
インターネット上に潜む危険から自分で自分の身と心と財産を守れる子どもをめざして 

～授業「とっても便利なインターネットを正しく安全に使おう」を通して～ 

京都市立藤城小学校  教諭  澤 田 啓 貴 
 
１．子どもたちにつけたい力 

 本校では昨年度から，各教室に LAN 接続されたコンピュータが１台ずつ設置されており，授業中に教

師がインターネット上から即座に必要な資料を探し，テレビ画面やプロジェクターを利用してスクリーン

に提示することができる環境が整えられている。その教室のコンピュータも，休み時間には，子どもたち

が自由に利用できるよう開放されている。同じく，LAN 接続されたコンピュータルームの 20 数台のコン

ピュータも子どもたちだけで利用できるよう解放されている。（※コンピュータルームの開放については，

管理上の問題から現在は停止中。）つまり，学校内で，どの子どもたちも，いつでも手軽にインターネット

を利用できる環境が整えられているということである。見方を変えれば，どの子どもたちも，インターネ

ット上の危険に出会う可能性があるということである。 
 子どもたちに尋ねたところ，家庭でパソコンを所有しインターネット接続が可能な子どもが，クラスの

半分以上を占めていた。また，家庭あるいは学校でインターネットを利用したことがあるという子どもは

クラスの９割を越えていた。インターネットを利用するために必要な知識や技術については，多くの子ど

もたちがすでに身に付けているということである。このような，子どもたちの実態があるにもかかわらず，

インターネットを利用するにあたってのルールやマナー，またネット上に存在する危険というものに対す

る知識，それらから自分を守るための方法を十分に身に付けているとは言えない状況である。 
数年前に比べ，例えば「子どもたちが自らの課題に沿って必要な情報を集め，それをわかりやすくまと

