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改訂版 

実践事例発表会レジュメ原稿 

「平成１９年度山口県教育ビジョン推進の手引き」の実践事例
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山口県立下関工業高等学校における情報モラル授業実践 

－情報モラル教材ソフトを活用した効果的な授業実践－ 

山口県立下関工業高等学校 教諭 保田裕彦 

sekko-t@ysn21.jp 

http://sekko-t.ysn21.jp 

１．学校としての取り組み姿勢及び基本的な考え方 

１．１ 授業を使わない情報モラル教育 

情報モラル教育は、教科「情報」の一単元であることから、この単元のみに十分な授業時数を配当

することが難しい状況にある。また、新しく生じた事例や問題を生徒にタイミングよく学習させるには、

「情報」の授業のみを頼っていては不十分である。 

そこで、授業を使わず朝のショートホームルームなどのすき間時間に、リーフレットや副教材を配る

ことによって、新鮮な情報教育を行おうというのが本校の基本的な考え方である。 

             
               リーフレット ｢SEKIKO いいねっと！ニュース｣ 

１．２ 「転ばぬ先の杖」教育 ・・・ 予防の教育 

本校で取り組んでいる情報モラル教育は、社会の出来事について生徒にすばやく情報を与えるこ

とによって、トラブルに巻き込まれることを未然に防ぐことを目標としている。 

近年社会問題化している無責任な情報発信の多くは、無知により引き起こしている傾向が強く感じ

られる。インターネットの威力や個人の権利について十分な知識がないために、周囲に言いふらすぐ

らいの感覚で誹謗中傷の書き込みや、個人情報の違法な掲載が頻繁に行われているが、これらの

情報はいったんネット上に掲載されると完全に削除することは大変難しい。したがって、予防が最も重

要であると考えている。 

 

１．３ 社会を読み解く力 

情報モラル教育は禁止の教育ではなく、発信者の意図や社会の変化を読み解く力をつけることを

重視する必要がある。配布したリーフレットを読み終えたら、技術が商品・サービスを生み、暮らしや

社会を変化させ、それに伴って法律が変わる。そして、それがまた新しい技術を生むという社会の循

環過程が分かるように注意した。 

 

１．４ 頼りになる学校 

   生徒に関する書き込みや違法な個人情報の掲載について、学校は常に注視していることを強くプ
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レゼンスし、違法な情報発信を予防すると同時に、生徒に学校はいつでも相談にのってくれるという

安心感を与えるよう配慮する必要がある。 

 

１．５ 一冊で分かるテキスト 

読み捨てのリーフレットで情報化社会の主要な課題を網羅し、最後にリーフレットテキストにまとめ

て、一冊で情報化社会の全体を見通せるように工夫した。 

             

情報モラル授業用リーフレットテキスト 

２．実践授業計画 

授業 

番号 

実施 

日時 

教科 

名 

指導 

学年 
指導教員 

ソフ

ト 
授業形態及び指導内容 

１ 

１０/８ 

(水) 

５限 

特別 

活動 

全校 

生徒 

緊急対策 

スタッフ 

注１ 

なし 

・全校集会 

・「ネット上の情報発信と権利の侵害」 

･･･ 掲示板中傷書込みに対する指導 

２ 

１０/２５ 

(水) 

５限 

情報 

技術 

基礎 

電子科 

２年 
保田裕彦 注２ 

・一斉授業 

・「情報の信憑性とネット詐欺」 

･･･ 発信者の意図を読み取る 

３ 

１０/３０ 

(木) 

２限 

工業 

課題 

研究 

電子科 

３年 
保田裕彦 注２ 

・少人数（8 人）授業 

・「ネット詐欺模擬体験」 

４ 

１０/３０ 

(木) 

５限 

家庭 

教育 

講座 

電子科 

保護者 
保田裕彦 注２ 

・少人数（6 人） 

・「情報モラル教育の家庭の役割」 

･･･ 保護者のネット詐欺模擬体験 

５ 

１/２２ 

(月) 

