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Ⅰ　テーマ設定理由

　総務省が行っている「通信利用動向調査」
によると今から10年前の平成９年，インター
ネット利用者は1,155万人，人口普及率は
9.2％に過ぎなかったのが，平成17年末には
利用者数8,529万人，人口普及率66.8％と飛

躍的に増加し，この10年でネット社会はとて
も身近なものとなった(1)。それと同時に「イ
ンターネットに関する苦情・相談件数」は平
成９年2,132件だったものが，平成16年には
252,611件と100倍以上にも膨れ上がってい
る(2)。
　本校においても年々インターネットに関連
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したトラブルが増加し，電子メール（以下メー
ル）や電子掲示板（以下掲示板）における誹
謗・中傷などを発端に，他校との集団対立や
友人間のトラブルに発展するなど，情報化社
会の「影の部分」が生徒指導という形で浮き
彫りとなってきている現状がある。特にメー
ルや掲示板など，文字だけのコミュニケー
ションでは，顔が見えないために喧嘩はエス
カレートしやすく，重大なトラブルに発展す
るケースも多い。実際，近年発生した他校生
徒とのトラブルのほとんどが「情報通信機器
を介したトラブル」という実態がある。
　しかし，ネット社会の特性でもある匿名性，
非対面性が原因で，その対応へ非常に苦慮し
ている。前述したようなことは本校のみなら
ず，近隣校においても似たようなケースが聞
かれる。このような現状を捉えると，いじめ
やトラブル等から生徒を守るためにも，情報
モラル教育に，これまで以上に取り組みを強
化しなければならない。
　これまでの筆者の情報モラル教育を振り
返ってみると，ルールを覚えていくことを中
心とした形での指導がほとんどであった。そ
のことは，ルールを学習した状況には対応で
きるが，学習していない状況には対応できな
いことが懸念される指導であったといえる。
つまり，変化が著しく，メール，掲示板，ブ
ログ，プロフ，SNSや出会い系サイトなどと，
どんどん進化発展していくネット社会におい
ては，これまで経験していない場面において
も，適切に対応できるための判断力を生徒に
育むことの必要性を感じた。
　本研究は情報化社会における情報モラル教
育の方法について研究を進め，体系的な情報
モラル教育を通して，今後，生徒たちがトラ
ブルなどに巻き込まれることなく快適に情報
化社会を過ごせるよう，判断力ある生徒の育
成を目的として行っていくものとする。

Ⅱ　研究仮説とそのとらえ方

　本研究における研究仮説を「情報教育にお
いて体系的な情報モラル教育を行うことによ
り，判断力のある生徒を育成することができ
るであろう。」とした。また，研究仮説にあ
る「情報モラル（モラル）」と「判断力」の
とらえ方は，それぞれ以下のようにした。

１．「モラル」と「情報モラル」のとらえ方

　「モラル」と「道徳」は同じように扱われ
る場合もあるが，「モラル＝道徳」ではなく，
「モラル」には「道徳を単に一般的な規律と
してではなく自己の生き方と密着させて具象
化したところに生まれる思想や態度」と，態
度として表れる意味合いが含まれてくる(3)。
　また，情報モラルとは，「情報社会において，
適正な活動を行うための基になる考え方と態
度」と定義されている(4)。
　つまり，日常生活における生徒の道徳性を
育成することで，情報技術を活用する際に必
要となる情報モラルの基盤を築くことができ
るといえ，このことは情報モラル教育が単に
情報社会特有のモラルやマナーを教えること
にとどまらず，その根底には道徳性を含めた
人格の完成と深くかかわっているとも言え
る(5)。
　したがって情報モラル教育は道徳教育同
様，全教育活動の中で，全職員で，家庭や地
域とも連携しながら，体系的に実践していく
ものだと言うことができる。

２．判断力のとらえ方

　判断力とは，「一般に物を正当に判断する
能力」と，また，判断とは「ある事柄につい
て考えを決定すること。考えて決めること。
また，その考え。判定。」と定義されている（三
省堂，広辞林第６版より）。つまり２つのこ
とから判断力とは「問題解決に際して，いく
つかの選択肢を用意し，その中から最適な選
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択肢を選んで，自分の意思決定を行う力，能
力」ということができる。
　本研究テーマ「情報化社会における判断力
のある生徒の育成」において使用している「判
断力のある生徒」とは具体的に次に挙げる目
指す生徒像４点から考えている。
　① 相手の気持ちを考えて自分の意見を表現
できる生徒

