
小学校　国語　高学年　教材数２３

内閣府知的財産戦略推進事務局

1 2 3 4 5
教材１１ 教材２１ 教材２２ 教材２３ 教材３２

文化庁 公益社団法人著作権情報センター 公益社団法人著作権情報センター 公益社団法人著作権情報センター 日本弁理士会

著作権課著作権普及係 知的財産支援センター第１事業部

03-5253-4111 03-5309-2421 03-5309-2421 03-5309-2421 03-3519-2709
ckyouiku@mext.go.jp

著作権教育5分間の使い方 5分でできる著作権教育 著作権教育の実践事例 おじゃる丸　チョサクケンと３つの約束
電子紙芝居授業

「パン職人レオ君の物語　第一章」

インターネット インターネット インターネット DVD等 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tiz
aikyouiku/program/ext/ext-link_11.html

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ti
zaikyouiku/program/ext/ext-link_21.html

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ti
zaikyouiku/program/ext/ext-link_22.html

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ti
zaikyouiku/program/ext/ext-link_23.html

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ti
zaikyouiku/program/ext/ext-link_32.html

教材 教材 教材 教材 動画視聴
公開 公開 公開 公開 公開
無料 無料 無料 無料 無料
否 可・有償

0円／回 ５万円／回
有 有 有 無 無

30分以内 15分以内 その他 30分以内 15分以内
16 －

教育活動における著作物の利用について、教科ご
とに場面を設定して解説する指導事例集。

教員と学習者両方が使用可能。
5分でできる著作権教育 著作権教育の実践事例 おじゃる丸。チョサクケンと３つの約束。

「発明をした場合に特許を取ること」の重要性
をやさしく説明する。簡単なものでも難しいも
のでも工夫したものは全て発明となることを理

解させる。

紙媒体は原則として文化庁主催講習会のみで配布

知財創造教育の三つの柱
知財創造教育における

学習内容

Ａ 話すこと・聞くこと ○
Ｂ 書くこと ○ ○ ○ ○
Ｃ 読むこと

（２）新しい創造をするための
思考力、判断力、表現力等を育成する

通し番号
No

担当部署

団体名

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
電話番号

媒体

教材名

形態

媒体URL

教材利用に要する費用
教材の公開・非公開

教材・派遣等の費用目安
講師派遣の可否・経費

時間
指導案の有無

フリーワード

ページ数　（冊子の場合）

備考



小学校　国語　高学年　教材数２３

内閣府知的財産戦略推進事務局

6 7 8 9 10
教材３３ 教材３４ 教材３５ 教材３６ 教材３７

日本弁理士会 日本弁理士会 日本弁理士会 日本弁理士会 日本弁理士会

知的財産支援センター第１事業部 知的財産支援センター第１事業部 知的財産支援センター第１事業部
知的財産支援センター

第1事業部
知的財産支援センター

第1事業部
03-3519-2709 03-3519-2709 03-3519-2709 03-3519-2709 03-3519-2709

電子紙芝居授業
タイトル1：「パン職人レオ君の物語　第二章」
タイトル2：「パン職人レオ君の物語　第三章」

電子紙芝居授業
「はつめいってなあに？　第一章」

電子紙芝居授業
「はつめいってなあに？　第二章」

電子紙芝居授業
「マンガ本の漫画は誰のもの？第一話」

電子紙芝居授業
「マンガ本の漫画は誰のもの？第二話」

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ その他 その他

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tizaikyouiku/program/ext/
ext-link_33.html

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tit
eki2/tizaikyouiku/program/ext/ext-

link_34.html

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tit
eki2/tizaikyouiku/program/ext/ext-

link_35.html
- -

動画視聴 動画視聴 動画視聴 動画視聴 動画視聴
公開 公開 公開 非公開 非公開
無料 無料 無料 無料 無料

可・有償 可・有償 可・有償 可・有償 可・有償
５万円／回 ５万円／回 ５万円／回 ５万円／回 ５万円／回

無 無 無 無 無
30分以内 15分以内 15分以内 30分以内 15分以内

－ － － － －
タイトル1：「パン職人レオ君の物語　第二章」

⇒「発明をした場合に特許を取ること」の重要性をやさしく説明する。特許
を取ることで、発明を他人に真似されないようにすることができること、他
人は、発明品の真似をして簡単に同じ物を作ることができ、発明をするため
の労力や費用がかからない分、安く売ることができてしまうこと、消費者

は、同じ品質のものであれば、できるだけ安い物を買う傾向にあり、発明者
は発明をするための労力や費用を利益として回収することができないことを

理解させる。

タイトル2：「パン職人レオ君の物語　第三章」
⇒「発明をした場合に特許を取ること」の重要性をやさしく説明する。特許
を他人に使わせることができることや特許を他人に使わせることで、特許を
持つ者、特許を使わせてもらう者、及び消費者である第三者のいずれにもメ