めて，発表する」という形式の学習が，各教科において数多く取り入れられてきている。今後もさらに，

この形式のように，学習を進めていく過程で，「子どもたちが自ら必要な情報を収集する」という場面は増

えていくであろう。つまり，子どもたちの情報収集の一手段であるインターネットの利用がさらに進んで

いくと予想されるのである。 
そこで，子どもたちに，正しく利用すればインターネットがとても手軽で便利なものであることを指導

するとともに，使い方を誤ると，悲しい思いをしたり，嫌な思いをしたりする危険性もあることを知らせ

ていく必要があると考える。具体的には，インターネット上の情報は全てが正しいものとは言えないとい

うこと，コンピュータウイルスの危険性，個人情報の漏洩（搾取）などについて知らせ，とても便利なイ

ンターネットを正しく安全に利用できる力を身に付けさせたい。 
 

２．授業を通して 

前述したように，インターネットを有効かつ安全に利用するには，コンピュータの操作等の技術面のス

キルだけでなく，ルールやマナーと言われるもの，また，どのような危険が潜んでいるのかという知識，

それらの危険に対する対処法などをきちんと身に付けておかなければならない。しかし，それら全てを，

一度には指導することができないため，まず，４年生の子どもたちという発達段階を考慮して，ホームペ

ージ上のリンクボタンをむやみやたらとクリックするだけで遭遇する可能性のある危険について指導して

いくことにした。具体的には，ダウンロードによるコンピュータウイルスへの感染，個人情報を入力する

ことによって起こる事が予想される危険についてである。授業では，実在し，子どもたちの多くが目にし

たことのあるホームページを提示することにより，子どもたちが具体的なイメージを持ちながら学習を進

められるようにしていきたい。 



情報モラル学習指導案 
京都市立藤城小学校 
指導者 澤田 啓貴 

 
１．日   時     平成１７年１月１９日（水) 5 校時（１：５０～２：３５） 
 
２．学   級     ４年２組（男子２２名，女子１４名，合計３６名） 
 
３．教 材 名     とっても便利なインターネットを正しく安全に使おう。 
 
４．教材を通して     本校では，校内ＬＡＮが整備され，教室からでもインターネットがいつでも

利用できる環境になっている。また，家庭でもパソコンを所有し，インターネッ

ト接続の可能な児童も増えてきている。情報教育の推進にともない，インターネ

ットを活用した学習場面も今後さらに増えていくと考えられ，子どもたちだけで，

インターネットを利用することもでてくるであろう。インターネットは，手軽に

必要なさまざまな情報を収集できる反面，多くの有害な情報もある。また利用の

仕方によっては，大切な個人情報が第三者に漏洩する危険や，無意識のうちに著

作権を侵害するおそれもある。そこで，子どもたちが安全にインターネットを活

用できるように，正しい利用方法を知らせるとともに，利用するにあたってのル

ールやマナーなどについて考えさせていきたい。 

 
５．本時の目標      インターネットを安全に利用するために，気をつけなければならないことに

ついて考える。 
 
６．本時の展開     １／１時間 

学習活動 主な発問（◆） 児童の反応（○） 支援（☆） 資料（★） 
１．インターネットを使っ

た経験について話し合

う。 

◆インターネットを使ったときのことを

思い出しましょう。 
 ○社会科で琵琶湖疏水のことを調べて，

詳しくわかった。 
 ○お母さんと一緒にインターネットで

服を買った。 
 ○ネット対戦のゲームをしたことがあ

る。 

☆インターネットが手軽で便利

なものであることなど，利点に

ついての意見がたくさん出るよ

うに導く。 

２．リンクやバナー広告に

ついて考える。 
◆Yahoo（一般，キッズ）のトップページ

を見比べて，気がついたことを発表し

ましょう。 
○一般ページには広告のようなものが

ある。 
○一つのページの中にたくさんの情報

が入っている。 
◆このリンクやバナー広告をクリックす

るとどうなるでしょう。 
○全然違うページに行ってしまう。 
○プログラムのダウンロードが始まる

ボタンもある。 

★Yahoo（一般，キッズ）のトッ

プページ 
 
 
 
★検索結果のページ 
 
☆インターネットで探している

情報がなかなか見つからなか

った経験などを想起させる。 
☆コンピュータウイルスの危険

があることも知らせる。 



３．個人情報の保護につい

て考える。 
◆個人情報を入力する画面がでてきまし

たが，どうしますか。 
 ○入力しない。 
 ○家の人に許可をもらってから入力す

る。 
◆個人情報を入力するのになぜ注意が必

要なのでしょう。 
 ○迷惑な電話が掛かってきたり，不要な

メールが届いたりすることがある。 
 ○知らない人が尋ねて来るかも知れな

い。 
 ○お金を払わされることがある。 

★プレゼント応募のページ 
☆氏名，住所，電話番号，メール

アドレスなどは大切な個人情

報であることを知らせる。 
☆画面の向こうに顔の見えない

第三者がおり，その人に個人情

報を知らせているということ

を知らせる。 

４．学習のまとめをする。 ◆今日の学習のまとめをしましょう。 
 
 
◆インターネットを正しく安全に利用す

るために気をつけなければならないこ

とは，どんなことでしょう。 
 ○なるべく家の人と一緒にするか，一人

でするときには家の人の許可をもら

ってする。 
 ○住所や名前，電話番号などを入力する

ときには必ず家の人の許可を得る。 
 ○困ったときや迷ったときには，家の人

や先生に相談する。 

☆クイズ形式でまとめをする。 
★インターネット・クイズ（パワ

ーポイント） 
★「今日の学習で考えたこと，思

ったこと」（プリント） 

 