　② 個人情報や他人の情報を大切にすること
ができる生徒

　③ 自分の発信した情報に責任を持つことが
できる生徒

　④ 情報の中にはモラルに反するものがある
ことを知り適切な行動ができる生徒

Ⅲ　情報モラルに関わる実態調査

　情報モラル教育を推進していくために，生
徒の実態把握と，生徒を指導していく立場に
ある教師や，学校との連携が必要な家庭の実
態について以下のような調査を行ない，体系
的な情報モラル教育を実践化していくための
資料とするとともに，実践後の生徒の変容を
把握し，仮説の検証を行うものとした。

１．生徒の実態

（1）概要
　本校３年生170名（男子98名，女子72名）

を調査対象とし，①情報通信機器の普及率と
その活用状況，②生徒の日常生活及び学校生
活と情報化社会における意識について，調査
を行った。また②の内容としてａ情報発信時
の態度・行動，ｂ情報受信時の判断能力，ｃ
個人情報の取扱い，ｄ著作権や肖像権等の尊
重，とした。
(2）結果と考察
　調査の結果，いわゆる「出会い系サイト」
を利用したことのある生徒が９％おり，「出
会い系サイト」に対する生徒の認識不足と同
時に，本校生徒にまで危険が迫っているとい
う実態等も見られ，情報モラル教育に関した
指導について，学校教育全般を通じて計画的，
体系的に行っていかなければならない現状が
見えてきた。
　メールや掲示板の活用について，「メール
を送るときに，受け取る人の気持ちを考えて
送信しますか」との問いに対して「わかりま
せん」と回答した生徒が40％，また「掲示板
に書き込みをする場合，見る人の気持ちを考
えて書き込んでいますか」との問いに対して
「わかりません」と回答した生徒が63％と，
実体験が無く回答できなかった生徒が多くみ
られた。また，「新聞，雑誌，テレビ報道や
インターネット等の情報はすべて正しいと思
いますか」との問いに対して「思う」が
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図１　情報通信機器の普及率と活用状況
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27％，「掲示板やメールで知り合った人と，
友達になるために会うのはいいと思います
か」との問いに対して「思う」が28％と，ネッ
ト社会の特性でもある情報の信ぴょう性やな
りすましによる危険性等を十分理解していな
い生徒が多い。さらに，「友達の持っている
本の一部を，メモを取る代わりに携帯電話等
のカメラで撮ることはいいことだと思います
か」との問いに対して「思う」が70％，「友
達の持っているＣＤをコピーしてもらうこと
はいいことだと思いますか」との問いに対し
て「思う」が71％と，権利に関する認識が低
い。
(3）課題への対応
　具体的対応として「家庭・地域との連携」，
「生徒指導との連携」，「学級での指導」等が
考えられ，対応を実践していくものとした。
また，メールや掲示板については実体験が無
く回答できなかった生徒が多くみられたた
め，体験的な学習活動を行うこととした。

２．家庭の実態

(1）概要
　保護者の情報教育に関する意識と，保護者
がどの程度子どもの実態を把握しているのか
という状況把握と分析を目的とし，インター

ネット・携帯電話に関する調査を行った。
　全生徒（約560名）へアンケートの配布を
行い，１年68世帯，２年57世帯，３年35世帯
の計160世帯から回答を得ることができた。
(2）結果と考察
　インターネットの利用状況や家庭内ルール
の有無など保護者と生徒との間で認識差が大
きい。家庭内ルールについて，保護者は決め
ているつもりでも子どもには認知されていな
い状況がみられた。また，フィルタリングに
関する認識が低く，有害情報から子どもを守
るといった安全利用に対する意識が低い。
(3）課題とその対応
　生徒のインターネットや携帯電話の利用実
態には保護者と生徒との間で認識差があるこ
とから，それらの利用に関して家庭内での再
確認が必要である。家庭内において情報通信
機器の安全利用に関する話し合いを持つ必要
性があることを伝えるため，保護者向けの情
報モラル学習会を計画，実施した。

