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情報モラルの指導に関する研究

－朝の会等を活用した情報モラルの育成－

情報教育部

Ⅰ 研究の意図

情報通信ネットワークの整備が進むととも

に、コンピュータ等の情報通信機器が高性能

化した。また、通信料金も引き下げられたこ

とから、インターネットの利用が急速に広

まっている。さらに、携帯電話等の情報端末

が普及したことから、「いつでも、どこでも、

何でも、だれでも」インターネットに接続し、

様々なサービスを利用できる「ユビキタス

ネットワーク社会」が実現されつつある。こ

のようなインターネットの利用の広がりにつ

れて、双方向性を生かした新たなサービスが

次々に生み出され、新しい形のコミュニケー

ションが活発になり、生活の利便性が向上し

てきた。

一方、情報化の進展に伴い、情報化の「影」

の部分が顕在化している。インターネット上

には偽りの情報や間違った情報とともに、児

童生徒にとって有害な情報が数多くある。ま

た、情報機器による間接体験・疑似体験が増

加することにより、実体験との混同を招くこ

とや、長時間にわたって情報機器に向かうこ

とにより、人間関係の希薄化、生活体験や自然

体験の不足、心身の健康に対しての悪影響が

懸念されている。加えて、電子掲示板やチャッ

トでのトラブル、出会い系サイトでの被害、

著作権やプライバシーの侵害、個人情報の漏

えい等、インターネットが関係した問題も後

を絶たない。このような現状を踏まえると、

早い時期から児童生徒に情報モラルの指導を

行うことが必要不可欠である。

小・中学校における情報モラルの指導につ

いては、それぞれ「コンピュータなどの情報

手段の活用に当たっては、プライバシーの保

護や著作権の問題、児童の心身の健康への影

響などに十分配慮する必要がある」（小学校

学習指導要領解説総則編）、「情報手段の特

性を生かした適切なコンピュータの利用を通

して、コンピュータ活用の基礎的な知識と技

術を身に付けさせ、情報と生活とのかかわり

や情報モラルについて理解させるとともに、

情報手段を主体的に活用する能力と態度を育

成することをねらいとしている」（中学校学習指

導要領解説技術・家庭編）と述べられ、その

必要性に触れられている。しかし、具体的な

指導内容までは明確に盛り込まれていないた

め、各学校では十分に時間を掛けて指導され

ることは少ない。また、指導されることがあっ

ても、断片的になりがちであり、継続的に指

導されていない場合が多い。

そこで、朝の会等を活用し、短時間で継続

的に情報モラルを育成する方法を提案したい

と考えた。そのために情報モラルの指導内容

を整理・検討するとともに、各内容について

の指導用コンテンツを開発することとした。

なお、図１は情報化の進展に対する本研究

の位置付けを示したものである。

図１ 本研究の位置付け
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Ⅱ 研究の概要

本研究は、研究期間を平成18・19年度の２

年間とし、調査研究協力員（小学校教諭４人、

中学校教諭２人）とともに、情報モラルを育

成する方法について研究を進めることとし

た。

本年度は、まず、指導すべき内容を明らか

にするために、現在、児童生徒に身に付けさ

せたい情報モラルに関する知識や態度にはど

のようなものがあるか整理・検討し、指導項

目及び取り扱う内容としてまとめた。

次に、調査研究協力員とともにそれぞれの

指導項目及び取り扱う内容について、コンテ

ンツの開発を行った。各協力員は、所属校の

学級の実態に合わせ、作成したコンテンツの

実践・評価・改善を行うとともに、所員が作

成したコンテンツについても実践・評価を

行った。

Ⅲ 研究の実際

１ 指導内容の整理・検討

文部科学省のＷｅｂページを始めとする情

報モラルの指導に関する資料を調査し、児童

生徒に身に付けさせたい情報モラルの内容を

抽出した。

次に、抽出した内容を「Ｗｅｂ全般」、「携

帯電話」、「電子メール」、「電子掲示板」、「そ

の他」の５つの大項目に分類した。そして、

各大項目ごとに内容を検討し、小項目及びそ

の中で取り扱う内容に整理した（表１）。

表１ 情報モラルの指導項目及び取り扱う内容

Ｗ ｅ ｂ 全 般 電 子 掲 示 板

小項目 取り扱う内容 小項目 取り扱う内容

Ｗｅｂページ
Ｗｅｂページ作成時の個人情報の

個人情報
ブログへの書込み、個人情報の漏

発信
保護、Ｗｅｂページ作成時の著作 えい

権の保護 交流サイト 偽りの情報、オフラインでの被害

健康問題
長時間のコンピュータ操作、生活 不適切な ひぼう・中傷の書込み、営業妨害

リズムの乱れ 書込み の書込み、なりすまし

