
人と関わりつながる喜びを通して，相手を思いやる心と伝え合う言葉を大切にする子を目指して 

～「であう、つながる、伝え合う匿名電子掲示板の使い方」を通して～ 

京都市立白川小学校 山口昌則 
 
１，子ども達に付けたい力 

  情報モラル教育を進めていく上で，基本的に押さえ

ておきたい共通点は，「相手を思いやる心」ではない

だろうか。ネットワークそのものが，他者とつながる

ための道具であり手段である。人間が社会的な動物と

して人との関わりの中で，生き，生活を営むことを大

前提としている以上，ネットワーク社会や日常の実社

会といった架空と現実の如何に関わらず，相手の立場

に立って物事を考え，少しでも自分のできることや役

に立つことを探し，お互いが気持ちよく活動できるよ

うに配慮することは人として目指すべきあるべき姿

からも言うまでもないことである。 

常にこの大前提に立ち返ることを心がければ，日々

の学習活動の中で行なわれている情報を収集し，それ

を整理して分析や考察を進めて発表するという調べ学

習や取材活動の中にも，たくさんの「相手を思いやる

心」が必要とされる場面に気付くはずである。このこ

とを常に意識して活動し，経験を重ねていくことによ

って他者を思いやる心が育ち、少しずつ相手意識・受

け手意識が養われていくのではないだろうか。 

とりわけ，情報モラルの学習によってさらに他者と

のつながりを心情面から受け止めることにより意志や

願いといった道徳的な実践力として意識化されるので

はないだろうか。 

コンピュータの向こう側には，常に人がいること，そ

の接点として文字や言語を主体とするコミュニケーショ

ンが柱となっていることを認識しなければならない。他

者を思い浮かべことばを吟味し選択する活動の積み重ね

によって，適切な言葉の使い方が身についていくもので

ある。この学習は，他者とよりよい関係を築きたいとい

う願いや「だれもが幸せに生きられる，よりよい社会を

築いていきたい」という思いなど豊かな人権感覚を共有

できる集団があってはじめて成立するものである。  

したがって，互いの絆を深めていける学習集団作りを

進めながら，同時にこの学習を深めていかなければネッ

ト社会で信頼関係のあるつながりを作ることは難

しいかもしれない。 

以上のことを踏まえ，日々の実践と意識化を進め

ていくことが，相手意識を育て，自分自身がネット

ワーク社会における被害者にも加害者にもならな

い自立した人間として安心・安全に歩んでいける力

を身につける営みとなるにちがいない。 

  さて，コンピュータは，あくまでも道具である。

自分の意思によっていかようにも使うことができ

る。しかし，何をしてもかまわない道具というわけ

でもない。あくまでも機械である。技術的に「でき

る」ことでも「やってはいけない」ことはたくさん

ある。もちろん将来的には，「してはならないこと



はさせない仕組み」として技術的に解決される部分もあるだろう。 

しかし、最後はやはり情報モラルの分野で大切にしたい「できること」と「やっていいこと」の違

いを自ら認識し，どこまでもその意味を深く理解し，実行できるかにかかっている。 

  情報モラルは，「モラル」という言葉を使っている以上「相手に期待する」ものではないことは，

自明である。しかも，モラルというものは，状況や立場，あるいは環境や時代などによって，変化し

ていくものである。それを固定的に捉えて，「かくあるべし」と人に押し付けるのは，情報モラルの

考え方を理解していないと言わざるを得ない。情報モラルの教育は，あくまで「自分で考えて正しく

判断し行動する」ための教育であり，「自立を促す」教育である。 

  本来人間は，集団の中で人とのかかわりを通して成長していくものだ。社会そのものが，人とのか

かわりなしには成立しない。ネット社会も同様である。互いに信頼関係を結び，頼り頼られる関係の

中で自分の存在を認識し，自己理解を深め，自己有能観や自己効力観を養いながら社会の一員として

成長していくものである。 

  今回の授業では，ネットワーク社会のコミュニケーションツールである匿名電子掲示板を活用する。

そして，上記の「相手を思いやる心」を柱に学習を展開しながら，人との絆を大切にする心情とより

よく匿名電子掲示板活用し「であい・つながり・伝え合う楽しさや喜び」を大切にすると共に悪意の

ある情報に惑わされることなく活用できる態度と力を育てて行きたいと考えた。 