３．教師の実態

(1）概要
　教師の情報教育に関する実態調査を行い，
情報教育の改善に資することを目的とする。
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(2）結果と考察
　情報モラル教育は重要であると全教師が感
じつつも，本校における情報モラル教育に対
しては不十分だと感じている。また，情報モ
ラル教育の指導に対して「自信がある」と回
答した教師はおらず，「やや自信がある」と
回答した教師も７％と非常に低く，情報モラ
ル教育を推進していくためには，情報モラル
教育について教師の理解を深める場が必要で
あることがわかった。さらに，情報モラル教
育がどのように行われるべきか（誰が行うべ
きか）との問いに対して，回答が13パターン
に分かれるなど，その指導体制に関しても共
通理解が必要であることもわかった。
　ネット上での問題と日常の心の問題とが関
連性のあるものだとの認識をしている教師が
約８割いるなど，Ⅱの研究仮説とそのとらえ
方で述べたように，情報モラル教育の根底に
は道徳性を含めた人格の完成と関わりがある
と認識している教師が多くみられた。
(3）課題への対応
　情報モラル教育とはどのようなもので，学
校現場においては誰がどのように行っていか
なければならないのかを学習，共通理解し実
践できるようになる校内研修を持つことで解
決を試みた。

Ⅳ　研究方法

　本研究では体系的な情報モラル教育を推進
するために，情報モラル教育は学校・家庭・
地域の３つの柱で行われる教育ととらえ（図
４参照），それぞれの立場から情報モラル教
育が行えるよう実践活動を行うことで指導場
面の体系化を図り，生徒の変容から研究成果
を確認することとした。

１．学校での取組

(1）各教科での実践に向けた校内研修による
共通理解と実践場面
　各教科において情報モラル教育を実践して
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図４　情報モラル教育の指導場面体系略図
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いくために，情報モラルという言葉のとらえ
方から始まり，情報モラル教育が学校教育全
般において全職員で行っていくものであると
いう，共通理解を図ることを目的とした校内
研修を実施した。その中で，生徒の身近なと
ころまで危険が迫っている（Ⅲ　情報モラル
に関わる実態調査１（2）参照）という実態
を踏まえ，情報モラル教育の必要性・重要性
を再確認し，各教科での実践が行えるよう，
授業において教科目標の達成とともに情報モ
ラル教育の視点を盛り込んだ授業を展開する
ことで，情報モラル教育は指導・実践可能な
こと等，具体例をあげて研修を行った。その
後，ａ各教科，ｂ道徳・特活，ｃ生徒指導の
３つの柱において情報モラル教育を試みた。

２．家庭・地域との連携

　情報モラル教育は学校が主体となって指導
するが，生徒のスキルや情報通信機器の利用
環境などの違い，家庭や地域に戻って利用す
る機会の方が多いこと等を考えると，家庭や
地域との連携が必要不可欠となってくる。学
校が生徒達の実態を把握し，それを家庭や地
域に知らせ，互いの立場で指導を行っていく
ことで教育的効果は更に上がると考え，
①PTA情報モラル学習会の実施，②三者面
談を利用した啓蒙活動，③地域懇談会での実
態説明と協力依頼，④携帯電話販売店への協
力依頼を通して学校―家庭―地域で連携を
図った。

Ⅴ　体系的な指導に関わる学校での実践活
動

１．情報モラル教育に関する職員校内研修

(1）概要
　生徒・家庭へ行った情報通信機器の利用に
関する実態調査から出てきた問題点を，教師
間で把握する。また，教師の情報モラル教育
に関する知識・理解を深め，今後，全教師体
制で情報モラル教育を実践できるよう共通理

解を図る。
(2）研修内容
　①生徒・家庭の実態について，②情報モラ
ルとは，に焦点を当て，③学校としての取り
組み・提案を柱としてプレゼンテーションを
使った講義を行った。Ⅱの２でも述べたよう
に情報モラル教育の根底には道徳性を含めた
人格の完成が深いことや，専門的な知識など
を必要とすることなく，情報モラルの視点を
持つことで誰でも指導可能な教育であるとの
認識を得られるような内容とした。
(3）成果と課題
　「研修を終えて，情報モラル教育とはどう
いうものかわかりましたか」との問いに対し
て，「よくわかった」44％，「以前よりわかっ
た」56％と，全教師が情報モラル教育に関す
る知識を深めることができたといえる。また，
「学校教育においてどのような場面で情報モ
ラル教育を行えばよいか分かりましたか」と
の問いに対して，「よくわかった」33％，「以
前より理解できた」67％と，全教師が情報モ
ラル教育の行われる場について理解すること
ができた。
　しかし，「学校教育において情報モラル教
育を誰が行えばよいか分かりましたか」との
問いに対して，約９割の教師が理解を示した
ものの，「まだあまりわからない」が11％と，
全教師でその指導にあたるという共通理解を
全教師へ浸透させることはできなかった。
　最後に，「今後，情報モラル教育を実践で
きそうですか」との問いに対して，「実践で
きる」11％，「実践できそう」56％と，事前
アンケートにおいて情報モラル教育に「あま
り自信がない」72％，「ほとんど自信がない」
21％と９割以上の教師が指導する立場に不安
を抱いていたものを７割近く払拭することが
でき，研修会が有効であったといえる。
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２．特別活動「電子掲示板を使った学級目標