Ｗｅｂページ 有害サイト、偽りの情報 コミュニ ネット上での言争い、不用意な書

閲覧 ケーション 込み

インター 計画的な利用、ネットオークショ そ の 他

ネット ン詐欺 小項目 取り扱う内容

ショッピング
個人情報

懸賞応募や会員登録による漏え

携 帯 電 話 い、不審電話

小項目 取り扱う内容
著作権

著作権全般について、盗撮、著作

個人情報 携帯電話の盗難・紛失 権の侵害

マナー マナー全般、電子万引き 肖像権 カメラによる撮影

Ｗｅｂページ 計画的な利用、不正請求
不正アクセス

なりすまし、ＩＤ・パスワードの

閲覧 管理、ファイル共有ソフトウェア

電 子 メ ー ル コンピュータ ウィルス感染への対策

小項目 取り扱う内容 ウィルス

出会い系 オフラインでの被害、知らない人 コミュニ チャット

メール からのメール ケーション

迷惑メール
スパムメール、チェーンメール、

テレビや広告
偽りの情報、誇大広告、テレビ

不正請求メール ショッピング
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２ コンテンツの開発

コンテンツの開発に当たっては、その汎用

性を高めるために、マネジメントサイクルの

考え方を取り入れた（図２）。

図２ コンテンツ開発の流れ

まず、コンテンツを作成した調査研究協力

員の所属校で、各コンテンツの１回目の実践

・評価・改善を行い、次に、別の調査研究協

力員の所属校で同じコンテンツについて２回目

の実践・評価を行った。その後、両者で協議の

上、改善し、完成とした。

なお、各コンテンツは、次の３点に留意し

て作成した。

ア 短時間で指導できる内容

朝の会等を活用するため、１回の指導に要

する時間を２～５分と設定し、できるだけ１

つの内容についての指導は１回で完了するよ

うにした。

また、普通教室ですぐに利用できるように、

紙芝居方式やプリント方式、４コマ漫画方式、

カルタ方式、あるいはそれらを組み合わせる

等の工夫をすることにした（図３）。その結

果、特にコンピュータ等の情報機器を準備し

なくても済み、コンピュータが苦手な教員に

も抵抗なく利用してもらえるのではないかと

考えている。

さらに、短時間で指導可能なコンテンツに

図３ カルタ方式の例

したことで、朝の会だけでなく、必要に応じ

て、授業の中でも教材として取り扱うことが

できる。また、学級や学年での生徒指導の場

面でも利用が可能である。

イ 発達段階に応じた内容

本研究では、児童生徒の発達段階を小学校

低学年（１～３年）、小学校高学年（４～６

年）、中学校の３つのステージに分け、それ

ぞれのステージに応じた内容のコンテンツを

作成した。

なお、このステージは一応の目安であり、

実際の指導においては、各学校の児童生徒の

実態に応じて、他のステージのコンテンツも

活用することが可能である。

ウ だれもが指導できる工夫

すべての教員が情報モラルの指導を行う必

要があるが、だれもが情報モラルの内容を熟

知している訳ではない。そこで、情報モラル

に関する専門的な知識がなくても、すぐに指

導できるように、「大項目」、「小項目(取り

扱う内容)」、「タイトル」、「主な対象」、「ね

らい」、「作成の意図」、「指導内容」、「展開」

で構成するコンテンツの使用説明書を作成し

た。特に、「作成の意図」については、教員

の啓発用資料として位置付け、その指導内容

について関連情報とともに解説を加え、指導

の必要性を伝える内容とした。

以下、作成したコンテンツの例とその実践

について紹介する。
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３ 開発コンテンツ

(1) 小学校低学年

ア 「 情報戦隊マモルンジャー『まっかな
じようほうせんたい

うそは、いけんのジャー！』の巻」
まき

山口市立大殿小学校

教諭 古屋 伸浩

図４ コンテンツの画面

(ｱ) 大項目 【Ｗｅｂ全般】

(ｲ) 小項目 Ｗｅｂページ閲覧（偽りの情報）

(ｳ) ねらい

インターネット上の様々な情報の中には、

偽りの情報や間違った情報もあることを知ら

せる。

(ｴ) 作成の意図

インターネット上には、偽りの情報や間

違った情報も存在する。学校では、児童が誤っ

て偽りの情報に遭遇した場合、教員が指導す

ることが可能である。しかし、家庭では、保

護者の目の届かないところで児童がだまさ

れ、被害を受けることも考えられるので、低

学年の段階から、偽りの情報の存在を意識さ

せることが大切である。

そこで、このコンテンツを利用して、イン

ターネット上にある偽りの情報について考え

させたい。

また、教員が本コンテンツを利用しやすい

ように、ビデオ及び紙芝居（音声はＣＤで再生)

