
自他の人権を判断基準にして，情報の取捨選択ができる子どもをめざして
～資料「どうすればいいのかな」を通して～

第三錦林小学校 教諭 西田 晋

１ 子ども達につけたい力

今回，学習をすすめた５年２組は，一人一人が互いのよいところを認め合いながら生き生きと活動で

きるクラスである。学習においては，自分の出来ることを最後まで精一杯チャレンジしようという雰囲

気にあふれ，それぞれが出した結果に対して心からの拍手を送り，学び会う姿勢が培われている。休み

時間にはクラス遊びをはじめ，互いに誘い合いながら楽しく過ごすことができる。

平成１４年度より校内無線ＬＡＮモデル事業指定をいただき，各教室にコンピュータを２台ずつ配置

していただいた。本学級の児童は３年生の時より 「教室にコンピュータがある」状態を経験している。，

身近にコンピュータがあることや，コンピュータ室の再整備により，コンピュータにふれる回数が多く

なり，同時に操作に関わる技能が飛躍的に向上したといえる。また，ＬＡＮにより設置された校内電子

掲示板には，ほとんどの児童が自分の思いを書き込む経験をしており，自然な形で「コンピュータの向

こうには人がいる」ということを意識した交流活動を進めることができている。

ただ，インターネットを使って自由に情報を収集する手段を得ているが 「自分で情報を取捨選択」す，

る場合については，課題があると考える。たとえば，休み時間の活用で，アニメ情報や占いコーナーに

固執したインターネットの使用をしている例が一部にある。また，社会科の調べ学習で「検索」をして

いて，本来の目的ではないページに興味本位に入って閲覧を繰り返す例も一部にある。このような使用

により，今後有害サイトへのアクセスや不必要なダウンロードを行うといった結果にもつながりかねな

いと考える。

情報の取捨選択は最終的には「個人」の判断によるところとなるので 「どんな情報か，見させてから，

（体験させてから）判断すればよい」という考え方があるかもしれない。しかし，実際に見た（体験し

た）ことで，取り返しのつかない精神的な悪影響をもたらしたり，ネットワークに障害が生じたりする

かもしれない。このことから考えると 「入って」から考えるのではなく 「入り口」の部分で立ち止ま， ，

って判断できる力を養う必要があると考える。これは日常生活で考えると「危険！入るな」と表示され

た看板のあるところには，危険箇所に立ち入る前に判断することが求められることと同義であろう。

， ， 。ただし どのような危険性があるのかについては 使用者にとって未知の部分が多いのも事実である

そこで，技術の進展にともない，どんな危険が予想されるのかという点については，児童の実態に合わ

せながら「どんな危険性があるのかを具体的に伝える」ことによって，今後，同じような場面に遭遇し

た際に，自分で判断できる力を育んでほしいと考える。

以下，指導に際して留意したい点を３点まとめる。

・日常生活での様々な場面を想定しながら，具体的に問題を提示して，こういうことをすればどうな

るかということを児童に考えさせながら指導をすすめたい。

・ 考え方」と「態度」を養う観点から 「～してはいけない」といった対処的な知識の伝達にとどま「 ，

ることなく，自分の問題としての話し合いを通して多様な価値の存在に気づかせたい。

・情報の価値判断にあたっては，自他の人権（生き方・命・心）を大切にすることができるのかを価

値の判断基準として持つことができるようにしたい。

２ 授業を通して

インターネット上には多くの情報が存在する。その多様な情報の中には，子ども達の心がいたずらに

（ ， ） 。傷つけられたり不愉快な気持ちになったりするような情報 性的 暴力的なページ等 もたくさんある

最近では気づかぬうちに別の有料電話サービスや国際電話につながり，莫大な電話料金が請求されると

いうような被害が出ている。これらの被害は知識を得ることによって縮小することができると考える。

フィルタリングの技術の向上も言われているが，目の前の情報が自分にとって必要であるかを判断し，

「見てはいけない 「見る必要がない」といった意識を育成する事が大切である。」

インターネットを利用する際，目の前の情報が自分にとって必要であるかを判断し選択するそこで，

ことが大切であることを知り，安易な気持ちで有害情報に接したりすることのないように，どうすれば

いいのかを考え，より有意義なコンピュータの活用をすすめることのできる態度を養いたいと考え，授

業実践を行った。次項に学習指導案を示すこととする。



「情報モラル」学習指導案
指導者 西田 晋

１．日 時 平成１６年９月 ３日（金）６校時（２時３０分～３時１５分）
２．学 級 ５年２組（２９名）
３．主 題 名 よく考えてクリックしよう （規律ある行動）