の決定」

(1）概要
　特別活動における情報モラル教育の一方法
として，「掲示板を使った学級目標の決定」
という形での授業実践を行った。
　掲示板の「発言が気軽にできる点」や「匿
名性」等の特性を活用し，これまで学級での
話し合いで積極的に発言できなかった生徒で
も発言できる環境において話し合い活動を進
めていくことで，学級全員が意欲的に参加し，
生徒全員の意見が反映された形で学級目標を
決めることができ，また，活動を通して学級
内でも多様な考え方があることを理解すると
ともに，情報モラルを意識するきっかけにな
るのではないかと考え，題材設定をし，授業
実践を行った。さらに，技術家庭科における
ネットワークの利用に関する学習も行えると
考えた（図５参照）。
(2）授業の考察
　生徒の感想からは掲示板を活用した話し合
い活動は「発言しやすい。」「普段言えない事
（反対意見等も含む）が言えた。」「学級みん
なの意見を知ることができた。」など，掲示
板を活用した上で感じた利便性に関する意見
が多くを占めた。さらにアンケートの集計か
らも「これまでの話し合い活動と比べ発言は
積極的だった（少し積極的を含む）生徒」は
84%と，ほとんどの生徒が積極的に行うこと
ができており，本時の特別活動における目標

である「学級の一員として積極的に発言する
ことができる」は達成できたととらえ，本時
の授業は有効だったといえる。
　また，掲示板の活用方法について，「学級
会でも使ってみたい。」，「いろんな人と友達
になったり，意見交換ができると思う。」など，
その有効利用の方法についても理解してい
た。
　さらに，アンケートの中には「毎日のよう
に放送されるPC犯罪も簡単にできるから怖
いなあと思った。」「いろんな人にすぐ自分の
意見が言えるけど，ひどいこともすぐに言え
るから気をつけたほうがいいと思う。」など，
掲示板の有効価値に関する発言とともに，情
報モラルを意識した意見も見られ，情報モラ
ルの意識化を図ることもできたといえる。

３．全体朝会における情報モラル教育

(1）概要
　実態調査から出てきた課題を全校生徒に知
らせ，ネット社会で危険な目に遭わないよう
にするためにはどうすればいいのかを全校生
徒で考える機会，危険回避の方法を伝える場
とすることをねらいとして実施した。また，
実施に関して次の３つの視点を意識した指導
となるようにした。
①学習指導の視点
　生徒達が夏季休業を迎えるにあたって，学
習面で活用することが考えられるインター
ネットに関して，その適切な活用方法を全校
で共通理解させる。
②生徒指導の視点
　近年増加しつつある情報通信機器を介した
問題行動が夏季休業期間中に起こることがな
いよう，全体的な指導を入れることで，今後
の指導，学級での指導へとつなぐ。
③情報教育指導の視点
　今後，インターネットを活用する機会がま
すます増えていくであろう生徒に，情報の発
信・受信に伴うモラルを身につけさせる。

