y を配列 1,3,4,5,6,8 と定義する 

y の 4 番目を表示 

変数 z を行列 a,b,c,d,end,e と定義する 

変数 iを定義し 0 とする 

z を「end」が出るまでの間、繰り返して表示 



<script> 

    var i; 

    for (i=1;i<=3;i++){ 

        document.write("<img src='+++++.gif'>"); 

    } 

</script> 

 

<body onMouseMove="move(event)">  

    <script> 

    function move(event) { 

        var a=document.getElementById("img"); 

        a.style.left=event.clientX; 

        a.style.top=event.clientY; 

       } 

</script> 

<img id="img" src="+++++.gif" style="position:absolute;left:0;top:0"> 

</body> 

<script> 

       var question = [ 

                "橘高校の海抜は 9mである？" , 

                "橘高校の創立は 1932 年である？", 

                "橘高校のプールからスカイツリーと東京タワー両方が見える？", 

                "橘高校の橘はキャンパス通りにある？" 

                            ]; 

       var answer = [ true , false , true , false ]; 

       var input; 

       var score = 0 ; 

 

             for( var i=0 ; i<=3 ; i++ ) { 

                   x=i; 

                   input = confirm( question[x] ); 

                   alert( "your answer is " + input + "です。" ); 

 

            f( input === answer[x] ) { 

                   alert( "correct!" ); 

                   score += 10; 

                          } else { 

                   alert( "sorry" ); 

                                } 

                                    } 

            alert( score + "point" ); 

</script><br><hr>   以降単元「統計」プログラミング実習その 2 Office-VBA へ続く      -18- 

変数 iと定義する 

変数 i初期値 1から 3以下で繰り返し 

AD 変換実習で作成したGIFを 3 回繰り返し表示 

マウスベントを登録 

変数 aを定義し、imgで指定する画像を取得 

マウス位置からのオフセットは左から 0、上から 0 

簡単なクイズ 

 

 

 

 

 

 

 