どうすればいいのかな？４．資 料 名
インターネット上には多くの情報が存在する。その多様な情報の中には，子ども達の心がいた５．資料を通して
ずらに傷つけられたり不愉快な気持ちになったりするような情報（性的，暴力的なページ等）も
たくさんある。最近ではフリーのソフトをダウンロードした結果，気づかぬうちに別の有料電話サ
ービスや国際電話につながり，莫大な電話料金が請求されるというような被害が出ている。これ
らの被害は知識を得ることによって縮小することができると考える。フィルタリングの技術の向
上も言われているが，目の前の情報が自分にとって必要であるかを判断し，見てはいけないと

また，有害サイトなど迷い込んでしまったときに，自分いう意識を育成する事が大切である。
で必要な情報か判断して行動することの大切さについて考えていきたい。
インターネットを利用する際，目の前の情報が自分にとって必要であるかを判断し選択するこ６．本時の目標
とが大切であることを知り，安易な気持ちで有害情報に接したりすることのないように，どうすれ
ばいいのかを考え，より有意義なコンピュータの活用ができる態度を養う。

７．本時の展開 １／１時間
焦点化児童に対する指学 習 活 動 主な発問（○）と指導・支援（◇）
導・支援

・情報モラルについて考えていきましょう。
１．学習課題を知る。

意欲 コンピュータを使うとき，どんなことを大切にすれば
いいのだろう。

２．掲示板の活用につい ◇掲示板に書き込んだ○いつも使っている校内の電子掲示板に書き込むと
て話し合う。 時のことを思い出すこきには，どんなことを大切にしていますか。

◇情報の受け取る人の気持ちを考えさせることによ とにより，自分が大切
り，情報の発信者としてのマナーを考えられるよう にしていることを発表意欲
にする。 できるようにする。

・「さるおくん」の気持ちを考えながらコンテンツをみま３．学習コンテンツをみて
しょう。話し合う

○「18歳よりしたの人は入っちゃいけません」というペ
方法 ージをみたら，みなさんはどうしますか。理由も教え

て下さい。
◇四択形式にしてコンピュータ上でアンケートを行うこ ◇出された意見は液晶出会い

とにより，個々の意見が反映できるようにする。 プロジェクタに投影す
ることにより，友達の
意見に集中することが四択１ まよわず見た
できるようにする。２ ちょっとまよったけれど見た

３ ちょっとまよったけれど見なかった
４ まよわず見なかった

○なぜ「さるおくん」は，そのような行動をするとおもい
ますか。

○コンピュータを使うとき，どんなことを大切にすれば 関心・意欲・態度４．学習のまとめをする。
出会い いいのか，考えたことを掲示板に書き込みましょう。 事例をみながら，画面

