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子どもたちのためのインターネット「活用指針」 

 

Ⅰ はじめに 

 

１ 情報化をめぐる状況 

去る６月の長崎での痛ましい事件を契機として，子どもたちと，インターネットのホー

ムページや掲示板等との関わりが大きくクローズアップされています。 

まさに爆発的といえる，パソコン，携帯電話の急速な普及に伴う情報ネットワーク社

会の進展，「いつでも，どこでも，だれでも」インターネットと接続できる「ユビキタス」

社会の到来のなかで，子どもたちは否応なく生活し，対応していかなくてはならない現

状があります。 

もちろん，情報化の進展は我々の生活，社会に大きな恩恵をもたらし，教育にとって

も大きな武器となるものではありますが，一方で，その危険性を認識し，どう克服して

いくかが大きな課題となっています。 

 

２ 保護者，大人，学校としての関わり 

  子どもたちに，インターネット等を適切に，効果的に活用する力を育てることは緊急

の課題であり，保護者として，大人として，どう関わっていくかが問われています。 

  特に，京都市では，今年度から５ヵ年計画で，全ての市立学校の全ての教室にパソコ

ンを設置し，インターネットの利用を可能とする「校内ＬＡＮ整備」事業に着手したと

ころであり，学校にとっても極めて重要な課題となっています。 

  既に本市では，学校管理職を対象にした研修会の実施や，学校現場での取組，人づく

り２１世紀委員会や京都市ＰＴＡ連絡協議会での取組などが行われているところです。 

  しかしながら，一方，家庭の実態は，関心はあるがどうすればいいのか分からない，

あるいはそもそもそうした問題に無関心，など様々であり，また学校においても校内Ｌ

ＡＮ整備に伴う系統的な新たな指導計画の策定が急がれています。 

 

３ 本プロジェクトの目的 

  本プロジェクトは，このような状況を受け，今，学校で，家庭で，子どもたちに何を

しなければいけないのか，どう関わるべきなのかということを，社会的，心理的背景の

分析に立脚した，具体的な「活用指針」の策定を目的としたものです。 
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Ⅱ 総論 

 

１ インターネット利用の現状と課題 

（１）９割の家庭がインターネットを利用 

わが国のインターネット利用人口は爆発的に増加し，平成１５年末には７，７３０

万人となり，総人口の６割を超えています。また，家庭へのインターネットの普及率

は８８．１％に達しており，９割近くの世帯が利用していることになります（総務省

「平成１６年版 情報通信白書」より。＜別表１＞参照）。 

＜別表１＞　インターネット利用人口及び人口普及率の推移
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また，子どもたちのインターネット利用について調べた「日本ＰＴＡ全国協議会ア      

ンケート」（平成１５年１１月～１２月実施）では，小学５年生の６８．５％，中学２

年生の８０．４％が利用経験があると答えています。しかしながら，自宅のパソコン

を使ったインターネットの利用では，利用する時に，「保護者がそばに一緒にいる」が

小学５年生で２３．５％，中学２年生でわずか６．９％となっており，逆に「自由に

使わせてくれる」が，小学５年生で５１．０％，中学２年生で８０．３％となってお

り，圧倒的に保護者の目の行き届かないところでの利用が多いことが分かります。 

（＜別表２＞参照）。 
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＜別表２＞　子どもたちのインターネット利用状況
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今後，情報化社会の進展に伴って，社会・家庭でのインターネットの利用がより広

がり，子どもたちが接する機会はますます増えるものと予想されます。 

 