２．授業を通して 

匿名電子掲示板とは，本名や素性を明かすことな

く参加できるネットワーク上の電子掲示板である。

このツールは、今やある種の犯罪の温床になってい

たり，「荒らし行為」と呼ばれる猥雑で反社会的な不

正書き込みであふれたりしている。 

注意深くリスクを避けながら，そこで繰り広げら

れている匿名コミュニケーションを生産的な目的の

ために利用していくための支援こそが匿名電子掲示

板リテラシーの教育のゴールである。 

とりわけ，身近に起こり得る状況として誹謗・中

傷のし合い（フレーミング）が考えられる。掲示板

はハンドルネームによって本名も素性も隠せるため，

言いたい放題になる危険性がある。（もちろん校内 LAN での活用の場合は、はっきりと名前を名乗っ

て自分の意見に責任をもって臨むべきであることも押さえておく必要はある。） 

いずれにせよ，送信の際に誤解されそうなあいまいな文章になっていないかチェックすることや受

信のときには，相手の気持ちを汲み取ってあげるようにすることなど言語によるコミュニケーション

の特性も理解できるように配慮する必要がある。 

しかし，それでも誤解されたらなるべく早いうちに説明しなおして誤解を解く必要があることやけ

んかになりそうになったらいったん時間をおくな

どして，気持ちを落ち着かせるようにするなど，小

さなトラブルが大きな事件にならないようなソー

シャルスキルについても指導する必要がある。 

書き言葉だけの情報で判断が委ねられる匿名電

子掲示板の特徴を理解し，普段、何気なく向き合う

ことで顔の表情や口調などからも相手の考えてい

ることを判断できていることができないことに気

付かせ，顔が見えない分，誤解を与えないような文

章を書くことや相手の気持ちを理解しようとする

暖かい気持ちがより重要であることなどについて

も気付き考えられるように工夫していきたい。 

 

 

 

 

 

 



情報モラル学習指導案 
 

指導者 京都市立白川小学校 山口昌則 

 

日時        平成 18 年 2 月 1日（水）5時間目 午後 2時～午後 2時 45 分 

 

学年・場所     第 5 学年 1組（男子 17 名，女子 15 名） 

 

場所        コンピュータ室（北校舎 3階） 

 

単元名       「電子掲示板で，つながる楽しさ・伝わる喜び」 

 

教材を通して    ＜機  能＞ 

IT の発達により，自分の思いや考えを表現する手段の一つとして「匿名電子掲

示板（BBS…Bulletin Board System 参加者すべてが読み書きできる電子的な掲

示板サービスのことを指し、インターネット上に Web サイトの形態で提供されて

いる。）がある。 

日常使用している掲示板と大きく違う点は，インタラクティブ（「相互方向的」

「対話的」）な活用ができるため，双方向の情報伝達ができることやグローバル

ワイドな公開性を持っており，より広い範囲に発信されるというメリットがある。 

反面その機能が，悪用されて誹謗・中傷の道具となったり，不用意な書き込み

による意図しない反響や社会的な事件に発展したりするといった可能性も秘め

ている。  

          ＜学習内容＞ 

           そこで，よりよい道具もそれを使いこなす人間の考え方次第で生活を豊かにし

てくれる道具にもなれば，暮らしを脅かす道具にもなってしまいかねない。 

よりよいネットワーク社会を築き，だれもが幸せに暮らせる社会を作り上げて

いくためには，「相手を思いやる心」をもって多くの人と「であい・つながり・

伝え合う」ことが大切であることに気付かせ考えさせたい。 

その上で，人とつながり合う「よりよい人間関係」を築いていく営み自体が，

楽しさであり，喜びとなることやその結果として健全なネットワーク社会が形成

されるという道筋について考え実践できる態度を育てていきたい。 

同時に，BBS の特性から気をつけさせたい BBS の安全な活用方法に関わる情報

リテラシーも身に付けさせていきたい。 

 

本時の目標      文字コミュニケーションのよさと危うさ（BBS の特性理解）について気付き，

相手を思いやる心をもって情報の送受信ができる態度を育てる。 

 

本時の展開 

学習活動 主な発問（○）と指導・支援（◆） 留意点 

評価の視点 

前時の活動を想起す

る。 

電子掲示板のよさを振

り返る。 

 