 
３．学級指導（日常の取組）を通して 

小学生の『情報収集』について 

 前述したように，現在，教室からいつでもインターネットに接続でき，インターネット上の情報を収集

できる環境が整えられている。この環境をうまく利用すれば，様々な教科の学習に大きな力となるが，一

方で，子どもたちにとって，情報収集の最も基本となる形，すなわち，人と直接会って話す，聞くという

ことがおろそかになってしまわないかと心配する面もある。また，校内の図書室や区内の図書館へ足を運

ばせて図書資料から情報を収集する機会も減るのではないかと心配する。 

さらに，インターネット上の情報には次のような心配も存在する。情報の受信者側として，インターネ

ットは，手軽で簡単なスキルさえ身に付ければ誰でも利用することができるように，情報の発信者として

も，比較的簡単なスキルを身に付けるだけで利用することができる。つまり，一冊の本を出版するよりも

はるかに容易に，はるかに安価に，はるかに短時間で，はるかに多くの人々に対して情報を発信すること

ができてしまうのである。インターネット上に，誤った情報，嘘の情報，危険な情報などが存在すると言

われるのはこのためである。このことは，インターネットを利用する上で，ある程度，認識しておかなけ

ればならないことだと考える。 

 情報モラルの基本は，自他の人権を尊重するというところにあると考える。例えば，情報の受信者側と

して，情報を与えていただいた相手に対して敬意を表したり，与えていただいた情報を大切にしたりする

ことがそれにあたるのではないか。また，発信者側としても，発信する情報の内容に責任をもつことや，

それを受け取る相手の気持ちを考えるということが大切になってくる。最初に，情報の伝達という行為は

人と人との関わりの中で行われるものであり，そこには尊重されるべき人権をもった人と人が存在すると

いうことを，直接会って情報を収集する活動（インタビュー等の取材活動，お話を聞く会，など）を通し

てきちんと認識させる必要があると考える。そのことを十分に認識しないまま，インターネットの世界に

入ってしまうと，受信者であれ発信者であれ，画面の向こうにいる相手が見えず，その相手の人権を傷つ

けてしまうことも起こり得るのである。 

 以上のような観点から，情報収集をする際には，直接会ってインタビューをさせていただいたり，お話

を聞かせていただいたりと言う活動を基本とし，情報の発信者と受信者が互いにコミュニケーションを取

りながら必要な情報を伝達していけるよう指導を進めている。小学校の発達段階における，情報収集は，

この点を何よりも大切にしていく必要があると考える。 

また，教科書をはじめとする子ども用の図書資料もインターネット上の情報よりも，子どもたちにとっ

ては利用価値の高いものなので，図書館へ足を運ぶことも強く勧めている。子どもたちは，自分のすぐ近

くにある重要な情報を見逃していることが意外に多いように思う。例えば，校庭で見つけた草花の名前を

インターネットで調べようとして３０分近くかかったが解明できなかった児童がいたのに対し，学級文庫

にある植物図鑑を使って調べた子はわずか３分で解明できた児童がいたということ。 

 そして，上記の２つの方法で，手に入れることのできない情報については，インターネットを使うこと

が有効な場合もある。ただし，情報の取捨選択や内容の正確な読み取りには，高度な知識が必要な場合も

多いと考える。授業の中でも指導したが，大人の支援が必要になってくると思う。 

補足 

授業実践は，『インターネットを使おう』というテーマで実施しておきながら，でも日々の教室の中で

は，インターネットよりももっと身近なところに目を向けてという方向で指導しています。繰り返しにな

りますが，それは，情報収集の観点からだけでなく，やはり人と人とのつながりを大切にしてほしいから

です。 

しかし，書きながらふと思ったことがあります。今の世の中，例えばスーパーで買い物をしている知ら

ない人にアンケートをとったり，インタビューをしたりする方が，十分な知識もなく家の中でインターネ

ットの画面に向かっているよりも，保護者にとっては不安かも知れないなあと考えてしまいました。 

子どもが被害者や加害者になる事件が次から次へと起きて，モラルの指導をしなければならないと焦る

一方で，子どもがどんどん他人と関わる環境が奪われていくと，子どもにモラルとかマナーとかを教える

場さえなくなってしまいそうです。 



４．実践を終えて 

子どもたちの変容・指導者として 

 今回の授業は，「とっても便利なインターネットを正しく安全に使おう」という教材で行った。その中の

『楽しく安全に』という観点を，今回は次の三つの点で捉えてみた。 

    ・コンピューターウイルスの被害に遭わない。 

    ・住所や名前などの個人情報を漏洩させない。 

・悲しい気持ちや嫌な気持ちになるようなページ（いたずらに性や暴力などを扱っているような

ページなど）は見ない（表示させない）。 

 授業を終えて，細かな反省点は多々あるが，大きく反省しなければならないのは，以下の二点であった。 

まず，第一の反省点は，インターネットあまり使ったことがない子どもたちに対して，インターネット

は怖いものであるという先入観を植え付けてしまったおそれがあるということである。特に，ダウンロー

ドについては，学習後の子どもの感想のなかに，「ダウンロードだけは絶対にしないようにしよう。」とい

う内容のものがいくつもあった。実際には，ダウンロードもインターネットの世界ではとっても便利な機