（２）インターネット利用の有効性と危険性 

子どもたちは，インターネットを利用することによって，教育的価値の高い豊富な

情報や資料を，容易にしかも世界中から集めることができるため，子どもたちの学び

への興味・関心も高まります。また，自ら情報を発信することにより，文章能力をは

じめその他様々な表現の能力を養うことができるとともに，情報の受発信を通じてコ

ミュニケーション能力も高められます。また，問題解決に向けた能力の習得という点

でも，大きな力を発揮します。 

しかし，インターネットは，こうした有効性の一方で，子どもたちにとっての危険

性も併せ持っています。残念ながらインターネットを利用する際に子どもたちを待ち

受ける危険性は決して少なくありません。 

こうした面について，従前から，情報化の「光と影」という表現が用いられますが，

いまや「影」というあいまいな表現ではなく，その危険性を明確にし必要な手立てを

講じることは，喫緊の課題となっています。 

インターネット上には有害な情報が常に無差別に流れており，例えば，ポルノ，出

会い系，暴力，犯罪，自殺，薬物，偏見差別などの様々な有害情報に子どもたちが容

易にアクセスできるという危険性があります。 

インターネット上での書き込みによるプライバシーの侵害・誹謗・中傷などによっ

て子どもたちが被害者や加害者となってしまう危険性もあり，現実に数多くのトラブ

ルの事例が報告されています。 

また，サイバー犯罪と呼ばれる，出会い系サイトを介した犯罪，インターネット使

用での違法（架空）請求，ネットオークションやネットショッピングでの詐欺行為，

不正アクセス，著作権の侵害などに関わってしまう危険性もあります。こうした犯罪
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は毎年増加傾向を示し，平成１５年の検挙件数は１，８４９件となり，右肩上がりの

状況を示しています（警察庁広報資料より。＜別表３参照＞）。 

 

＜別表３＞　サイバー犯罪の検挙件数
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さらに，インターネットを長時間利用することによって起こる“インターネット中

毒”と呼ばれる症状が，心身に大きな影響を及ぼすことも考えられます。現実と仮想

現実（バーチャルリアリティ）との混同や混乱も見過ごすことのできない問題です。 

 

（３）子どもたちにインターネットの危険性についての正しい理解と回避できる姿勢を！ 

こうした現状の中でわれわれ大人はどのように関わっていけば良いのでしょうか。 

今後，情報化社会の進展に伴って，社会や家庭で子どもたちがインターネットに接

する機会もますます増えることになります。それに伴い，インターネット活用に不可

欠な情報リテラシーが今後の情報化社会の中では必要とされてきます。 

こうした危険があるということは，インターネットそのものが「いつでも・どこで

も・だれでも」情報を受発信できるように，つまり大人から子どもまですべての個人

の自由な利用を最大限認めることを基盤にしてつくられているからです。そして，す

べての自由がそうであるように，この場合にも，その結果には「自己責任」が伴いま

す。 

そして子どもたちは，トラブルに対して自分がその責任を引き受けなければならな

いことになりますが，インターネットに伴う様々な危険性の増大に対して，子どもた

ちがこれを活用する際のモラルやマナーについての教育は必ずしも十分とは言えませ

ん。 

子どもたちを心豊かに育てる責任のある保護者として，大人として大切なことは，

インターネットがもつこうした危険性についての正しい理解とそれを回避する姿勢を，

子どもたちにしっかりと培うことです。保護者として，必ずしなければならないこと

を確実に実行していかなければなりません。 

 

（４）学校・家庭・社会が協力した取組を 

子どもたちのインターネットの活用に際しては，危険を常に意識しながら自ら判断
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していく必要がありますが，学校での教育においてその判断の基礎を培うことがきま

す。子どもたちの発達段階に応じた系統的な活用能力の習得とともに，情報に対して

真偽を見抜き善悪を判断する力を養い，インターネットの危険性から身を守るための

正しい知識を培うことが大切です。そして決して子どもたち自身がインターネットの

被害者にも加害者にもならないようにしなければなりません。 

そして何よりも大切なことは，単にインターネットを活用できるという技能を身に

つけるだけでなく，その活用の基盤となる子どもたちの心を豊かにすること，やさし

さや思いやりといった人権感覚や人権意識を育てること，つまり豊かな人間性を育む

ということです。 

こうした課題に向けての取組は，もとより学校だけでできるものではなく，各家庭

で，子どもたちのインターネットの利用に対して，保護者の目が届くようにする，子

どもと利用の約束を取り決める，フィルタリング・ソフトを活用するなど，情報モラ

ル教育や有害情報対策が必要です。インターネット社会を，子どもたちにとって安心・

安全な社会，自己の可能性を拡げ，実現することのできる夢に満ちたものにするため

に，学校・家庭・さらには，社会全体が協力して進む必要があります。 

 