リットがあることを理解させることをねらう。

発明とは何か、特許とは何かをやさしく
説明する。世の中の不便さを解決するア
イデアが発明であることを理解させる。
世の中に存在する物を改良したものも発

明であることを理解させる。

発明とは何か、特許とは何かをやさしく
説明する。発明した場合には、特許出願
をすることで特許をとれることを理解さ
せる。特許を取ることを助ける職業とし
て、弁理士が存在することを理解させ

る。特許をとった物については、他人は
真似することができないことを理解させ

る。

マンガ本をコピーして友達に配ってよい
かどうかを考えることで、著作権の考え

方を知る。

学校の中にある著作物を探すことで、著
作物、著作権についての理解を深める。

知財創造教育の三つの柱
知財創造教育における

学習内容

Ａ 話すこと・聞くこと ○ ○ ○ ○ ○
Ｂ 書くこと ○
Ｃ 読むこと ○

（２）新しい創造をするための
思考力、判断力、表現力等を育成する

通し番号
No

担当部署

団体名

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
電話番号

媒体

教材名

形態

媒体URL

教材利用に要する費用
教材の公開・非公開

教材・派遣等の費用目安
講師派遣の可否・経費

時間
指導案の有無

フリーワード

ページ数　（冊子の場合）

備考



小学校　国語　高学年　教材数２３

内閣府知的財産戦略推進事務局

11 12 13 14 15
教材３８ 教材３９ 教材４０ 教材６７ 教材６８

日本弁理士会 日本弁理士会 日本弁理士会 日本弁理士会 刈谷少年少女発明クラブ

知的財産支援センター
第1事業部

知的財産支援センター
第1事業部

知的財産支援センター
第１事業部

知的財産支援センター
第１事業部

03-3519-2709 03-3519-2709 03-3519-2709 03-3519-2709 0566-23-1161

電子紙芝居授業
「高橋是清の特許制度ことはじめ」

電子紙芝居授業
「是清さんに聞いてみよう」

電子紙芝居授業
タイトル1：「ヒット商品を支えた知的財産権

豊富な発泡へのこだわり～「きき湯の知的財産権」～」
タイトル2：「ヒット商品を支えた知的財産権

世界が認めた町工場の職人芸～プルトップ缶の知的財産権～」
タイトル3：「ヒット商品を支えた知的財産権

世界を変える最新技術～「天然ガス採掘」を支える油井管（ゆせいかん）の知的財産権～」
タイトル4「電子紙芝居授業

ヒット商品を支えた知的財産権
ICカードでキーレス＆キャッシュレス～コインロッカー「ＡｉＴ」の知的財産権～」

商品開発と知的財産権
創造性開発体験教室　　　「遠くま

で飛ぶ飛行体」

その他 その他 その他 その他 その他

- - - -
https://www.kantei.go.jp/jp/sin
gi/titeki2/tizaikyouiku/program/r

ed/redirect_68.html
動画視聴 動画視聴 教材の提供 教材の提供 体験型
非公開 非公開 非公開 非公開 公開
無料 無料 有料 有料 無料

可・有償 可・有償 可・有償 可・有償 可・有償
５万円／回 ５万円／回 ５万円／回 ５万円／回

無 無 無 無 無
15分以内 5分以内 30分以内 30分以内 30分以内

－ － 1 1 6

特許局の初代局長であり、総理大臣
にもなった高橋是清が、なぜ知的財
産権の精度を整えたのかを知る。

特許局の初代局長であり、総理大臣
にもなった高橋是清が、知的財産制
度、弁理士の仕事などを教えてくれ

る。

タイトル1：「ヒット商品を支えた知的財産権
豊富な発泡へのこだわり～「きき湯の知的財産権」～」

⇒きき湯、ヒット商品
タイトル2：「ヒット商品を支えた知的財産権

世界が認めた町工場の職人芸～プルトップ缶の知的財産権～」
⇒プルトップ缶、町工場、ヒット商品

タイトル3：「ヒット商品を支えた知的財産権
世界を変える最新技術～「天然ガス採掘」を支える油井管（ゆせいかん）の知的財産権～」

⇒天然ガス、油井管、ヒット商品
タイトル4「電子紙芝居授業

ヒット商品を支えた知的財産権
ICカードでキーレス＆キャッシュレス～コインロッカー「ＡｉＴ」の知的財産権～」

⇒コインロッカー、ＡｉＴ、ヒット商品

グループワークでの商品開発を通じ
て、知的財産権の種類や重要性を理

解する。

A4紙で飛行体を作り遠くまで飛ばす
競技をする

知財創造教育の三つの柱
知財創造教育における

学習内容

Ａ 話すこと・聞くこと ○ ○ ○ ○
Ｂ 書くこと ○
Ｃ 読むこと

No

（２）新しい創造をするための
思考力、判断力、表現力等を育成する

通し番号

担当部署

団体名

電話番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

媒体

教材名

媒体URL

形態

教材利用に要する費用
教材の公開・非公開

講師派遣の可否・経費
教材・派遣等の費用目安

時間
指導案の有無

ページ数　（冊子の場合）

フリーワード

備考



小学校　国語　高学年　教材数２３

内閣府知的財産戦略推進事務局

16 17 18 19 20
教材６９ 教材７０ 教材７１ 教材７３ 教材７４

刈谷少年少女発明クラブ 刈谷少年少女発明クラブ
日本行政書士会

連合会
日本行政書士会

連合会
日本行政書士会

連合会
国際・企業経営

業務部
国際・企業経営

業務部
国際・企業経営

業務部
0566-23-1161 0566-23-1161 03-6435-7330 03-6435-7332 03-6435-7333