電子掲示板の特性を確

認する。 

 

 

 

掲示物・書き込みの種

類について 

Ｔ：実際使って見て，どうでしたか。 

Ｃ：楽しかった。もう一度やってみたい。 

Ｔ：どんなところが楽しかったのですか。 

Ｃ：いろいろ話とかしているみたいで楽しい。 

  いっしょに遊んでいるみたいな感じがする。 

Ｔ：電子掲示板をつかってどんなことができましたか。 

Ｃ：お知らせをしたり，メッセージ交換することができた。 

  返事を書いたり、もらったりすることもできた。 

  多くの人に自分の思っていることを伝えることができ

た。 

Ｔ：掲示物・書き込みにはどんな種類のものが考えられるで

しょう。 

 

 

 

 

 

ハンドルネー

ム（匿名性） 

校内掲示板 

実名の記入 

（責任ある書

き込み） 

正確な情報 



 

 

 

 

 

 

事例１をもとに書き込

みをした人（A 児）の

思いについて考える。 

 

 

 

書き込みをした人に返

事を書く。 

 

 

 

みんなの書いた返事を

一緒に見合って交流し

ましょう。（発表） 

返事をもらった人（A

児）の気持ちを考える。 

 

 

 

 

 

 

善意のない書き込みに

ついて考える。 

 

 

事例２を見て匿名性の

危険について考える。 

学習を振り返りまとめ

る。 

学習したことや感想を

交流し合う。 

Ｃ：お知らせ（案内・呼びかけ・啓発など） 

  募集（勧誘・依頼など） 

  教えて（アンケート・調査・支援など） 

  メッセージ（意見・悩み・表現活動など） 

◆事例を用意し、提示しながら発言を促すようにする。 

 

◆資料１を提示する。プロジェクタなどで掲示板の書き込み

を閲覧できるようにする。 

○この人はどんな思いで，書き込みをしたでしょう。 

Ｃ：どうしたらいいか困っている。 

  自信がなくて不安に思っている。 

  みんなに迷惑をかけられない。 

◆隣の友達と相談しながら，多様に考えを深められるように

する。 

○書き込みをした人の思いを受け止めて，相手の立場に立っ

て返事を書きましょう。 

Ｃ：隣同士で相談しながら，返事を書き込んでいく。 

○どんなことを考えて，返事を書いたのか。理由を添えて発

表しましょう。 

Ｃ：～なので，～と思って返事を書きました。 

Ｔ：返事をもらった人（A児）は、どんな気持ちになったで

しょう。 

Ｃ：がんばろうと思った。 （励まし） 

  自分だけじゃない。  （共感） 

勇気がわいてきた。  （勇気） 

  少し自信がわいてきた。（自信） 

 

 

Ｔ：（事例を提示し）このような書き込みがありました。 

  返事を受け取って，感じたことを交流しましょう。 

Ｃ：ひどいことをいている。 

  困っている人の気持ちがわかっていない。 

  自分のことしか考えていない。 

 

感想を書く。 

 

学習して気付いたことや思ったことを発表する。 

 

 

質問や主張 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報 

込み入った話 

お礼 

[評価の視点] 

相手の立場に

立って考え，思

いやりの心で

書き込みをす

ることができ

る。（学習記録）

【思考・判断】

 

 

 

 

 

悪ふざけ 

調子のり 

不快 

人を傷つける

内容（誹謗・中

傷） 

掲示板荒らし 

迷惑行為 

 

 

評価について 

（１） 評価の視点 

「思いやる心」で相手の気持ちを受け止め，適切に対応し，よりよく掲示板を活用する方法を

理解することができたか。 

（２） 評価の実際 

  発言や学習記録による評価 

○ 「概ね満足できる」状況 

相手の立場に立って情報を受け止め，共感的に対応するとともに，匿名性の落とし穴や広汎

に公開される特性にも注意して書き込みができる。 

○ 「努力を要する」状況の手だて 

     悪ふざけや調子に乗った不快な書き込みをしたり，迷惑な書き込みをしている場合には，書

き込みを受け取った相手の思いについて考えさせ誤解を招かない適切な言葉で書き込みがで

きるよう支援する。 

 

資料１；書き込み① 

「相手を思いやる心」でつながる，伝え合う



 

件名：大文字駅伝大会不安です。 

 