６限 

情報 

技術 

基礎 

電子科 

２年生 
保田裕彦 注２ 

・一斉授業 

・「情報発信の自由と責任」･･･自殺予告

の手紙と掲示板書込みの社会的影響 

注１：生徒指導課、教育相談係、情報モラル係 注２：ｼﾞｬｽﾄｼｽﾃﾑつたわるねっと Teen’s＠ﾌﾚﾝﾄﾞ/R.2 

３．実践例 

授業番号１ 

３．１ 授業の位置づけ 
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題材名  「ネット上の情報発信と権利の侵害」 ・・・ 掲示板中傷書込みに対する指導 

発信する情報が他人の権利を侵害しないように、正しい情報発信を心がける態度を育てる。 

 

３．２ 学習のねらい 

学校では掲示板への誹謗中傷書き込みが原因で、不登校になったり、いじめに発展するケースが

増えている。文部科学省も掲示板による誹謗中傷はいじめであるという見解を示しており、その対策

が急務である。 

①誹謗中傷の書き込みがいかに人の心を傷つけるか、何が違法な情報発信に当たるか、違法な

情報発信はどのような罪に問われるかを伝える。また、いったん発信された情報は削除することが難

しいことを理解させ、無知による違法な情報発信をしない態度を養う。 

②書き込みは匿名でできると考えるのは誤解であることを理解させる。また、学校は常に掲示板へ

の違法な書き込みに対して、関心をもって注視していることを伝え、相談体制を整えていることを周知

させる。 

 

３．３ 本時の展開 

（１）生徒の実態 

本年度から学校内では使わないという条件付で携帯電話の持込が許可された。２・３年生は平成１７

年度情報モラル等指導サポート事業の実践教育を行っているため、違法な情報発信について基礎知識

があるが、１年生は２．３年生に比べ知識やモラル意識が不十分な状況にある。 

そのような状況の中、インターネットの学校掲示板に、特定の生徒の誹謗中傷の書き込みが行われ

ていることが判明した。緊急対策スタッフ会議で対策を検討し、クラス単位の指導では事態の深刻さが

伝わりにくいので、全校集会で統一した指導を行うことにした。 

 

（２）本時のねらい 

①継続している書き込みを中止させることを第一の目的とした。個人情報とは何かを説明し、これらを

ネットに流すと容易に削除できないことを理解させる。②インターネットの威力によって、発信者が想像し

ている以上のダメージを与えていることを理解させる。③発信が匿名で出来ると思うのは誤解であること

を理解させる。④どのような罪に問われるか説明する。 

 

（３）展開 

生徒の活動 教師の指導 

・学校は携帯電話による権利の侵害に対して、厳

しい姿勢で臨むことを理解する。 

・相談の秘密は守られることを理解する。 

・質問の該当者は手を上げる。 

・誹謗中傷書き込みを止めるように強く要請する。 

 

・一人で悩まず相談するように指導する。 

・学校掲示板の存在や、誹謗中傷の書込みをされ

た経験があるか聞く。 
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・どんな行為が権利の侵害になるか正確に知る。 

 

 

・個人情報は写真や住所や電話番号だけではな

いことを知る。 

 

・プライバシーの侵害は誹謗中傷や名誉毀損がな

くても起きることに気づく。 

 

・多くの人が見るので精神的被害が大きいことを

理解する。 

・携帯カメラは手軽だが、人権を大きく傷つける有

害情報を簡単に発信できることを理解する。 

・発信者がわかりにくいことに気づく。 

・面と向かってするいじめと同じことに気づく。 

 

 

・匿名だと誤解していることに気づく。 

 

 

・ひとりで悩まず保護者、警察、学校などに相談す

る。 

 

 

①誰でも発信可能 ②不特定多数へ発信できる 

③高度の伝搬性 ④匿名性が高い 

・ネット上でよく起きる権利の侵害のケース（プライ

バシー侵害、名誉毀損）を説明する。 

＜個人情報とプライバシー侵害＞ 

・個人情報の定義を説明する。情報が組み合さる

と個人情報になる場合があることを説明する。 

・ほめる場合でも個人情報には注意する。 

・プライバシー侵害の定義と名誉毀損との違いを

説明する。 

＜匿名発信と権利の侵害＞ 

・誹謗中傷は権利の侵害であることを伝える。 

 