２ 今日の子どもたちの状況 

（１）子どもたちを取り巻く環境 

子どもたちは，学校のコンピュータだけでなく，各家庭のコンピュータや携帯電話

を使って容易にインターネットに接続することができ，その利用に関して学校や保護

者で物理的に制御しきれない環境の中で生活しています。 

   インターネットの活用に際しては，膨大な量の情報資料を取捨選択し活用するとい

う「受け手」としての立場と，自分を表現する手段としてネットコミュニケーション

を活用するという「送り手」としての立場をふまえ，今日の子どもたちの「育ち」す

なわち発達段階における現状や課題，背景を正しく認識し理解する必要があります。

特に「受け手」としての判断力や，「送り手」としての表現力などに関わり，現代の子

どもたちが「稀薄な人間関係」におかれていることをふまえると，「豊かな人間関係の

構築」に関する具体的な手立てのない状態でのインターネットの導入は，その危険映

を増幅しかねません。 

   今日，家庭では「核家族化」「少子化」が進み，地域における人間関係が稀薄になる

中，「人との関係のあり方を学ぶ」絶好の機会であるはずの，家族同士のふれあいや，

隣近所での異年齢集団における遊びの場が少なくなってきています。また，生活の利

便性の結果として，人とのつながりを必要としない生活システムを社会全体で築き上

げてきたともいえます。 
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（２）子どもたちの変化 

このような背景の中で，子どもたちの遊びも大きく変化しています。平成 13 年度の

調査によると，1歳児から 3歳児までのテレビ・ビデオの平均視聴時間は 3時間を超え

ており（ベネッセ教育研究所調べ），１歳６ヵ月時点における意味のある言葉の出現（発

語）が遅れる子どもたちの増加との関係を懸念し，日本小児科学会は今年３月にテレ

ビ・ビデオの接触機会や方法に触れた６項目からなる提言を行っています。 

提言は，以下のとおりです。 

   ①２歳以下の子どもには，テレビ・ビデオを長時間見せないようにしましょう。 

    内容や見方によらず，長時間視聴児は言語発達が遅れる危険性が高まります。 

   ②テレビはつけっぱなしにせず，見たら消しましょう。 

   ③乳幼児にテレビ・ビデオを１人で見せないようにしましょう。 

    見せるときは親も一緒に歌ったり，子どもの問いかけに応えることが大切です。 

   ④授乳時や食事中はテレビをつけないようにしましょう。 

   ⑤乳幼児にもテレビの適切な使い方を身につけさせましょう。 

    見おわったら消すこと。ビデオは続けて反復視聴しないこと。 

   ⑥子ども部屋にはテレビ・ビデオを置かないようにしましょう。 

 

  また，平日の子どもたちのテレビゲームへの接触状況を見ますと，小学６年生では

「１時間以上」が 52.6％にのぼり，中でも男児においては 76.2％という高率を示して

います。一方「テレビゲームをしない」という児童は，男児で 9.6％，女児で 47.3％

という割合を示し，男児のテレビゲームとの接触が女児をはるかに凌いでいることも

わかります（平成 12 年総務庁調べ。＜別表４＞参照）。 

＜別表４＞　子どもたちのテレビゲームへの接触状況
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  テレビ・ビデオ・ゲームなどの登場は子どもたちの余暇のすごし方，とりわけ遊び

に大きな変化をもたらしました。対人関係を伴い五感を使う遊びから，一人でしかも

自己を中心とする遊びに変化したのです。このような中で育つ子どもたちは，一様に
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人間関係を築くことに不慣れであるといえます。ゲームで行き詰まればリセットボタ

ンを押し，番組が気に入らなければ，チャンネルを変えるように，人間関係の修復に

気を遣うこともなく，自らを変容させたり，我慢するといった経験をもたないままに

成長している可能性すらあるのです。さらに，人は言語のみならず非言語的なコミュ

ニケーションにより，相手と通じ合って行くものなのですが，豊かな人間関係の中で

得られる心の通いあう実感・体験が乏しいまま成長することは，「人間関係がわずらわ

しい」という思いにまで至る場合もあると考えられます。このように遊びをはじめと

する生活の変化が，子どもたちから「人間関係を結ぶスキル」を奪っているといえる

のです。 

 