の向こう側にいる人の
○発表して自分の考えをさらに交流していきましょう。 気持ちについて考えた５．これから大切にしてい

り，インターネットを使うきたいと思ったことを
時に大切にしたいことを発表する。

波及 考えたりすることができ
る。
（発言・書き込み）

８．板書計画

コンピュータを使うとき，どんなことを大切にすればいいのだろう。

発信 受信
「掲示板」 「１８歳より下の人は入ってはいけません」

見る人の気持ち



３ 学級指導（日常の取組）を通して

本校では，校内ＬＡＮを使ってすべての教室がつなぐことができる。インターネットがどの教室から

もつながることやデータを共有したりすることができることは，学習のスタイルそのものを大きく変え

るきっかけになる。しかし，ただ単に「つながっている 「データが共有できる」ということだけではな」

く，人の心と心がつながるような取組ができないものかと考え，互いの意見や考えが交換できる共通の

電子掲示板を，すべてのコンピュータからアクセスできる環境をつくり，取組をすすめてきた 「電子掲。

示板」は，毎日，子どもたちや教職員が思ったことを自由に交流できるように設けた掲示板である。三

錦メディアボードの最初の画面にでてくるようになっているので，コンピュータを立ち上げた後，アイ

コンをダブルクリックするだけで表示される。書き込み方は，発信者（自分のクラスと名前）と記事を

書く２カ所の欄に文字を入力し，送信ボタンを押すだけである （発信者を明記することで，自然に情報。

を発信するときの責任感が培われていると考える ）これだけの動作で，全コンピュータから見ることが。

できる。表示は書き込んだ時間順に表示されるため，最新の記事ほど上に表示される。内容は，行事の

感想や，遊びの相談，読書の感想など多岐にわたっており，休み時間に自由に書き込んだり，日直が一

日の様子をまとめたりしているクラスもある。この電子掲示板の運用をはじめてから，毎朝，校長先生

自ら毎日メッセージを書き込んでいただいている。うれしかった話，ちょっとした親切で心が温かくな

った話，天気のこと，遊びのこと，読書のこと，子どもたちとふれあうなかで発見したことなどがメッ

セージとして毎日教室に届き，朝の会で紹介されている。

当初は，どんな書き込みが出てくるのだろうか，毎日書き込みがあるだろうか，と心配することのほ

うが多かった。しかし 「良くない書き込みがあったときこそ，情報モラルについて考える絶好のチャン，

スである 」という考え方もあり，子どもたちを信じて今日まで電子掲示板を運営してきた。大きなトラ。

ブルや，心配していたようないたずらもなく，毎日電子掲示板をみるのが楽しくなってきている子ども

もいる。社会なかでは，すでにＷｅｂページによる情報の発信や，電子掲示板による意見交流，電子メ

ールの活用が生活の一部になってきている。そのほとんどは生活に役に立つ 「正しい使い方」をされて，

いるが，残念なことに一部の人間による誹謗中傷を主な内容とする電子掲示板への書き込みや，人の迷

惑を顧みない不愉快な発言・発信が存在することも事実である。自校の子どもたちの電子掲示板への書

き込みには，言葉一つ一つにこめられた純真さやひたむきさ，温かさが感じられるようになってきた。

ネットワークに参加する者として，私たち大人が見習わなければならないことがたくさんあるように感

じている。

また，本校では一人一人の人権を大切にするという学級経営を大切にしている 「相手の生き方・命・。

心を大切にして行動をする 「友達の人権と自分の人権を大切にする 」という考え方は日常のモラルだ。」 。

けでなく，情報モラルに通ずる部分が多分にある。平素，学校全体で取り組んでいる人権教育が，情報

モラル育成に大きな役割を果たしているといえる。

校内ＬＡＮによる
電子掲示板



４ 実践を終えて

授業を終えて，指導者として授業内容についての反省点は以下の３点である。

・提示教材が，児童の発達段階や興味関心に即していたか。

・発問は，子どもたちの思考を揺さぶるものになっていたか。

・ＬＡＮを使ったアンケートは即時性があったが子どもの意見を十分に反映す

るものになっていたか。

以後の指導の中で反省点を生かした授業の構築を心がけたい。

子どもたちの様子から考えると 「危険なサイトに入ると大変なことになる可能性がある」ということ，

を初めて具体的な例を通して知った子どもがいた。そういう意味では 「情報の取捨選択」に関して，少，

し先のことを考えながらインターネットを使うということを意識する力を育むことができたのではない

かと考える。また，授業の最後には，１０分間で電子掲示板に自分の意見を書き込む場面を設定した。