の２種類を作成した。冒頭には、１分ほどの

歌を挿入し、一緒に歌うことで教材に親しみ

をもたせるとともに、情報モラルの内容を盛

り込んだ歌詞が記憶に残るように工夫した。

(ｵ) 指導内容

・インターネット上の様々な情報の中には、

偽りの情報や間違った情報もあること。

・おかしいなと思ったときは、必ず保護者に

相談すること。

(ｶ) 展開 【ビデオ又は紙芝居方式】

・タダシ（コンテンツに登場する小学生）が、

ゲームの裏技情報を装った偽りのＷｅｂペー

ジのリンクをクリックしそうになり、正義

の味方マモルンジャーに止められるという

内容のビデオを視聴させる。ビデオ冒頭の

挿入歌は一緒に歌わせる。

・視聴後、「タダシ君はどうすればいいので

しょうか」と発問し、話し合わせる。

・インターネット上の様々な情報の中には、

偽りの情報や間違った情報があることと、

おかしいなと思ったときには、必ず保護者

に相談することを、まとめとして指導する。

(ｷ) 実践と考察

図５ 実践の様子

この実践は、小学校２年生を対象に行った。

児童を対象とした事前調査の結果では約80％

の家庭にコンピュータがあり、約40％の児童

がインターネットを日常的に利用しているこ

とが分かった。ゲームの裏技もインターネッ

トで調べることがあるようで、ビデオ視聴後

には、各自の体験を基にタダシがこの後どの

ようにすればよいのかについて話し合うこと

ができた。ゲームやインターネットの経験の

ない児童からも「大きくなってコンピュータ

を使うときには気を付けます」といった感想

があり、予防的な効果があったと考えられる。

今後も児童にとって身近な内容で、このマ

モルンジャーシリーズを展開していきたい。
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イ 「あやしいでんわにちゅうい」

山口市立大歳小学校

教諭 河野 信一

図６ コンテンツの画面

(ｱ) 大項目 【その他】

(ｲ) 小項目 個人情報（不審電話)