（３）子どもたちのインターネット活用に欠かせないもの 

このような子どもたちがインターネットを使ってコミュニケーションを図ろうとし

た時にどのようなことが起こるでしょうか。ネット上に書き込むという手段によるコ

ミュニケーションのあり方は，本来の身体感覚を通した全人格的な関わり方と異なり，

感情コントロールが難しいものとなりやすいということが，各国で行われた様々な実

験からも指摘されています。インターネット上で匿名性を帯びたときには，知識人で

さえ激しい議論に陥りやすく，特にフラストレーションを抱えた人が加わると，感情

を抑えることが困難になるといわれています。 

インターネット上でのコミュニケーションにおける相手への思いやりは，日常での

様々な人との出会いの中で，ありのままの自分が大切にされていると感じられる，心

の通いあう体験によってこそ培われるものです。このような機会が少ない現在，学校

や家庭を中心として，人と人との繋がりを大切にする取組が求められており、そのこ

とが生活をより豊かにするためのインターネットの活用において不可欠なのです。 

 

３ 大切にしたい子どもの姿 

（１）子どもたちのインターネット活用の基本指針 

   子どもたちのインターネット活用に際して，「活用を通して育もうとする力」と「活

用の前提として育てなければならない力」を明確にし，学校と家庭が「大切にしたい

子どもの姿」を共有することが求められます。また，「社会や自分の生活を向上させる

ために活用する」という目的意識を定着させることや，子どもたちにとってのより適

切な「出会わせ方」「使わせ方」についての指針を持つことがきわめて重要といえます。 

 

（２）子どもたちの力を育む体験活動 

インターネットの掲示板やチャット，メールが原因となるトラブルは，「自分を名乗

らず，見ず知らずの誰とでも」という「匿名性」や「容易性」に起因することが多い

のですが，日常生活においては，子どもたちの「倫理観」や「人権意識」はもとより，
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相手への情報の伝え方における「言語能力」や「表現能力」などとともに，「円滑な対

人関係を営むための技能（ソーシャルスキル）」が必要となります。ソーシャルスキル

は乳幼児期からの「親子のスキンシップ」や「様々な集団内での遊び」といった，実

体験を通してこそ育まれるものです。いろんな機会を通して豊かな体験をさせること

は，五感をはじめとする身体感覚を高めるとともに，体験に裏打ちされた思考を育み，

「バーチャル先行」になりがちな状況に歯止めをかけます。また，ありのままの自分

が受け入れられるという体験は「自尊感情」を高め，人を思いやる心を育むことにも

つながります。小・中学校では様々な体験学習に取り組み，体験を通して得たものを，

教科や道徳の時間などと関連させながら一層の深化，統合させる工夫が必要です。 

また，家庭や地域においては，地域や町内の行事などに積極的に親子で参加し，共

通の体験を通して相互理解を深めるなど，保護者をはじめとする大人の積極的な姿勢

が問われているといえます。 

子どもたちに，テレビやインターネット以上の，素晴らしい体験活動の楽しさを味

あわせたいものです。 

また，前述した「言語能力」や「表現能力」に関しては，家庭での幼少期からの読

み聞かせや，学校での読書活動などの取組を通して，本に対する興味や関心を持たせ，

本を積極的に読む子どもを育てることが大切であり，そのことが想像力や判断力の育

成にもつながります。 

特に，就学前の子どもたちや小学低学年の子どもたちには，様々な人間関係の中で

の活動を積極的に取り入れ，ソーシャルスキルの基盤を確実に育てることが重要です。

また，このような活動はテレビゲーム等との接触時期を遅らせることにもつながり，

さらに次の発達段階における対人関係を伴う自主的な活動へとつながります。 

 

（３）子どもたちのインターネット活用についての大人の責務 

   こうした取組と並行して，子どもたちが自らインターネットを効果的に活用し，危

険性を回避できる力を育てることはもとより，そのために保護者として，大人として

しなければならないことは必ず実行していくことが必要です。 

   自らを大切にすると同時に他人を思いやり，自らの可能性を最大限に開花しようと

努力する中で，インターネットというきわめて利用価値の高いツールを主体的に活用

できる子どもを育て，より豊かな人間関係の構築や学びを提供することが，私たち大

人の責務です。 
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Ⅲ 学校における指導計画 

 