情報モラル 

情報発信の態度，情報受信の判断能力 

図５　本時の構想図



146 国立青少年教育振興機構研究紀要，第８号，2008年

　また，指導内容は時間の都合上，次の３点
に的を絞り，話を進めた。ⓐ情報を受信する
ときの注意点，ⓑ掲示板の望ましい活用法，
ⓒ出会い系サイトの危険性，児童の利用禁止
である。実施後は講義内容の理解度・定着度
を測るため，帰りの会において，話の要点を
簡単にまとめさせる手法で確認を行った。
(2）考察
　帰りの会にて内容を要約させた結果をまと
める。
① ３年生155名のうち，指導内容の３項目に
ついて，３項目とも正答できた生徒72％。
1項目も答えることができなかった生徒
３％と，全体朝会において全校一斉に学習
する場の有効性を確認できた。
② ５月に行った事前アンケート（選択式）で
は「情報の見極め」に対して27％の生徒が
間違った回答をしていたが，今回の記述式
による誤答率は19%（正答率は81％）に減
少するなど，学習の定着が見られた。
(3）課題と事後の連携指導
　以下の４点に関しては事後指導の必要性が
感じられたため，各学級担任へその内容を伝
え短学活等で誤答内容を具体的に示しなが
ら，再度取り上げてもらうよう依頼した。
① 「メディアはすべて間違っている」と言い
きっている点（実際には見極める力が必
要）。
② 出会い系サイトを利用すること自体には問
題がないような記述内容（「気をつけて利
用する」など）。
③ 掲示板が学校の公式Webページ内に存在
しているという誤認。
④ 危険性に関して具体的内容に触れられない
生徒。
　事後指導後の生徒の変容に関しては，「Ⅶ
結果と考察の（1）④」等を参照。

４．道徳「思いやりの心」

(1）概要
　掲示板を使った道徳教育という方法で，日
常会話における発言を通して，「思いやりの
心」について考える授業を行った。
　本来便利で有益なものであるはずのイン
ターネットが，新聞やニュースで報道される
ような事件への入り口になってしまったり，
偽りを本物と信じ込ませてしまったり，誹謗
中傷の道具となってしまったりしている。中
でも掲示板は，本来の便利さとはかけ離れた
使い方がされている例が幾つも見受けられ，
利用者のモラルの低さがうかがえ，その理由
に次のような特性が心理的に働いていると考
えられる。①匿名性：自分の名前を出さずに
書き込める。②非対面性：相手の顔が見えな
いので，面と向かっては言えないことでも平
気で言えてしまう。③覆面性：自分の姿を偽っ
て書き込むこともできる。④容易性：書き込
みは，極めて気軽である。⑤瞬時性：瞬時に
して不特定多数の人に伝えることができる。
　生徒らに，これらの特性をよく理解し，よ
り良い情報活用能力を育むためにも，掲示板
の活用を通して，他人への思いやりの心を育
み，情報発信に伴うモラルを身につけさせる
ことを目的とした。
(2）授業の考察
　ワークシートのまとめの欄には「言う前に
相手の気持ち・言われた時の自分の気持ちを
考えてしゃべるようにする。」「相手の立場を
考えて，こう言われたら嫌だろうなぁと考え
ることが大切だと思います。」など87％の生
徒から「思いやり」や「相手の気持ちに対す
る配慮」に関する記述がみられ，本時の授業
仮説である「思いやりの心の育成」は有効で
あったと検証できた。
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５．他教科（国語「社会をとらえる」）にお

ける情報モラル教育

(1）情報モラル指導の概要
　国語科教諭との連携により「社会をとらえ
る」の単元において，国語の授業の中で情報
モラル教育の実践を試みた。教科としての指
導目標を達成するとともに，アンケートから
出てきた本校生徒の課題（「新聞，雑誌，テ
レビ報道やインターネット等の情報は，すべ
て正しいと思いますか」との問いに対して「思
う」と回答した生徒が27%いたことなど）に
ついても改善されるよう，授業の中で情報モ
ラルの視点（情報の信ぴょう性について考え，
情報の信頼性を吟味できる。情報社会におけ
る自分の責任や義務について考え，行動する，
など）について触れることで，生徒たちへの
情報モラル教育推進を試みた。単元のまとめ
として，「筆者の主張を読み取り，これから
メディアとどのようなかかわりをもったらよ
いのか，自分たちにできることはなにか。」
について意見文を書かせた。
(2）授業の考察
　生徒の意見文には「私たちができることは，
パソコンやケイタイの使い方をきちんと学
び，いい所だけをいかし，影の部分もきちん
と学びメディアを活用すること。」，「メディ
アは誤解や偏見を生みだすことがあります。
私もメールや手紙を送るときには，相手のこ
とも考えて送らないといけないと思いまし
た。」，「相手の気持ちを考えたり気遣ったり
するとメディアの影の部分をなくしていける
と思います。」など，筆者の主張を読み取る
とともに自分自身とメディアとの関わり方に
ついて思考できており，国語科の授業におい
ても情報モラルの視点を持たせることで情報
モラル教育を行うことができたといえる。