・携帯カメラで個人の写真を撮って、ネットに掲載

する事例が増えている。 

・なぜ書込み事件が起きるのか質問する。 

・書込みと同じことを面と向かって言えば、どんな

罪になるか質問する。 

＜匿名性の誤解＞ 

・「通信の秘密」と、権利の侵害発生時におけるプ

ロバイダ法について説明する。 

＜侵害を受けたときの対処方法＞ 

・権利の侵害があったらどうするか質問する。 

・発信者や掲示板管理者に削除依頼できることを

説明する。 

・発信者開示請求制度で説明する。 

・インターネットによる情報発信では、被害がなぜ

広がりやすいか質問する。 

・ネットの悪事は必ず判明することに気づく。 

・顔が見えないので言い過ぎに注意する。 

・多くの人が見ていることを十分に認識する。 

・発信は匿名ではないことを強調する。 

・ネットの世界も現実の世界も、思いやりが基本で

あることを説明する。 

（４）評価 

全校集会で指導した直後から書き込みが止み、大きな効果があった。書き込みは匿名ではできない

ことが理解され、学校が掲示板を注視しているという事実を周知させたことが大きな理由である。 

緊急対策スタッフ及び情報モラル教育推進委員会を中心に、平素から情報モラル教育に関して校内

の基礎知識の共有が出来ているため迅速な対応ができた。また常日頃から山口県警察本部サイバー

対策室やその他の教育機関との連携を図っていたためスムーズな情報収集が可能であった。 

 

４．実践例 
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授業番号４ 

４．１ 授業の位置づけ 

授業名  「情報モラル教育の家庭の役割」 ･･･ 保護者のネット詐欺模擬体験 

保護者がインターネットの有害情報とはどのようなものなのか体験することで、少しでも子供が接して

いるインターネットの世界を理解し、家庭内で子供の情報モラル教育にかかわるきっかけを作る。 

生徒の携帯電話の使用に関する責任は保護者にあることを認識してもらう。 

 

４．２ 学習のねらい 

携帯電話やインターネットの知識は保護者より生徒の方が豊富で、保護者が使い方を管理すること

ができない。保護者がインターネット上の有害情報を実際に体験し、悪意あるネット情報とはどのような

ものかを知ることによって、情報モラル教育の必要性を理解していただく。また、情報モラル教育のうち

家庭でできることを説明し、保護者の役割を理解してもらうことを目標とする。 

本校で起きた事例を紹介し、掲示板への誹謗中傷書き込みや自殺予告など、匿名の情報発信の社

会的影響がいかに大きいかを理解していただく。特に、誹謗中傷の書き込みや、個人情報のネット上へ

の違法な発信など、携帯電話によって安易に引き起こされる事件は、いったん起きると情報の削除がで

きない場合が多いので、情報モラルの教育が重要であることを理解していただく。 

 

４．３ 本時の展開 

（１）生徒および保護者の状況（アンケートの結果から） 

生徒の携帯電話の所持率はほぼ１００パーセントである。また家庭でのインターネットの利用率も５０

パーセントを超えている。知識があまりない生徒は面倒なパソコンを敬遠し、多機能化がすすむ携帯電

話の使用に流れている。最近特に利用が多いのは、メール、掲示板、インターネットゲームである。また

ネットオークションを利用している生徒もいる。 

一方、生徒の保護者の年齢は４０～５０歳代で、携帯電話の所持率は１００パーセントに近いものと思

われるが、メール、パソコン及びインターネットの利用率は低い。パソコンもインターネットも利用可能で

ある家庭が多いがほとんど使っていない状況にある。 

 