１ 校内ＬＡＮの導入にむけて 

  京都市立学校では，「Ⅰ はじめに」でふれたように平成１６年度から平成２０年度

までの５年計画で，校内ＬＡＮ整備事業を進めています。この事業によりすべての教室

からインターネットへの接続が可能となります。 

   これにより可能となる「情報収集の効率化」「情報の共有化」「円滑な情報交流・交換」

というメリットを十分活用し，創意工夫ある教育活動が展開されることになります。 

具体的な活用場面としては，「インターネット活用」「共有フォルダ活用」「校内掲示板・

メールシステムの活用」などがあげられます。これは単に学習効率を向上させるだけにと

どまりません。子どもたちの学習に対する興味，関心，意欲を向上させ，多様な学びをサ

ポートする道具として，自己表現力を育成したり，自発的な学習を促進したりします。ま

た，コンピュータを介してネットワークが広がることにより，より多くの人との出会いや

ふれあいが可能となり，共同学習による学びの広がりと深化も期待できます。 

このように校内ＬＡＮを活用することは，子どもたちが生き生きと学習に取り組む姿を

育み，学びのスタイルや質を向上させることにつながります。 

 

２ 「情報モラル」の指導の重要性 

    様々な教育効果が期待できる部分が多い校内ＬＡＮシステムですが，一方でインター

ネットは顔が見えない，また相手がどんな人なのか分からないという覆面性，匿名性を

持っています。それを悪用し，子どもたちの好奇心を促す手口でわいせつな画像や悪徳

商品を販売するためのホームページが存在しており，また，電子掲示板や電子メールを

利用する際には，知らない人物や会社から架空料金請求や不愉快な内容のメールを送り

つけられたり，誤って個人情報を送受信してしまったりする可能性があります。 
インターネットはたいへん便利で，私たちの生活になくてはならないものになってい

ます。しかし，注意して使わないと思わぬトラブルにまきこまれる可能性があり，イン

ターネットを使った新たな人権侵害事象や犯罪が起こっている現実があります。 

そこで，子どもたちがインターネットを楽しく安心して利用するためには，それぞれ

の発達段階に応じた「情報モラル」を身につける必要があります。この情報モラルは，

日常生活のモラルで大切にされていることと共通点が多く，「人のいやがることはしな

い」「人のものを勝手に使わない」といった当たり前のルールやマナーにも通じるもの

です。 
ただし，高度に発達したネットワーク社会では，インターネットに関する特別な知識

が必要な場合があります。たとえば，悪意をもったメールを受信したり，架空の人物に

なりすまして個人情報を得ようとしたりする行為に遭遇した場合です。このような卑劣

な行為に対して真正面から対応したときには，逆に個人情報を盗まれたり，悪質なメー
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ルが山のように送られたりする結果にもつながりかねません。この場合，不必要な情報

には「関わらない」という強い意志が必要ですし，決断に際しては，関わった場合にど

のようなことにつながるのかという予備知識が必要になります。また，インターネット

の世界では，現実の世界では考えられないような気持ちの行き違いやトラブルに巻き込

まれる可能性を秘めていることも事実です。 
そこで，子どもたちが誤った情報や有害な情報に惑わされたり，犯罪やトラブルに巻

き込まれないように，情報モラルに関する指導をすすめる必要があります。そして前述

のようなケースにきちんと対応するため，情報モラルの学習を進めるにあたっては，イ

ンターネットを活用する様々な場面を想定し，具体的な問題を例示しながら学習をすす

めることが大切です。そのなかで，「こういうことをすればどうなるのだろうか。」の

ように，「少し先の自分の姿」をイメージしていきながら，系統的な指導を進めていく

必要があると考えています。 

 