Ⅵ　体系的な指導に関わる家庭・地域との
連携，実践活動

１．PTA向け情報モラル学習会

(1）概要
　近年，生徒たちが容易にインターネットや
携帯電話に触れる環境が整ってきていること
から，生徒を保護・教育していく保護者の方々
にも本校生徒の実態を把握してもらい，また，
情報モラル教育に関する知識・理解を深め，
家庭においても情報モラル教育を意識し，実
践してもらうことを目的し，本学習会を実施
した。
　学習会内容は，事前アンケートの集計結果
をもとに，①本校生徒の実態，②実際に起こっ
ているトラブルの事例，③フィルタリング等，
携帯電話・インターネットの安全利用に関す
ること，④電子掲示板で実際に起こったトラ
ブルを参考にその対処法について行った。
(2）学習会の考察
　フィルタリングを理解していない保護者が
ほとんどだった。保護者の感想からは「生徒
の実態が分かり，家庭で気をつけてほしい事
も学べてよかった。」，「子どもの方がインター
ネットやパソコンに詳しいので本人に任せっ
ぱなしにしていたが，子どもに確認しながら
話し合っていきたいと思う。」など，学習会
への参加をきっかけに，情報モラル教育を家
庭でも実践したいとの意見が多く見られるな
ど，学習会の有効性・必要性を示せた。
　また，学習会実施からしばらく経ってから
も，パソコンのフィルタリングの設定方法に
関する問い合わせが学校にあるなど，家庭で
の具体的取組も実感できた。

２．三者面談における啓蒙活動

　情報モラル教育をもっと家庭へ浸透させな
ければならないと考え，三者面談における啓
蒙活動を計画・実施した。方法としては，１
学期終了後に行われる三者面談において，イ
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ンターネットや携帯電話の使用に関して家庭
でも話し合ってほしいという趣旨の公文を，
担任より一言添えて配布する形をとった。内
容は次の７項目である。①携帯電話の所持と
その使用方法について。②出会い系サイト等
を利用した犯罪行為や違法行為について。③
メールや掲示板への書き込みについて。④
ネットショッピングトラブルや架空請求につ
いて。⑤危険なサイトへの進入やコンピュー
タウイルスについて。⑥ネチケットやマナー
について。⑦その他インターネット・携帯電
話の安全利用について。

３．地域懇談会における啓蒙活動

　地域との連携を進めていくために地域懇談
会の中で情報モラルに関する情報・資料の提
供を行い，本校生徒の現状と，地域としての
課題点等を調査データに基づき情報の共有化
を図った。地域が生徒の実態を把握し，見守っ
てほしいことを伝えた。

４．地域にある携帯電話販売店への協力依頼

　地域にある携帯電話販売店に未成年の携帯
電話契約実態の情報提供を依頼すると共に，
本校生徒の実態と問題点も提供する中で情報
を共有し，既存ユーザーや新規ユーザーへの
フィルタリング推進等の啓蒙活動を働きかけ
てもらうきっかけとした。

Ⅶ　結果と考察（生徒の変容）

　前述したいくつかの取り組みについて，５
月上旬と９月上旬に行ったアンケートを集
計・分析・考察すると，生徒の変容は次のよ
うになった。
(1）目指す生徒像別に見たアンケート結果と
考察
① 相手の気持ちを考えて自分の意見を表現で
きる生徒
　５項目中，３項目で数値が上昇。特に掲示
板の書き込みに関する項目の上昇率は11％と