平素から使い慣れていることもあって全員が自分の思いを書き込むことができ，当日だけでなく後日ゆ

っくりと全員の文を読みあうことによって交流を図ることができた。

（児童の書きまとめについては， ）資料１参照

今後，情報モラルの育成に関しては，児童の実態にそった教材の開発が必要であると考える。同時に

小学校卒業段階でどのような力を育成すべきなのかを考えながら，各学年の系統性を検討する必要があ

ろう。そして何よりも情報モラルに関する指導を行うにあたって必要な条件として，日常生活における

モラルやエチケット・マナーを正しく身につける必要があると感じた。

， 。本授業を構築するにあたり 各方面から多くのご助言・ご支援をいただきましたことに感謝して報告を終わる

資料１

９月３日 「情報モラル」学習 公開授業

全児童の書きまとめ

児童名はイニシャルで表記

誤字・脱字については適宜訂正

情報を発信するときや情報を受信するときに，これから

どんなことを大切にしていきたいですか？

Ａ）わたしは，さるおくんの失敗をみて，もし，あのときに，ウソをついていなければ，何もなかった

と思います。それは 「ばれないんだから，いいや 」とさるおくんが心で決めてしまって，やって， 。

しまったから変な画像がでてきたのだと思うからです。だから，わたしはさるおくんみたいなこと

はしないようにしようと思います。あと，発信については，人がきずついたり，字のまちがいがな

いようにしたり，わたしもきをつけたいとおもいます。

Ｂ）私が発信するときに気をつけていることは，読んだ人が，いやな気持ちにならないようにかくこと

です。受信するときは，よくわからないようなページには，はいらないようにしてたらいいと思い

ます。

Ｃ）わたしはけいじばんをうつときひとがきずつかないようにしていきたいとおもいました。それとじ

ぶんのいいたいことが，あいてにつたわるようにうっていきたいとおもいました。

Ｄ）ぼくは，さるおくんの事件で，おもったことがあります。１８才未満はみないでください。とかい

。 ， ， ，てあったらみないとおもいます みなさんも 変なサイトみないようにしましょう そのりゆうは

みたらこわれたりするそうなので，だからぜったいにみないようしましょう。受信するときは，お

やのひとに，きょかしてからじゅしんしましょう

Ｅ）わたしは，発信するときに気をつけていることは，読んだ人が おもしろい へ～！こんなことが

あったんだ！と思ってもらえるようなメッセージをうちこんでいます。



もうひとつ，さるおくんのことは，１８才以下の人が入ってはいけないところに入ってしまったと

いうことだけどうそをつかなったらよかったとおもいます。

Ｆ）わたしは，はっしんするときに，よむひとがいやな気持ちにならないように，きをつけています。

受信するときは，分からないことがあったら，先生やおうちのひとに，言えばいいと思います。

Ｇ）ぼくは，きょうのべんきょうで，はっしんするときやじゅしんするときは，よくかんがえます。き

をつけてきょうのべんきょうを，おもいだしてきをつけてする。

Ｈ）発信する時にきをつけること。人が読みやすいように，字がまちがってないか，言葉づかいはまち

がってないか，人をいやな気持ちにするような言葉はないか，などをきをつける。受信する時にき

をつける事。年令制限など注意が書いてあったらちゃんと読む事にきをつける

Ｉ）発信するとき，僕は，言葉遣いに気をつけて打ちたいです。インターネットでなにかさがしている

ときは注意して探したいです。僕は，前ゲームを探しているときに面白いゲームだと思ってクリッ

， 。クしたら意味の分からないものがでたきたので あのときけしておけばよかったなとおもいました

Ｊ）わたしは，発信するときによむひとがいやなおもいにならないようにしたいです。受信するときに

は，サルオくんのようにならないようにへんなペ―ジには，入らないようにしたり，変なページに

はいってしまったらすぐにおとうさんお母さんにいうようにしたいです。変なページを，つくるの

は，やめてほしいです。

Ｋ）僕は，さるおくんのしたことをしたらこわれることがわかりました。

Ｌ）発信する人の気持ちは，受信する人の気持ちも考えて打ったり，ページを開くのに年を打つとき，

うそを書かないことに気を付ければいいと思います。あと，ダウンロードや，何かにかかわってい

るページはみないほうがいいとおもいます。

Ｍ）わたしは発信するときに，読む人がいやな思いにならないように，したいです。受信するときは，

ぺージを見るときに，おかしかったらひらかないようにしたいです。どうしてもみないといけなか

ったら，親にいいかどうかききたいです。

Ｎ）僕は，発信する時に言葉づかいにきをつけて，そしてわかりやすいようにコンピューターをうちた