３ 小・中学校における「情報モラル」学習年間指導計画案・指導案等の作成 

（１）「情報モラル」の指導で大切にしたい視点 

インターネットの社会は，利用者一人一人が責任を持つ「自己責任の社会」です。そ

のことを認識した上で，情報モラルの学習をすすめるにあたって大切にしたい視点が

２つあります。 

１つ目は，「相手の人権を大切にする」という視点です。電子掲示板への書き込みや

電子メールには必ず「情報の受け手」がいます。情報を発信する際に「これを受け取っ

た人はどんな気持ちになるだろうか。」のように，コンピュータの向こうに存在する

人の気持ちや生き方，心を思いやりながら交流することのできる子どもになってほし

いと願っています。相手の人権を意識し，画面の向こうにいる相手を思いやりながら

互いに交流を進めることができれば，安心して利用できるインターネットになるにち

がいありません。このように，情報発信に対する責任や相手への配慮について，子ど

も自身が理解し，行動できるようにすることが大切です。 

  ２つ目は，「自分の人権を大切にする」という視点です。残念なことですが，現在

のインターネットの世界では，ウィルスの配布や悪質なメール送信，詐欺行為等が存

在するために，自分の身は自分で守ることが原則となります。そのために，興味本位

のダウンロードや安易なメールの返信が危険な行為であることを認識しなければなり

ません。単に情報の送受信の仕方を教えるだけでなく，目の前にある情報が自分にとっ

て必要な情報なのか判断したり，自分の生き方に問いかけたりしながら，「自分の安

全は自分で守る」という意識をしっかりと身につけさせることが大切です。 

このような点をふまえ，小学校及び中学校における子どもたちの発達段階と情報機

器の活用状況や実態を考慮の上，「情報モラル」に関する指導事項を焦点化した年間

指導計画・指導案や指導資料(以下「指導計画」という)を作成しました。 
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（２）小学校での「情報モラル」の指導計画  

   小学校では，インターネットを積極的に活用した交流活動の場面を想定し，コン

ピュータの使い方をはじめ，情報の送受信，情報の選択，相互交流，著作権，セキュ

リティといったテーマを中心に６領域を設定し，各学年の発達段階を考慮しながら計

２４回（１回当り２５分間）の指導事項を厳選しました。教科の学習時間内に限らず，

必要に応じて朝の会や休み時間にも指導できるように，それぞれの指導時間は１回あ

たり２５分を想定しました。また，６年間を見通した指導計画一覧表を作成し，子ど

もたちの発達段階に応じたタイムリーな指導とともに，小学校６年間を通じて系統的

な指導が可能になると考えています。   

 

（３）中学校での「情報モラル」の指導計画   

中学校では，インターネット上で発生しやすいトラブルを想定し，電子メール，電

子掲示板・チャットによる交流場面や有害情報・ネット売買に関わる場面を中心に４

領域を設定し，計９回（１回当り２５分間）の指導事項を厳選しました。３年間で，

学年・操作経験に関係なく，学校や地域の実態，生徒の実態に応じて選択できる構成

にしました。さらに，「発信者としての自覚と責任」という項目や「受信者としての責

任」という項目をとりあげ，人権を大切にするという視点で構成してあります。 

 

（４）子どもとともに学び合うことの大切さ 

   小・中学校の指導資料の中では，インターネット上のトラブルに巻き込まれないよ

うにするためにどうすればよいかという点に加えて，トラブルになったときにどのよ

うに対処すればいいのか，具体的な方法についても明示するようにしました。特に困っ

たときには一人で悩むことなく，先生や家庭の方々に相談し，協力して解決すること

が大切であるという方向性を提示しました。 

インターネットの普及に伴い，小学校においても，大人以上にコンピュータの知識や

技能を身につけている子どもがたくさんいます。大人の知らない世界で，情報を送受信

したりコミュニケーションを取り合ったりしている場合も少なくありません。またイン

ターネットを利用する際，その特性として匿名性や手軽さが指摘されるように，利用者

が罪悪感を実感しにくいといわれます。人に迷惑をかけない，人のデータを不正にコ

ピーしたり使ったりしないといった基本的なことを意識させるためにも，不正行為に対

する心理的な抵抗感の低下を防ぐことも大切です。その意味で，私たちが，目の前の子

どもたちの実態をしっかりとつかむためのアンテナを高くしながら，タイムリーな話題

を通して子ども達とともに学び合うことが大切であると考えています。 
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４ 豊かな人間性の育成を求めて 