（２）本時のねらい 

保護者が有害情報の具体的危険性や事例に触れることで、子供のインターネット使用に関心を持っ

ていただくことを目標とする。保護者への授業は本時の１時間しかないこと、パソコンの使用経験がまっ

たくない保護者（母親６人中４人）がほとんどであることを鑑み、情報モラル教育ソフト「ジャストシステム

つたわるねっと Teen’s@フレンド R.2」を使用した有害情報の疑似体験を中心に据え、分かり易くかつ

効果的な内容にする。 

 
（３）展開 

・保護者がインターネットを体験することで、子供がどの様な情報に接しているか理解を深める。 

・インターネットのしくみを理解し、それによって社会がどのように変わっていくか理解する。 



 7 

・携帯電話やインターネットの特性から生じる問題点を理解する。 

・具体例として掲示板の誹謗中傷書込み、詐欺サイト、ワンクリック詐欺、個人情報の違法取得サイトな

どを取り上げ、教育ソフトを使って疑似体験する。 

・携帯電話という、きわめてプライベートなものを学校に持ち込むことは、街中を学校に持ち込むことに

他ならない。その結果生じる生徒指導上の問題について、学校ができることには限界があり、発信者は

徹底して自己責任を厳しく追及される場合があることを保護者に理解していただく。 

・匿名性が高いインターネットの世界では、違法な情報発信を防止する決め手がないため、情報モラル

教育を行い、IT 社会に対する無知によって起きる問題を予防しなければならないことを理解していただ

く。 

 
保護者ネット詐欺体験講座 

（４）評価 

パソコンに触れることがはじめての保護者が６名（全員母親）中４名であったため操作から指導した。

教育ソフトは使いやすく出来ているが、パソコン初心者にはマンツーマンの援助が必要であった。 

母親はパソコン教室の雰囲気に慣れるための十分な時間がないまま体験授業が終わってしまった。

参加者からはいい経験になったという感想が多かった。パソコンをまったく使わない生活を送っている保

護者が大半であると思われるので、ノウハウを多く持つ学校が家庭の情報モラル教育をリードし、家庭

がそれをアシストする形をとらざるを得ないのではないかと思われる。保護者の役割は、子供のパソコ

ンの使い方の管理よりもむしろ子供のモラルの育成や躾に重きを置くべきだと感じた。 

 

５．実践例 

授業番号５ 

５．１ 授業の位置づけ 

授業名 「情報発信の自由と責任」 ･･･ 自殺予告の手紙と掲示板書込みの社会的影響 
匿名情報が社会に与える影響がいかに大きいかを認識する。 

 

５．２ 学習のねらい 

匿名の発信が社会に与える影響の大きさを知り、通信の秘密と人命尊重の考え方の両方がどのよう

に配慮されているか理解する。インターネットの特徴は高い匿名性であることを理解し、匿名性が今日
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の多くの社会問題の原因になっていることに気づき、インターネット社会に正しく接する態度を養う。 

 

５．３ 本時の展開 

（１）生徒の状況 

２年生は１年次より、リーフレットや実践授業により情報モラルに関する基礎知識を持っている。情報

発信と権利の侵害に関して、プロバイダ法による削除依頼の方法等も学習済みである。 

 

（２）本時のねらい 

匿名情報に対する社会の対応の仕方やインターネット社会の特性を考え、情報発信に対する責任の

取り方や、匿名情報に対する社会の対応の仕方の可否について話し合うことにより、インターネット社会

に対する自分の意見を持つ。 

① インターネット社会の特徴は高い匿名性であることを理解する。 
② 信憑性のない情報に対し、社会はどのように対応しているか、また対応の根拠を知る。 

    ・自殺予告事案への対応            ・プロバイダ法 
    ・爆破予告、殺人予告に対する警察の対応 ・文部科学大臣宛自殺予告の手紙への対応 

③ 匿名の情報発信がいかに社会の負荷になるか理解する。 
④ 無責任な情報発信が無知により起こっていることを知る。 
 

（３）展開 
生徒の活動 教師の指導 

 

・ネット情報はなぜいい加減になるのか、また自

由に発信可能だと、なぜいい加減になるのかワ

ークシートに書く。 

＜ネット情報の信頼性＞ 

・信頼性がない最大の原因は、誰もが自由に発信で

きることにあると気づかせる。 

 

・自殺予告の書込みを読み、発信者を探すこと

についてどう思うかワークシートに意見を書く。 

 

 

 

 

 

・文部科学大臣宛自殺予告の本物の写し（公開

済）を読み、本物を見た後でそれまでの考えが

変わったらワークシートに書く。 

・「ネットの自殺予告事案」「文科省の対応」「発

＜情報発信の方法＞ 

・賛成と反対の理由を発表させ、討議させる。 

・自殺予告の信頼性をどう考えるか発表させる。 

・「自殺予告事案への対応の流れ」を説明し、人命最

優先に配慮されていることを説明する。 

・個人情報開示と人命保護の緊急性とを比較し、法

益を基準に判断されていることを説明する。 

＜実物から伝わること＞ 

・現実の世界のアナログ情報の特質を説明し、本物

を見る前と後とでアンケート結果に違いが出た場合、

なぜ結果が変わったか討議させる。 

・人命優先、個人情報保護、通信の秘密、表現の自
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信者情報開示制度」を考察し、匿名情報に対す