(ｳ) ねらい

名前、住所、電話番号等の個人情報を自分だ

けの判断で、他人に伝えてはいけないことを知

らせる。

(ｴ) 作成の意図

最近、学校の教員やＰＴＡ役員を名乗る等の

不正な手法を用いて、電話番号を聞き出そうと

する不審電話が多い。応対した児童の中には、

普段の学校での指導にもかかわらず、相手から

の巧妙な問いかけに、思わず教えてしまう場合

もある。

そこで、このコンテンツを利用し、住所、

名前、電話番号等の個人情報が漏れてしまうと、

どのようなことになるか児童に知らせたい。ま

た、不審電話の相手は、時には学校の教員を

名乗る場合もあることを知らせ、個人情報を

安易に教えてはいけないことを指導したい。

(ｵ) 指導内容

・住所、名前、電話番号等の個人情報は、安易

に人に教えてはいけないこと。

・不審電話が掛かってきたときには、必ず保

護者に伝えること。

(ｶ) 展開 【紙芝居方式】

・留守番中に掛かってきた知らない人からの電

話に出た場面の絵を見せ、会話を再現する。

・相手が友だちの電話番号を知りたがっている

ことを知らせ、「この人はとっても困ってい

る様子ですが、電話番号を教えてもよいでし

ょうか」と、発問する。

・学校の教員を名乗る人から電話が掛かってき

た場面の絵を見せ、「この先生も困っている

様子ですが、みんなだったらどうしますか」

と、発問する。

・児童の意見を聞いた後、絵を見せ、親切のつ

もりで友だちの個人情報を教えてしまうと、

その情報がいろいろな所に広まり、友だちに

不審電話が頻繁に掛かってくることや、ダイ

レクトメールが大量に送られてくることを説

明する。

・学校の教員やＰＴＡ役員が、このように個人

情報を尋ねることはなく、不審電話には、「分

かりません」と対応し、必ず保護者に伝える

ように指導する。

(ｷ) 実践と考察

図７ 実践の様子

授業では、不審電話に対する日ごろの指導

の成果もあり、知らない人からの電話には全

員が「教えない」と答えた。しかし、学校の

教員を名乗る人からの電話では、「教えてし

まうかもしれない」と答える児童もいた。

そこで、困った人を助けようと考えた児童

の、人のことを思いやる気持ちをまず認めた。

その上で、留守番の時に掛かってきた不審電

話には、「分かりません」という返答をして

切り、保護者に知らせるように指導した。

今後とも、知らない人から電話が掛かって

きて、教員やＰＴＡ役員等を名乗っても、安

易に個人情報を教えないように指導の徹底を図

りたい。
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(2) 小学校高学年

ア 「夜おそくまで」

光市立三輪小学校

教諭 奥屋 隆伸

図８ コンテンツの画面

(ｱ) 大項目 【Ｗｅｂ全般】

(ｲ) 小項目 健康問題（生活リズムの乱れ）

(ｳ) ねらい

自分自身の健康のために、ゲームやイン

ターネットの使用時間を制限した方がよいこ

とに気付かせる。

(ｴ) 作成の意図

ゲームやインターネットに熱中して夜更か

しをしたため、翌朝起きられなかったことや

体調を悪くしたことは、多くの児童が経験し

ていると考えられる。

そこで、ゲームやインターネットの使用時

間について考えさせるとともに、生活リズム

を守ることが自分自身の健康のために大切で

あることに気付かせたい。

本コンテンツは、児童が自分の生活を振り

返る上でのきっかけになると考えている。

(ｵ) 指導内容

・生活リズムを守ることが自分自身の健康の

ために大切であること。

・家族とゲームやインターネットの使用時間

を相談すること。

(ｶ) 展開 【紙芝居方式】

・絵を提示し、ゲームやインターネットがも

つ魅力や、時間を忘れて熱中する状況等に

ついて意見を言わせる。

・夜更かしをすると、朝起きられなくなるこ

とや体調を悪くすること等、学校生活に支

障が出ることについて考えさせる。

・ゲームやインターネットと自分自身の健康

のどちらが大切であるかを児童に問いかけ

ることによって、規則正しい生活を送るこ

との重要性について気付かせる。

・ゲームやインターネットの使用時間につい

ては家族と相談するように指導する。

(ｷ) 実践と考察

図９ 実践の様子

まず、ゲームやインターネットを利用する

状況について問いかけると、多くの児童が同

じように夜更かしをした経験があると答え

た。また、実際に学校で眠くなったことや頭

痛を起こしたことがあると答えた児童もい

た。夜更かしをしたことについては、「家の

人に注意された」という児童がほとんどで

あったが、中には「こっそりとやっている」

という児童もいた。

次に、児童にどうすべきかと問いかけると、

全員が「早く寝るべきである」と答えたが、

「面白かったらやってしまうだろう」という

考えの児童もいた。そこで、ゲームやインター

ネットと自分自身の健康のどちらが大切であ

るかということについて話し合わせ、規則正

しい生活を送ることの重要性について気付か

せるようにした。

本実践は、児童の身近な問題を取り扱った

ため、児童の関心を引き、全体を通して活発

な意見交換ができた。今後とも、実際の生活

場面での定着を図るため、様々な機会をとら

えて、継続的に指導していきたい。
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イ 「科学実験クイズ 水にうくかな？」