5．まとめと課題 

今後の IT 戦略に関して経済産業省は「DXレポート（2025 年の崖 H30.9.7）」を発行して近未来のロードマッ

プを提示した。現状の ITインフラからの脱却、ITビジネスの構造変革を訴えており、既存システムをレガシー

と切って捨てる。プラントエンジニアリングと変わらない従来の受託開発・多重下請けによるピラミッド構造に

よるシステム構築から、SI がクラウドでシステムをパッケージ供給し、顧客はバックオフィス設定やメンテナン

スから解放される構造改革のようである。これはかつての IT による流通革命の続編のように見える。実現例と

して高等学校で進路指導に活用される B 社の模試評価システムも、昨年まではユーザ端末にインストールしてい

たソフトウェア・DB が、今年度はすべてクラウド設定になっており我々はブラウザ操作だけで指導に供するこ

とが可能になっている。クラウド＝インターネットである以上、基調講演で鹿野先生のご発言にある教科情報に

対する「産業界のニーズ」に合致するものと考える。 

一方で中等教育では原理を体系的な学問として学ばせた上で、応用力を養うことが基本である。この 2～3 年

漏れ伝わる新学習指導要領における「情報Ⅰ」の骨子が以前の「B」「科学」と大きな隔たりがなく、また２０年

前の免許講習時の研修内容と大きな差異がないことに気づく。下記は文部科学省発信 PDFより引用である。 

 
そして大学入試教科・科目としての立場を想定すると、より体系化された学問的アプローチが求められそうで

ある。そして現在の生徒に対しても「科学」教科書全編を偏重することなく学ばせることにより、同等の理解を

達成できるものと考えている。学習内容のうち第 1 編ディジタル情報、第 2 編ネットワーク、第 3編問題解決を

俯瞰したうえでブラウザを軸にした実験・検証を、教科書からの逸脱を避けるとともに時間配分に偏りがないよ

う計画した。かつて実習として PC 操作による成果物を狭義の単元目標・評価対象としていたが、現在は選択科

目における非実践系「社会と情報」に残すのみである。第 10 回東京大会で実践報告を行ったプログラミングを

含めた DTM, MTR, 3DCG,ゲームなど 10数年のコンテンツに係る実習リソースを全て排除し、バイナリデータ

の分析など教科書理解のための実験として若干時間を割くのみとしている。これらの実習はコンピュータの可能

性を理解させる目的で取り組んできたが、振り返れば冗長であったと反省している。 

高校生の大学受験志向の高まりにより「理科」ではセンター対策のために実験指導が時間的に困難になってい

った経緯がある。そこから類推すれば、生徒・保護者が望む教科情報に対するトッププライオリティは受験対策

としての教科書理解になるのは必定であり、2 単位という厳しい時間内で入試に無関係な「発展的な実習」に取

り組んだとしても批判されるのは自明である。 

産業界の教科情報に求めるニーズが「IT を仕事にする人材」と「IT で仕事を行う人材」のいずれを優先する

のか不明であるが、未来志向と原点回帰の二律背反及び受験と人材開発、それぞれ 2 つの方向性を両立させなが

らの授業を模索している。私たち教師が使えるオーソライズされたツールは「教科書」であるが、かつての「B」

や現行の「情報の科学」の教科書から導き出せるゴールは現行ビジネスモデル（レガシー）との整合性であり、 

生徒にとって教科書全体の理解が大学入試対策の基礎であることも自明である。 

まだ見ぬ「情報Ⅰ・Ⅱ」の内容はクラウドコンピューティングとの整合性に言及されているべきであろう。以

下は当報告における課題である。 

① ネットワークのパケット分析では、教科書の記述にあるプロトコルの階層構造や冗長ビット、ルータ相互の

通信に関しての視覚化した分析はできていない。 

② RDB の学習教材として Access は単体で帰結するオフラインデータベース、MySQLではブラウザによる一貫

したオンラインデータベース（ウェブデータベース）学習が可能であるが、後者は校内 LAN の制約上ローカ

ル C ドライブ下にサーバを設定するため、毎時再起動が必要となる。 
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③ 統計学習、シミュレーション学習では未だに Excel に依存しており VBA を手立てとして学ばせ（３時間）、 

かつブラウザ向けに JavaScript（３時間）の両建てでプログラミング学習（言語指導は HTML＋JavaScript，

SQL，VBA）を実施してきたが、さらに Python を加えるのであれば教科書 4ページの内容への対応としては

冗長の感あり整理の必要がある。 

④ HTML ではかつて CSS を含む WEB 作品作成を学習テーマとした時期もあるが、現在は作成実習 30 分、通

信実験 20 分に収めている。 

⑤ Access の場合は不要であるが、MySQLでは CSV ➡SQL変換操作を行うときに文字セット UTF-8に変換す

る手間がかかる。SQL文の学習時間確保のためは演示で行い結果を生徒に配布している。SQL 文操作におい

ては選択、結合、射影など教科書に示される範囲で納め、実習時間１時間。DBMS を体感する実験は今後の課

題である。 

⑥ 評価：定期考査 2回（各 50 分）で教科書を網羅するが、教科書内太字フォント部分の用語理解で各 70 問（配

点 70%）、バイナリデータ・アルゴリズム・プログラミングの思考問題で各 15 問（配点 30%）である。他教

科の学習が義務の積上げから成り立つのに比して、本教科は語句の定義からのスタートなので評価の視点が知

識理解に傾斜する。実習による成果物提出/評価をプログラミング以外は排し、本資料内容のワークシート・

実験レポート（他に教科書第１編、第２編統計・VBA、第４編）を記述させて提出/評価対象とする。 

⑦ 追記：現在使用中の教科書には論理回路、FCD（他社には記述あり）の項目がなく、やや不安である。計測・

制御は他社にもない。                            

 

 http:// strnun.fool.jp …（strnun mountain viewで検索）に PDF 資料   

引用 経済産業省 DXレポート（2025 年の崖 H30.9.7）より一部引用 
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