インターネットは，学習をすすめる上で大切な道具の一つですが，直接体験の不足，人

間関係の希薄化，情報手段の悪用が指摘され，さらなる情報モラルの指導の充実が求め

られます。よりよい教育環境の実現と豊かな人間性の育成を目指して情報手段を活用し

ていますが，依存しすぎるあまり，仮想の世界と現実の世界の区別がつかなくなる状況

や人間がコンピュータに使われるような状況は，あってはならないことです。 
直接体験と間接体験，生の情報と意図的に加工された情報とを見分ける感覚の育成が大

切であり，「インターネットがもたらす危険性」を十分に理解しながら情報活用能力を育

成し，情報社会の創造に積極的に参画できる態度を育成しなければいけません。 
  また，インターネットを活用した学習では，子どもたちの関心や意欲，感性を大切に

しながら，子ども同士のふれあいをはじめ，人と人が直接会って学び合う場の設定や交

流の促進がされるような配慮が必要です。そして，著作権やプライバシーの問題，情報

の見分け方，心身の健康の問題などの具体的な例を取り上げながら，日常の学校教育活

動全般を通して優しさや思いやりといった人権感覚や人権意識を育てる指導を推進し，

より豊かな人間性の育成を求めていく必要があります。 
 

情報活用能力は，「情報及び情報手段を主体的に選択し活用していくための個人の基礎

的な資質」であり，文部科学省の「情報化の進展に対応した初等中等教育における情報

教育の推進等に関する調査研究協力者の会議」の第１次報告「体系的な情報教育の実施

にむけて」（平成９年１０月）では次の３つの能力に整理されています。 
(1) 「情報活用の実践力」  
課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含めて，必要な情報を主体的

に収集・判断・表現・処理・創造し，受け手の状況などを踏まえて発信・伝達でき

る能力  
(2) 「情報の科学的な理解」  
情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と，情報を適切に扱ったり，自らの情

報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解  
(3) 「情報社会に参画する態度」  
社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響を理解し，

情報モラルの必要性や情報に対する責任について考え，望ましい情報社会の創造に

参画しようとする態度 
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Ⅳ 家庭におけるインターネット活用指針 

 

１ 学校でのインターネット利用環境について 

  総論の記述のように，子どもたちのインターネット利用に関しては，その有効性と危

険性を理解し，単に活用できるという技能を身につけるだけでなく，その活用を通して

豊かな人権感覚や人権意識が育つこと，つまり豊かな人間性を育むということが大切で

す。 

  そのためには，家庭においても適切な環境の下，発達段階に応じた利用が必要です。

では，学校ではどのような環境でどのように指導を進めているのでしょうか。 

 

（１）学校での利用環境 

   「光京都（ひかりのきょうと）ネット」（京都市の全市立学校を高速の光ファーバー

で結び，最新の情報教育環境を提供しているネットワーク）では，フィルタリング・

ソフトを導入し，一定の利用制限を行っています。フィルタリング・ソフトとは，ポ

ルノ，暴力，犯罪等の有害情報が掲載されたインターネット上のページの閲覧を禁止

するもので，学校からはこれらの有害情報は一切見ることができません。 

   また，このソフトの機能を活用し，掲示板やチャットといったインターネットによ

るコミュニケーションも同様に禁止されています。 

   さらに，子どもたちがコンピュータ教室でインターネットを利用する場合には，教

員が，使用内容や方法について適宜指導を行っています。 

   一方，実際に掲示板等の情報発信の学習も必要であることから，校内ＬＡＮが既に

導入されている学校では，掲示板システムを導入し，各教室に設置されたパソコンか

ら，子どもたちが意見を自由に書込むことができますが，これらについても教職員が

その内容を確認し，必要に応じて指導を行っています。 

 

（２）学校での指導の進め方 

   学校では，子どもたちの発達段階に応じ，「人権を大切にする」という視点からイン

ターネットに接する態度や情報モラルについて各学年ごとに系統的に指導しています。 

   これらは，「活用を通して育もうとする力」と「活用の前提として育てるべき力」を

明確にし指導するものです。 

   例えば，小学校１年生では，実際にインターネットは使用させず，その前提として

必要な態度を身につけることを目的に指導を行います。 

 

    学校においては，これらにより，子どもたちを守りながら情報化社会の進展に伴って

ますます必要となる情報活用能力を習得させています。 
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２ 家庭でのインターネット利用の考え方 