内容：もうすぐ大文字駅伝大会です。 

   その日に向けて，5年生のときからずっと練習をしてきました。 

   クラスのみんなといっしょに励ましあってがんばってきました。 

   でも，なかなか記録も伸びないし，みんなに迷惑をかけないか心配です。 

   大会には，きっと速い人がたくさん出てくると思います。 

そんな人についていけるか，どんどん離れてしまわないか。 

いろいろなことを考えてしまいます。 

そのことを考えると，不安で，不安でどきどきします。 

   もう，どうしていいかわかりません。 

   この気持ちを誰かに聞いてほしくて，書き込みをしました。 

   だれかに助けてほしい気持ちでいっぱいです。 

 

 

資料；意図的な悪意のある書き込み② 

 

＞そんなこと言ってるヒマがあれば，もっと練習しろ 

 

＞意味不明，どうせがんばっても無理無理！ 

 

＞遅いならやめてしまえばいいのに，やるだけ無駄 

 

     

資料；悪意のある書き込み③ 

 

件名：ゲームあげます。無料 

 

内容：こんにちは 

   ゲームいりませんか。もう使わなくなったのでほしい人にゲームをあげます。 

   ゲーム機本体とソフト 3本です。（ピクミンとダークルギア DX とドンキーコンガです） 

   けっこうきれいです。だいじに使ってくれる人にゆずります。 

   ほしい人は，送り先を教えてください。 

   住所・名前・電話・学年・小学校を書いて返事下さい。 

   早い人順です。早く返事をくれた人から選びます。 

   急いでください。できたら今日中でお願いします。 

 

板書計画 

 

学習記録シート 



 
 
情報モラル学習：「電子掲示板で，つながる楽しさ伝わる喜び」 

 

名前              

今日の学習をふりかえって，「思いやりの心」を使って 

思ったことやこれから気をつけて行きたいことを書きましょう。 

 
３．日常の取組を通して 
 本年度は，文部科学省人権教育研究指定を受け 2 年次を迎えました。日常的に豊かな人権感覚の育成

を目指した体験活動や人権集会「こころのねっこ」や「こころのかけはし」などの取組を進めてきまし

た。研究目標においても，「共に高まり合う仲間づくりを通して・・・」とあるように学び合う学習集

団としての人間関係調整力やコミュニケーション力などスキル面からの取組などよりよい人間関係の

向上を目指してきました。 
 今回学習主題に取上げた「大文字駅伝大会に向けて」は，現在の 6 年生が，5 年生当時から毎日練習

を続け，その姿をいつも見ていたこと，また今 5 年生になって来年に向けて練習を本格的に始めようと

している状況，さらには，あと数週間で本当にその大会がはじまるという中での実践です。 
 そうした状況を踏まえて，資料として取上げた A 児の思いには共感し，切実感をもって掲示板の内容

を読み，返事を書くことができたと考えられます。 
 日常的な人間関係においても，男女仲良く単級のクラスとして人間関係は固定化してはいるもののど

の子も思いやりの心を持って接することができる温かい雰囲気に包まれている。 
 相手の立場に立って一緒によろこんだり，悲しんだりすることができる関係をさらに伸ばしていきた

いところである。 
 情報モラルでは，とりわけネットワーク社会のツールとしてよく使われる，メール・電子掲示板・チ

ャットを取上げて学習を進めました。 
 文字情報を通して，遠くの人と瞬時に関わり情報交換したり，話ができたりする楽しさについて体験

学習を重ねました。その中で，便利さや人とつながる楽しさを実感すると同時に，簡単に情報を公開し

たり，送りつけたりすることができてします怖さについても経験をすることができました。 
 そうした経験を踏まえて，この便利な道具を「人とつながる便利な道具として活用するのか。」人と

の絆を壊してしまう道具として使うのかについて考えてきました。 
 言葉による意思疎通については日常場面においても，何気ない一言で友だちを傷つけてしまう場合も

あるし，友だちを勇気付け励ます場合もある。それだけに言葉は大事に使わなければならないというこ

とについてよく話し合いをする機会があったように思います。 
 しかし，ネットワークで交流するときに使う言葉は，たいていの場合短文で簡潔に伝達する場合が多

いということも学びました。そのため，相手に誤解を招かないような表現や適切な言葉の選択など今後

情報教育としても大切に取上げたいテーマとしての課題も見られました。 
 学級の三分の一の児童が，何らかの形でネットワークを使って，友達とコミュニケーションをとって