宇部市立万倉小学校

教諭 加耒 眞弓

図10 コンテンツの画面

(ｱ) 大項目 【Ｗｅｂ全般】

(ｲ) 小項目 Ｗｅｂページ閲覧（偽りの情報）

(ｳ) ねらい

Ｗｅｂページに掲載された情報は、すべて

正しいとは限らないことに気付かせる。

(ｴ) 作成の意図

インターネット上には、たくさんのＷｅｂ

ページが存在し、その中には、偽りの情報や

間違った情報もある。しかし、インターネッ

トを利用して調べ学習をするとき、児童はそ

れらの情報を疑うことなく、すぐに受け入れ

てしまうことが多い。

そこで、Ｗｅｂページに掲載された内容が

すべて正しいとは限らないことを知り、情報

を見極める力を育てるきっかけにしたい。

(ｵ) 指導内容

・Ｗｅｂページの情報は、すべて正しいとは

限らないこと。

(ｶ) 展開 【紙芝居方式】

・Ｗｅｂページの中に「科学実験クイズ」と

いうものがあったという設定で、児童の興

味を引き付ける。

・「質問のページ」を見せ、100ｇのみかん

と100ｇのじゃがいもは、水に浮くかどう

か考えさせる。

・「答えのページ」を見せ、みかんとじゃが

いもが両方とも浮いている写真とともに、

どちらも水に浮くという答えが表示されて

いることを知らせ、児童の反応を確認する。

・この「答えのページ」には、偽りがあるこ

とを知らせ、それがどこかを考えさせる。

・「本当は‥‥」のページを見せ、実際には

じゃがいもは水に沈むことを明らかにする

とともに、「答えのページ」のじゃがいも

の写真は、食塩水に浮かべたものであった

ことを知らせる。また、みかんの重さは実

際には110ｇで、はかりの目盛りを調整し

たことも明かす。

・このように、Ｗｅｂページには、偽りの情

報もあることを知らせる。

・情報を収集するときは、複数の情報源から

の情報を比較して、信頼性を確認すること

を指導する。

(ｷ) 実践と考察

図11 実践の様子

「科学実験クイズ」という設定であったの

で、児童は興味をもって取り組んだ。はじめ、

「じゃがいもは沈む」と答える児童も多くい

たが、「答えのページ」を見せると、「じゃ

がいもも浮くのか」と信じてしまう児童も出

てきた。

「本当は‥‥」のページで種明かしをする

と、「やっぱりうそだった」という反応があ

り、Ｗｅｂページに掲載された情報は、すべ

て正しいとは限らないことを印象付けること

ができたと思われる。

今後とも、調べ学習等情報収集の機会をと

らえ、情報を見極める力を育てていきたい。
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(3) 中学校

ア 「チェーンメールは無視しよう」

周南市立和田中学校

教諭 高橋 正則

図12 コンテンツの画面

(ｱ) 大項目 【電子メール】

(ｲ) 小項目 迷惑メール(チェーンメール)

(ｳ) ねらい

チェーンメールの仕組みを知らせ、チェー

ンメールは無視しても大丈夫であることを理

解させる。

(ｴ) 作成の意図

チェーンメールのように、強要する内容や

脅す内容が書き込まれたメールを受け取った

ときに、ほとんどの生徒は、恐怖や不安を感

じるようである。

そこで、チェーンメールが爆発的に広がる

仕組みを知らせることにより、次の人に転送

する必要がないことを理解させたい。また、

困ったときには１人で悩まず、保護者や教員

に相談しようとする態度を育てたい。

(ｵ) 指導内容

・チェーンメールの仕組み

・チェーンメールの指示には従う必要がない

こと。

・１人で悩まないこと。

(ｶ) 展開 【紙芝居方式】

・「パソコンでメールをしている絵」と「こ

のメールを７人に回さなければ殺すという

メールが届いた絵」を順に見せる。

・登場人物の気持ちを考えさせる。

・このような内容のメールを送ることが、迷

惑行為になるだけでなく、犯罪になる場合

があることを知らせる。

・「メールを転送している絵」を見せ、チェー

ンメールを別の人に転送しているときの気

持ちを考えさせる。

・「大量のメールに埋もれそうになっている

絵」を見せ、１人が７人ずつにメールを送

る操作を10回繰り返すと何人になるか、生

徒に問いかけ、考えさせる。（10回目には

日本の人口の２倍をはるかに超える人数に

達する。）

・転送が繰り返されるうちに、新たにメール

を受け取ることのできる人がいなくなるこ

とに気付かせる。

・チェーンメールの指示には従う必要がない

ことや、困ったときは、保護者や教員に相

談するよう指導する。

(ｷ) 実践と考察

図13 実践の様子

「このメールを７人に回さなければ殺すと

いうメールが届いた絵」を見せると、生徒か

ら「早く送らなければ殺されてしまう」、「送

るのはいやだけど送るしかない」等、不安や

恐怖を感じた意見が多く出された。しかし、

チェーンメールの仕組みを知らせると、その

矛盾点に気付き、無視しても大丈夫であるこ

とを理解したようであった。

今後は、その他の迷惑メールを受け取った

場合にも適切な対応ができるようにさせるた

めに、様々な事例を交えながら、継続的に指

導していくことが必要であると考える。
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イ 「トウコウヒロバぁ」