gyoumu3@staff.gyosei.or.jp gyoumu3@staff.gyosei.or.jp gyoumu4@staff.gyosei.or.jp

創造性開発体験教室　　　「高いタワーを作り
なさい」

創造性開発体験教室　　　「スカイツリーーを
作りなさい」

著作権を学ぼう 著作権の大切さ 著作物と著作権

その他 その他 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ti
zaikyouiku/program/red/redirect_69.html

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ti
zaikyouiku/program/red/redirect_70.html

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ti
zaikyouiku/program/red/redirect_71.html

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ti
zaikyouiku/program/red/redirect_73.html

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ti
zaikyouiku/program/red/redirect_74.html

体験型 体験型 体験型 体験型 体験型
公開 公開 公開 公開 公開
無料 無料 無料 無料 無料

可・有償 可・有償 可・応相談 可・応相談 可・応相談
※相談時に確認 ※相談時に確認 ※相談時に確認

無 無 無 無 無
30分以内 30分以内 50分以内 50分以内 50分以内

6 6 － － －

バルサ材・ストローで高いタワーを作る
A4用紙などでタワーを作り、上にボールを乗せ

る

著作権の概要（法律の目的や制度等）を学ぶ。
また、グループ毎に著作権に関するクイズを検

討し、意見の発表を行う。

（公社）著作権情報センターのDVD教材を中心
に著作権制度の概要を学ぶ。

また、グループ毎に著作権に関するクイズを検
討し、意見の発表を行う。

著作物と著作者について、設問４題を各グルー
プで討議し、プレゼンテーションを行い、著作

権の大切さを学ぶ。

※重点的に取り上げてほしいトピック（引用
等）があれば検討します。

知財創造教育の三つの柱
知財創造教育における

学習内容

Ａ 話すこと・聞くこと ○ ○ ○
Ｂ 書くこと ○ ○
Ｃ 読むこと ○ ○ ○

No

（２）新しい創造をするための
思考力、判断力、表現力等を育成する

通し番号

担当部署

団体名

電話番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

媒体

教材名

媒体URL

形態

教材利用に要する費用
教材の公開・非公開

講師派遣の可否・経費
教材・派遣等の費用目安

時間
指導案の有無

ページ数　（冊子の場合）

フリーワード

備考



小学校　国語　高学年　教材数２３

内閣府知的財産戦略推進事務局

21 22 23
教材７６ 教材７８ 教材８０

日本放送協会 日本放送協会 日本放送協会

メディアタイムズ
「好きなことができる？

動画クリエイター」

メディアタイムズ
「写真はありのままを

伝えている？」

メディアタイムズ
「フェイクニュースを

見抜くには」

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tizaikyouiku
/program/ext/ext-link_76.html

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tizaikyouiku
/program/ext/ext-link_78.html

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tizaikyouiku
/program/ext/ext-link_80.html

教材の提供 教材の提供 教材の提供
公開 公開 公開
無料 無料 無料
否 否 否
－ － －
有 有 有

15分以内 15分以内 15分以内
－ － －

人気動画クリエイターに密着し、その魅力や収入の仕組み
などを紹介。さらに「視聴者への配慮」と「面白さ」のバ

ランスを考える

アップとルーズ、あおりなど撮影の工夫を紹介。さらに加
工された写真の許容範囲について考える

嘘やデマがＳＮＳを通じて広がる現状とその対策を紹介。
フェイクニュースに罰則を与えるなどの規制が必要か考え

る

知財創造教育の三つの柱
知財創造教育における

学習内容

Ａ 話すこと・聞くこと ○ ○ ○
Ｂ 書くこと ○ ○ ○
Ｃ 読むこと ○ ○ ○

No

（２）新しい創造をするための
思考力、判断力、表現力等を育成する

通し番号

担当部署

団体名

電話番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

媒体

教材名

媒体URL

形態

教材利用に要する費用
教材の公開・非公開

講師派遣の可否・経費
教材・派遣等の費用目安

時間
指導案の有無

ページ数　（冊子の場合）

フリーワード

備考
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