いです。僕も読んだ人にいやな気持ちにならないようにうっていきたいです。僕が読んだ人にきも

ちになってみるとさきのことがわかる文はすごいと思いました。そういうぶんもかきたいです。な

ぜかというと，気持ちがたのしくなるからです。そしてすごいなぁ。とおもってもらえるようにし

ていきたいです。じゅしんするときは，さるおくんのきもちになってみると僕だったらみないとお

もいました。なぜかというと，僕は，そういうのにはきょうみがないからです。これからもこのコ

ンピュータのがくしゅうをいかしていきたいです。

Ｏ）ぼくは，発信する時に気をつけるとことは，意味が分からない文を書かない事です。

Ｐ）発信するとき。人のきもちを考えてうつ。人のわるぐちや，人がいやがることは，かかない。それ

， 。 。 。と字をまちがわないように ゆっくりうつ 受信をするとき １８さい以下の人は見てわいけない

とか，かいてあるときは，何かわるいこととかがおきるかもしれないから，あまりそういうのは，

みないほうがいい。

Ｑ）僕は，さるおくんはパソコンのきまっていることをまもっていればこんな事件にはなっていないと

思います。なぜならきまりが書いてあるからやったらだめだということだからです。ぼくはさるお

くんがいろんなぺージをだしたからなったとおもいました。僕は書いてあることにしたがっていく

パソコンのつかいかたをしたいです。もう１つはへんなページを出さないことをしたいです。もし



かってにでてきたらすぐに右上の×印をおしてけしたいです。かってなこともしないようにしたい

です。

Ｒ）ぼくは，さるおくんに起こった事件は，こう思いました。１８才以上とか，年令が定められている

サイトとかは，絶対にみないということです。変なサイトとか開かないということです。絶対に，

やめてほしいことは，いいものとかウソをいってウイルスをダウンロードすることです。ウソのこ

とをいうのは，やめてほしいです。受信する人の立場になってほしいとぼくは思います。

Ｓ）私は，さるおくんは，多分コンピュータが，好きだったので，なんでもかんでも，クリックしてし

まったんだとおもいます。確かにコンピュータだと，だれにもばれないから，いいけど，何が，起

こるか，分からないので，私は，クリックしない方が，いいと思います。私も同じで，さるおくん

みたいに 「面白いページないかなあ 」と探していて，さるおくんみたいな体験が，あるけれど，， 。

あまりクリックしないように，きをつけています。

Ｔ）わたしは，きょうの学習で，パソコンをつかうときは，その情報が正しいかどうかを自分で考えて

つかわないといけないと思いました。自分が発信するときも正しいじょうほうをはっしんしようと

おもいました。

Ｕ）わたしは，発信するときは，読む人の気持ちを考えて書いたらいいと思います。それ以外にも相手

につたわるように，わかりやすく，逆にあいてをいやな気持ちにならないように書くように心がけ

て書いています。受信する場合もこの学習をして，していいものか，わるいものかよく考えて受信

するようにしたいです。これからもっとよくコンピューターの使い方を考えたいです。

Ｖ）僕は，発信するときに，きをつけたらいいと，思います。たとえば，いらん所を，さわったり，い

じったりするのがだめだと思いました。だからこれから，きをつけたいです。みんなも，がんばり

ましょう。

Ｗ）私は，さるお君の体験みたいな，＜何才以下の人は，見てはいけない＞というページを，開いてし

まったら，自分が入れないものは，絶対に入ってはいらないようにしたいです。

Ｘ）発信について僕は，いつも，三きんメディアボードに書きこむときに，読む人が，できるだけわか

りやすく読めるように考えて書いています。また，意味の分からない情報や，人がいやがる情報な

どは，書かないようにしています。受信については，ぼくは，情報を受信するときに，必ず，年令

制限などは，守るようにしています。その理由は，もしそれをみてしまったら，自分のためにもよ

くないし，もしかしたら，コンピューターウイルス（ハッカー）などが，そこに入っているかもし

れないと言うことも考えないといけないからです。それから，自分でこわいとか，いやだと思った

ことは，しないようにもしています。それは，コンピューターがこわれたり，自分が傷ついたりし

ては，その情報は，自分でみたり，したものだから，自分の責任だからです。だから，あまりへん

なものは，見ないようにしたいです。

Ｙ）ぼくは，文字を書いた後，発信するときにまちがってないかときどき見直しをしています。あと，

よんだひとがいやなきもちやおこりたくならないようにかいたりなるべくまちがわないようにはっ

しんしています。

掲示板に自分の意見を書き込む 書き込んだことを発表する