る態度について各自の意見をまとめる。 

 

・判断材料が多いメディアほど、情報の信憑性

を確かめやすいことを理解する。 

 

・本年（平成１９年）１月の池田小学校殺傷予告

の書込みは、うそに決まっているから放置して

いいか考える。 

 

 

 

由がいかに尊重されているか説明する。 

 

＜メディアの信頼性＞ 

・ネットの世界にうそが多い理由は匿名性にあること

を説明する。 

＜書込は社会に大きな負荷＞ 

・最近の匿名発信による事件を説明し、万一に備え

て対応しなければならないことを理解させる。 

＜誹謗中傷＞ 

・プロバイダ法や発信者の逮捕を伝え、匿名でできる

という考えは誤解であることを知らせる。 

 

・インターネットの世界は匿名の世界ではないこ

とを理解する。 

 

 

 

 

 

 

・匿名の情報発信は社会的影響が大きいことを

理解する。 

＜現実の世界＞ 

・顕名した世界、責任をとる覚悟がある個人の世界

であり、意見や決まりごとが守られているか確認し易

いので、構成員同士が質の高いメディアとして働く。 

＜インターネットの世界＞ 

・匿名の世界、顔が見えない世界であり、最大の特

徴は匿名性にあるので、決まり事を皆が守るか確認

できない。信頼が生まれにくく、秩序が作られにくい。 

＜匿名情報による社会混乱＞ 

・社会的負荷が大きいので責任ある情報発信を行う

こと。 

（４）評価 

電子アンケートは賛否の割合や他の生徒の意見がすぐに分かり、グループ単位の話し合いとは異な

り、より多くの他人の意見を参考にすることができる。誰の発言であるかは、自分の意見を決めるときに

大変重要な要素であるが、全体の意見がすぐに分かることも客観的な判断には大切なことである。 

生徒がソフトの使い方に慣れておらず、パソコン操作に気をとられて問題を思考する時間や、自分の

意見を紙にまとめる時間が十分に取れなかったことが反省点である。 

 

６．まとめと今後の課題 

コンピュータと無縁の生活を送っている者から、非常に詳しい者まで生徒のばらつきが大変大きい。携

帯電話の多機能化に伴い携帯電話のパソコン化が進んでいる上に、パソコンの知識がない者ほど携帯電

話の使用に流れているという実態があり、知らなかったでは済まされない事例が数多く起きている。 

本実践はリーフレットやテキストがいったんでき上がると、あとは配るだけで済むという利点があるが、

一方で読むか読まないかは生徒にゆだねられているので、確実さに欠けるという欠点がある。昨年度実

践後のアンケートによると、３割弱の生徒はリーフレットを読んでいない（読み捨てと言ったはずだが・・・）。
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生徒の興味がどこにあるか的確に把握して、リーフレットを作成することが重要である。 

本校の取り組みを他校で実施する場合、生徒の実態に応じてリーフレットを選択して配れば、本校と同

様な学習が出来ると思われる。また、授業用リーフレットテキスト１冊で、高校の情報モラル教育に必要な

事項をほぼ網羅しているので、教職員の初期学習にも役に立つと思う。 

効果的な方法としては、聞いて得した気になる情報をリーフレットにし、それに関連させてモラル教育を

行う方法である。被害にあわないですむ情報や生活上得をする情報技術の使い方を教えることが考えら

れる。 

保護者の教育は今後必ず必要であるが、家庭のインターネットに対する知識を鑑みると、学校が主導

的役割を担わざるを得ないと思われる。生徒のリーフレットを保護者が読んでいる例もあったが、家庭向

けのリーフレットを作ることも考えられる。生徒も保護者も教師も、情報モラルの学習に十分な時間をさけ

ないという事情を前提にして、ベストではなくベターな方法を模索することが大切である。 