周南市立鹿野中学校

教諭 高下 正明

図14 コンテンツの画面

(ｱ) 大項目 【電子掲示板】

(ｲ) 小項目 コミュニケーション（不用意な

書込み）

(ｳ) ねらい

電子掲示板は、不特定多数の人が見ている

ということを意識させ、そこに書いて良いこ

とと悪いことがあることや、相手の顔が見え

ないコミュニケーションでは自分の思いが意

図したとおりに伝わりにくいことを理解させ

る。

(ｴ) 作成の意図

電子掲示板は、不特定多数の人が見ている

ということを意識せずに書き込み、話題の対

象となった人物を傷付けてしまうことがあ

る。また、相手の表情や態度が見えないネッ

トワークを介してのコミュニケーションでは、

誤解が生じやすいため、日常会話との区別な

く、感じたままを書き込むことで、相手を傷

付けてしまうこともある。

そこで、よりよい人間関係を築くために、

架空の掲示板「トウコウヒロバぁ」を用いて、

そこに書いてある内容から、書いて良いこと

や悪いことについて考えさせ、ルールやマ

ナーを守って、言葉を適切に使うことの大切

さについて理解させたい。

(ｵ) 指導内容

・電子掲示板に書き込まれた内容は、多数の

人に見られていること。

・書いて良いことや悪いことについて慎重な

判断が必要であること。

・書き方によっては自分の思いが、意図した

とおりに伝わらないことがあるので注意し

て書き込むこと。

(ｶ) 展開 【プリント方式】

・資料を配布して読ませ、どのような問題点

があるか考えさせる。

・問題点について、生徒同士で話し合わせ、

発表させる。

・書き込むときに気を付けなければならない

ことは何か、生徒に問いかけ、学習プリン

トにまとめさせる。

・書いて良いことと悪いことを慎重に判断す

ることと、書き方によっては自分の思いが

意図したとおりに伝わらないことがあるの

で注意して書き込むことについて説明す

る。

(ｷ) 実践と考察

図15 実践の様子

この実践は、中学校３年生を対象に行った。

生徒は、１か月前にインターネットにかかわ

るトラブルについて基本的な学習をしてお

り、「個人情報が掲載されている」、「人を傷

付けるようなことを掲示板に書いている」等、

すぐに指摘することができた。これは、普段

から個人情報の保護や人権の尊重等について

学習しているためだと考える。

今後は学習プリントの結果を踏まえ、生

徒の実態に即した指導を継続的に行う必要

がある。
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Ⅳ １年次のまとめと今後の研究

本研究では、児童生徒に身に付けさせたい情

報モラルの内容を整理・検討し、指導項目及び

取り扱う内容としてまとめるとともに、実践を

通して指導用コンテンツの開発を進める。

本年度は、約30個のコンテンツを作成し、

17個については、調査研究協力員の所属校で

実践・評価・改善を行った。その結果、これ

らのコンテンツは、児童生徒に短時間で内容

を的確につかませることができ、朝の会等を

活用して情報モラルを指導するために、有効

であることが確認できた。

しかし、情報モラルの指導で知識として学

ばせた内容を、適切な行動や態度にまでつな

げさせるには、様々な機会を利用して、継続

的に指導していく必要がある。今回開発した

コンテンツは、各教科の関連分野での指導、

総合的な学習の時間や道徳での指導、全校集

会や学年集会での指導等においても活用して

いくことが可能であると考える。

また、児童生徒を取り巻く情報化社会の変

化は大変激しく、招待メールがないと入会で

きないＳＮＳ(コミュニティ型のＷｅｂサイ

トのことで、Social Networking Serviceの略）

や携帯電話だけで利用できる無料の掲示板

サービス、プロフ（自分のプロフィールを公

開するＷｅｂサイト）等、インターネットの

新しい利用形態が急速に普及している。

さらに、掲示板やブログには、個人情報や

ひぼう・中傷を書き込む、いわゆる「ネット

いじめ」が広がり、このことが原因で不登校

になったと考えられる事例も報告され始めて

いる。

そこで、２年次はこういった最新の事例も

含めて、本年度作成した情報モラルの指導項

目及び取り扱う内容の整理・検討を継続する

とともに、コンテンツの拡充を図りたい。

なお、これらのコンテンツは、完成後、多

くの小・中学校で活用できるように、使用説

明書とともに教育研修所のＷｅｂページ上で

公開する予定である。
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