おり，もはや先の問題ではなく目下のテーマであることについても気付かされることがたくさんありま

した。日常生活の場面での人間関係調整力やコミュニケーション力の育成をさらに伸ばして今後さらに

豊かな人権感覚を基盤とした，情報モラルの育成を進めていかなければならないところです。 
 
 



４，実践を終えて 
 掲示板は，一対多の情報伝達である。自分自身の投げかけによってたくさん返事が返ってくる場合が

ある。しかし，その内容は全て善意に満ちたものばかりではない。時には，悪意に満ちた内容が含まれ

ている場合がある。しかし，電子掲示板を使うことによって，悩みをかかえている人を元気にしてあげ

られる，応援してあげられるかもしれないという思いを実際に，体験する中で送信されてきた内容を読

みあうことで，「人と人の心をつなぐ道具」として使うことができることやそうした用途で使っていき

たいという思いを共有することができたことは大きな成果であった。その上で，悪意のあるメールに出

会った児童は，憤りを持ってその書き込みを読み，そうした活用の仕方に対する拒絶反応をあからさま

に見せ付けてくれた。こうした疑似体験を当して実感した児童は，もし今後このようなメールに出会っ

てもきっと，前者のように「人とつながる道具」として活用してくれるのではないかと感じさせてくれ

る感想もたくさん見られた。 
 課題としては，電子掲示板を使っているときの状況がいかなる場合であっても冷静に対処できるよう

にさらに日常での人権感覚を磨くことや巧みな内容に騙されて被害をこうむることのないように多様

な事例の紹介をしたり，経験する機会を設けていく必要があると思われる。 
 
次項より，学習の様子についての資料を掲示します。 
資料１の書き込みに対して「励ましたい，応援したい」という思いで返信の書き込みをした内容 

 

がんばって 

・わたしたちも同じ気持ちがあります。時々あるんで安心してください 

・そう僕もある 

・本気でやったならいい 

心配せずに 

・心配したらタイムがでないから心配せずにはしったらいい。 

失敗してもいい 

・失敗してもいいと思う失敗せんようにがんばったならいいと思う 

・失敗しても大丈夫！！ 

・とても不安だと思います。だけど今まで一生けん命がんばってきたのなら 

がんばってください。 

・そんなこと心配せんでいい 不安な気持ちを捨てて走ればいいよ不安やプレッシャーが

あると思うけど、５年生の時からがんばっている自分に 

・自信を持って堂々と全力で走ったらみんな、喜ぶと思うよ！！ 

・Aさん不安でも自分のベストを、つくせばみんながんばったっていってくれる。 

・だいじょうぶ だいじょうぶ 

・私もベストをつくしてだれも責めないと思うよ！！ 

・ぼくもきん張するけどちょう戦したらいいと思う 

・ボクもちょっとそんな気持ちになった事があってよーくわかります。大文字駅伝でがん

ばればそれでいいと思う。是非悔いの残らないように頑張って走ってください。応援して

います。ファイト！ 

・そうそうファイトでがんばれおうえんしてるよ（＾－＾） 

・一生けん命走れば負けないと、おもうよ！！ 

・不安だと思うけど、大丈夫だからがんばってください!(^‐^)５年のときから頑張ってい

たなら、そのちからだしきればいいよ！！！不安なことを考えずに、まえむきにがんばっ

て！ 

大丈夫！ 

・それを気にするからそう思ってしまうんだ yo～だから何も考えたらだめだよ！ちゃんと

自分に自信もってがんばれよ！！ 

・私も、似たような思いをしたことがあるので、その気持ちわかります。 



でも、自信を持って走ったらぬかせるかもしれないので、ほんばんがんばってください。 

・心配しないでも大丈夫です。                            

・６年は１位になれます。僕らも来年頑張ります。＼（・ω・）がんばれ～～～くじけな

いで！！ 

駅伝大会しんどいしわたしも不安になることがあるけど、一生けん命やればきっと大丈夫

だからがんばってほしいです。それに、迷惑をかけないように とか、あんまり考えない

で走ったほうがきっと楽だとおもいます。できるだけ速く走ってほしいけど、ゆっくりで

もいいから力いっぱいはしればいいよ！ 

 



 