高く，道徳や特別活動において体験的な学習
を行ったことが大きな上昇につながったと思
われる。しかし，表１の５項目目にあるよう
に「電子メールを送るときに，受け取る人の
気持ちを考えて送信しますか」との項目に関
しては「はい」と答えた生徒が８％減少する
などした。このことは選択肢を選んだ理由を
述べる記述内容から判断すると，友人など自
分と近い関係ある人に情報を発信するときに
は，あまり相手に対して気を使わずに送信し
ているようである。
　今後，メールや掲示板など「文字だけの情
報発信」では，感情がうまく伝わらないこと
もあることなどについて指導していく必要が
あるともいえる。
② 個人情報や他人の情報を大切にすることが
できる生徒
　５項目中，２項目で数値が上昇。特に掲示
板への情報提供に関する項目は18％も上昇し
た。上記①同様，授業での体験的な学習の成
果であると考える。選択した理由の記述内容
は５月の段階では「多くの人に知らせた方が
良い」等といった考え方を記述している生徒
が多くみられたが，９月のアンケートでは「書
かれたことで嫌な気持ちになる人がいるかも
しれない」など，見えない他者への配慮に関
する記述が多くみられた。
③ 自分の発信した情報に責任を持つことがで
きる生徒
　「友達が悪口を言っているときに，つい自
分も一緒になって言ってしまいますか」，「学
級で発言するとき，いいことは『いい』，悪
いことは『悪い』といえますか」の２項目で
数値が上昇。この２項目とも５月の時点では
望ましい回答をする生徒が半数を割っていた
のだが，９月の結果は50％を超える結果と
なった。このことは判断力のある生徒の育成
を通して，生徒全体の規範意識向上という形
も見えてきた。
　また，「友達と事実のはっきりしないうわ
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さ話をしますか」との項目では６％減少した
点から，根拠を持って情報発信することで責
任を持つことができることなどを指導してい
くことで，学校全体としての規範意識向上も，
今後十分期待できるといえるであろう。
④ 情報の中にはモラルに反するものがあるこ
とを知り，適切な行動ができる生徒
　９項目中，６項目で数値が上昇した。特に

全体朝会において全校で学習したメディアが
発信する情報の受け取り方に関しては22％も
上昇するなど，大きな成果を得ることができ
た。また，この項目に関しては実践活動の(6)
にあるように国語科との連携の中でも触れた
項目で，体系的な情報モラルの有効性を示し
ているともいえる。
　また，ネット上での出会いに関しても数値

表１　相手の気持ちを考えて自分の意見を表現できる生徒

質　問　事　項 選択肢 ５月 ９月 変化率

はがきや手紙を書くとき，もらう人の気持ちを考えて書きますか はい 78% 84% ＋６%

発言するとき，場に応じた表現ができますか はい 65% 74% ＋９%

掲示板に書き込みをする場合，見る人の気持ちを考えて書き込んで
いますか

はい 32% 43% ＋11%

学級の友達や先生方に声を出したり，もしくはお辞儀をしたりして
自分からあいさつすることができますか

はい 84% 81% －３%

電子メールを送るときに，受け取る人の気持ちを考えて送信します
か

はい 57% 49% －８%

表２　個人情報や他人の情報を大切にすることができる生徒

質　問　事　項 選択肢 ５月 ９月 変化率

学校で事件や事故があった場合，掲示板を使ってみんなに知ら
せたいと思いますか

いいえ 64% 82% ＋18%

写真やプリクラなどを誰かに渡す場合，そこに映っている人に
許可を得ますか

許可を得る 44% 58% ＋14%

他人の写真を撮るときは，一声かけて行っていますか 行っている 73% 73% 　０%

家の鍵や現金などの貴重品類は自分でしっかり管理できている
と思いますか

できている 83% 80% －３%

IDやパスワードの管理は重要だと思いますか 思う 92% 90% －２%

表３　自分の発信した情報に責任を持つことができる生徒

質　問　事　項 選択肢 ５月 ９月 変化率

友達が悪口を言っているときに，つい自分も一緒になって言って
しまいますか

言わない 45% 52% ＋７%

学級で発言するとき，いいことは『いい』，悪いことは『悪い』
と言えますか

はい 48% 55% ＋７%

友達と事実のはっきりしないうわさ話をしますか しない 52% 46% －６%
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が９％上昇したが，この項目に関しても全体
朝会において出会い系サイトに関連した事件
事故が増加していることや，県内でも発生し
ていることなどを生徒指導的な視点で話を
行った結果が表れたものだと考える。
　数値が減少した項目，「写真を写した人の
権利を侵害しないように意識しますか」に関
して「意識しない」と回答した生徒の多くが
「そこまで考えない」という理由を書いてお
り，権利を保有している人が自分と直接的な
関わりがないような状況の場合，半数近くの
生徒が権利について深く考えることなく自身
の利益を優先させることがわかった。人が物
事を判断し行動に移すときには個人的な価値
の優劣によってその行動が決定される。この
設問において「意識する」との回答を増加さ
せていくためには，「写真を写した人の権利」
や「コピーによる権利の侵害」等の意思決定