能の一つであるにも関わらず，その便利さを十分に伝えることなく，危険性ばかりを強調しすぎてしまっ

たのではないかと反省する。 

第二の反省は，最初の発問で，インターネットを使った経験について発表し合った点である。クラス内

に５名ほどインターネットを使った経験がない子どもたちがいたが，その子たちにとっては，学習に参加

できず，寂しい時間を過ごさなければならない発問であった。クラス全員が学習に参加できるような発問

で導入を行うべきだったと反省する。 

しかし，この授業を終えて，子どもたちが次回インターネットを利用する際には，今日の学習で学んだ

ことを意識しながらコンピュータの画面に向かってくれるように思う。そして「ダウンロード」と書かれ

たボタンや個人情報を入力する画面に遭遇した場合には，「戻る」や「閉じる」のボタンを押すなどして慎

重に対処したり，大人の人に相談しながら進めたりしてくれるのではないかと期待する。 

今後も，子どもたちが安全に楽しくインターネットを利用していけるように，子どもたちの自主性を尊

重した支援を行っていく必要がある。また，セキュリティ面や著作権についての知識も身に付けさせなけ

ればならないと考える。 

授業を終えての子どもたちの感想 

・私はインターネットをしていて，楽しいこともいっぱいあるけど，ダウンロードや個人情報を勝手に入

力すると，怖いということがわかりました。インターネットは，とても好きだけど，怖いこともあるか

ら，「これからは気をつけよう」と思いました。 

・私は，インターネットは使い方によって，怖いものや良いものになるということがわかりました。今日，

インターネットの勉強をして，ダウンロードや住所と電話番号を入力したりするのは，あまりよくない

ことだと思いました。インターネットで調べ物をしたり，ゲームをしたりするのは楽しいけれど，これ

から安全の確認をするようにしたいです。 

・勝手にダウンロードのボタンを入力したら何が起こるかわからないので，ダウンロードが出たら，戻る

のボタンを押したらいいと思いました。 

・ぼくは，インターネットを使ったことがなかって，これからインターネットを使う時は，気をつけて使

った方がいいと思いました。間違えた使い方をしたら，コンピュータウイルスとかが入り込んでしまう

から気をつけようと思いました。 

・私は，インターネットは，いつも家の人とやるから，リンクやダウンロードなどを押さなかったけれ

ど，もし，一人でやっていたら，絶対クリックしていたと思います。どれだけ便利な物でも使い方を

間違えるととても怖いんだなぁと思いました。でも，インターネットは世界中の人ともふれあえる，

唯一のものだと思います。 



学習のまとめで使ったクイズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネット・クイズ

インターネットを正しく安全に

使うためには，どうすればいいかな？

安全な利用の仕方とは言えません。

名前や住所，電話番号，メールアドレスなど
の個人情報は大切なものです。簡単に人に知ら
せてはいけません。入力する前に，かならず，
おうちの人と相談しましょう。

知らせてしまうとこんなことが起こるかもしれません。
めいわくメールがとどく
いたずら電話がかかってくる
知らない人がたずねてくる
不要なゆう便物がとどく

第１問

インターネットをしているとき，名前や
住所，電話番号を入力するとプレゼントが
もらえるページを見つけました。先着３０
名と書いてあったので，すぐに入力して応
募（おうぼ）ボタンをおしました。

インターネットを正しく安全に使
えているでしょうか？

第２問

インターネットをしているとき，「楽しい
ゲームを無料でゲット」というページを見つ
けました。今週かぎりのサービスだったので，
すぐにダウンロードボタンをクリックしまし
た。

インターネットを正しく安全に使
えているでしょうか？

安全な利用の仕方とは言えません。

ダウンロードとは，コンピュータにプログラム
などを取りこむことです。ダウンロードボタンをク
リックする前に，おうちの人や先生に相談しましょ
う。

クリックしてしまうとこんなことが起こるかもしれません。
コンピュータウイルスが入ってくる
見たくないページを勝手に表示する
コンピュータが勝手に電話をかけてしまう
個人情報を読み取られてしまう

第３問

インターネットをしているとき，「○○は
うそつき」というページを見つけました。読
もうかどうか少しまよったけれど，よく知っ
ている有名人のことだったので，読んでみる
と，本当にそう思った。

インターネットを正しく安全に使
えているでしょうか？

まとめ
１．インターネットをするときには，かならず，
おうちの人や先生の許可（きょか）をもらって
からしましょう。

２．インターネットをするときには，目的をはっ
きりさせてから始めましょう。

３．こまったとき，まよったときには，すぐに，
おうちの人か先生に相談しましょう。

とっても便利なインターネットを
正しく安全に使おう。

正しい利用の仕方とは言えません。

インターネットで手に入れることのできる情報は，すべ
てが正しいとはかぎりません。中には，まちがった情報や
人をだましたり，困らせたりするおそれのある情報もあり
ます。おかしいな，困ったな，どうしようかなと思ったら，
まず「戻る（もどる）」ボタンをクリックし，おうちの人
や先生に相談しましょう。

インターネットには，こんな情報もあります。
まちがった情報，うその情報
人を悲しませるような情報
見たり読んだりした人がいやな気持ちになる情報
法律（ほうりつ）に違反（いはん）している情報
子どもが見てはいけない情報