にかかわるカテゴリーを増加させることで，
望ましい行為がなされていくのではないかと
考える。
(2）まとめ
　(1）において，アンケート結果と本研究が
目指す生徒像との関連をもとに考察してき
た。アンケートの質問数22項目のうち，改善
が見られた項目が13項目と半数以上となっ
た。また，10%以上改善した４項目のうち，
３つは体験的な学習や複数場面での指導が繰
り返された項目となっており，体験的な学習
の重要性や体系的な情報モラル教育の有効性
を示したものであるということができるであ
ろう。
　本研究は日常モラルをベースに情報モラル
の視点もった指導を，学校においては教科・
道徳特活等・生徒指導で，また家庭や地域と
の連携を含めて体系的に実践してきた。生徒

表４　情報の中にはモラルに反するものがあることを知り，適切な行動ができる生徒

質　問　事　項 選択肢 ５月 ９月 変化率

新聞，雑誌，テレビ報道やインターネット等の情報は，すべて正
しいと思いますか

思わない 73% 95% ＋22%

ネット上でトラブルに巻き込まれた場合，どのように対処すれば
よいか分かりますか

分かる 18% 20% ＋２%

掲示板やメールで知り合った人と，友達になるために会うのはい
いと思いますか

思わない 72% 81% ＋９%

友達の持っている本の一部を，メモを取る代わりに携帯電話等の
カメラで撮ることはいいことだと思いますか

思わない 30% 34% ＋４%

友達の持っているCDをコピーしてもらうことはいいことだと思
いますか

思わない 29% 35% ＋６%

友達に「～してこよう」と誘われた時，本当はしたくない時，ど
うしますか

断る 69% 76% ＋７%

委員会・生徒会のポスターに漫画のキャラクターの絵を描くこと
はいいことだと思いますか

思わない 26% 26% 　０%

雑誌，写真集などをコピーするときに写真を写した人の権利を侵
害しないよう意識しますか

意識する 61% 50% －11%

ソフトウェアは１ライセンスにつき１台しかインストールできな
いと思いますか

思う 40% 32% －８%
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の変容を総合的に判断すると，「情報教育に
おいて体系的な情報モラル教育を行うことに
より，判断力のある生徒を育成することがで
きるであろう」との本研究仮説が有効である
ことを十分示すことができたといえるであろ
う。
　しかし，改善が見られなかった項目があっ
たのも事実で，このことは情報モラル教育が
１度教えれば身に付く力ではなく，繰り返し
指導していかなければならない教育であるこ
とを示している。
　今後，社会の情報化が進むにつれ，新たな
課題も生まれてくるであろう。したがって情
報モラルの重要性はさらに高まり，学校にお
いて情報モラル教育の更なる体系化，実践化，
推進さらには継続が非常に重要となってくる
だろう。また，生徒達の規範意識を育む場で
もある「学校」という空間において，一番身
近な大人である教師自身も高い情報モラルを
備え，生徒の指導にあたることが，自然と生
徒たち自身のモラルを高めていくことになる
ことも意識しなければならない。

Ⅷ　おわりに

　当論文では，情報化社会における判断力の
ある生徒の育成をテーマに，体系的な情報モ
ラル教育の具体的な実践事例とその有効性に
ついて示した。情報モラル教育を学校教育全
体で行っていくために，これまでの「情報教
育担当教師や指導できる教師に任せる」と
言ったものから脱却するため，情報モラル教
育のとらえ方を共通理解し，各教科，どの教
師でも情報モラル教育の視点を持つことで指
導できることを確認し，実践した。また，各
教科以外においても道徳や特別活動，また生
徒指導という形での実践も行い効果を示せ
た。
　さらにPTA向け学習会や地域懇談会，地
域にある携帯電話販売店との連携なども含
め，体系的な情報モラル教育を進めていく取

り組み方も示すことができたと考えている。
　授業においては，生徒のスキルやデジタル
デバイドを埋めるため，体験的な学習の必要
性から掲示板を活用した授業を展開し，その
有効性を示すこともできた。
　掲示板を使った授業に参加した生徒や学習
会に参加した保護者の変容から，本研究は指
導場面における体系的な情報モラル教育の有
効性や必要性を示せたのではないかと考え
る。
　今後の社会の情報化を考えた時，このよう
な体系的な情報モラル教育を積極的に実践す
ることが必要になる。今回の様々な試行が今
後子ども達をネット上の事件事故から守り，
よりよく情報社会を生きていく際の一助にな
れば幸いである。
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