  なぜ学校では，上記のような環境を設定し，指導を行っているのでしょうか。 

  これまでにも繰り返し記述しているように，インターネットは決して理想的な世界で

はありません。長崎県佐世保市の児童殺傷事件をはじめとして，インターネットで知り

合った者どうしによる集団自殺事件や，違法薬物の売買事件，インターネット上での詐

欺事件，ポルノビデオ売買事件，掲示板等による脅迫事件などインターネットが直接的・

間接的に関わっている事件を新聞やテレビで目にすることは最近では珍しいことではあ

りません。青少年が加害者，被害者になった事例も数多くあります。 

  インターネットの危険性に関しては，既にそれを論ずる段階から，現実の問題として

具体的な対策が必要な段階に移行しているのが現状です。 

  「インターネットを利用するのは，とても良いこと。」というような無条件な思い込み

や「インターネット（パソコン）はよく知らないから」というような放任は子どもたち

を危険に直面させる。ということを充分に認識することが必要です。 

情報活用能力や発達段階に応じた情報モラルは，学年ごとに学校で系統的に学習する

こととしています。 

家庭でインターネットを利用させる場合には，学校での学習の発展学習であるという

立場から，その目的や意義を充分に判断し，子どもたちが既に受けている指導の内容に

沿った形で使用させることが大切です。 

さらには，総論で取りあげたように，テレビ，ビデオ，ゲームなどが子どもたちの余

暇の過ごし方を変容させ，「人間関係を伴う活動」よりも「一人での自己を中心とした活

動」に費やす時間が多いという傾向がうかがえることを考慮すると，家庭での会話や屋

外での体験活動を重視するということも重要です。 

 

３ 家庭での活用に関する指針 

  インターネットは，これまで記述してきたように，危険性を伴っていますが，一方で，

充分な対策を講じ，一定のルールの下で利用すれば，子どもたちの世界を広げ，情報活

用能力を高めることのできるものでもあります。 

  家庭で子どもたちにインターネットを利用させようという保護者の動機もこの点にあ

ります。 

  では，家庭では，具体的にどのように利用させるべきなのでしょうか。 

ここでは，これまでの内容を踏まえ，家庭での活用に際して必ず行っていただきたい

事項を具体的に列挙します。 

 

（１）利用開始は小学校２年生以上から 

   インターネットをいつから利用させるかについては，明確な基準は存在しません。 

   ただし，前述のように，学校では小学校１年生にはインターネットは使用させず，
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その前提として必要な態度を身につけることを目的に指導を行います。 

   家庭では，このことを踏まえ，家庭で充分な指導ができないときは，利用開始は小

学校２年生以上としてください。 

 

（２）使用目的や用途を把握する。 

   使用させる前提として，子どもたちが何に興味を持ち，どのように使用しようとし

ているかを充分に把握することが必要です。単なる興味本位や，「学校ではできない（禁

じている）ことをしたいから」という理由であれば，使用を認めないことも必要です。 

 

（３）インターネット（パソコン）の使用時間を決める。 

   家庭での会話など人間関係を伴う活動を確保するため，また，「インターネット中毒」

を防止するために使用時間を取決めてください。テレビやパソコンに“子守りをさせ

る”ことは論外です。テレビ，ゲームも含めた使用時間の取り決めが必要です。 

   また，このことが，一定のルールの下で使用するという規範意識を持たせることに

もつながります。 

 

（４）パソコンは，居間などの家族の共有場所に設置する。 

   保護者の目が届く場所で使用させることにより，適切な利用を確保し，利用時の子

どもの様子を把握することができます。 

   子どもと一緒にパソコンの操作を行うことも家庭における利用のルールを形成する

うえで有効な手段です。 

 

（５）ホームページを作成しているときは，事前に保護者が確認する。 

   インターネットの利用は，ますます簡単になってきており，小学生でもホームペー

ジが作成できます。 

ホームページの作成は，不特定多数に自己の責任で情報を発信する行為であり，誤っ

た内容や誤解を招く怖れのある内容，無防備な個人情報の発信は重大な結果を惹起す

る危険があります。 

   そのため，ホームページを作成している場合はこのことを充分に指導し，また，情

報の発信先として保護者も当然含まれていることを理解させたうえで，必ず事前に内

容を確認することが必要です。 

   また，確認は子どもと一緒にパソコンの画面を見ながら行うようにしましょう。 

 

（６）有害サイトへの接触を防止する。 

   学校での方策と同様，家庭においても必ずフィルタリングソフトを導入し，有害な

ページを遮断し閲覧ができないようにしましょう。 
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最近では，インターネット接続を契約している企業（プロバイダといいます。）がフィ

ルタリング・サービスを行うことも多くなっています。それぞれの家庭で契約してい

るプロバイダに確認してください。 

また，財団法人インターネット協会では無料でフィルタリング・サービスを提

供しています。（http://www.iajapan.org/rating/） 

 

（７）小・中学生には掲示板，チャットの利用は原則として禁止する。 

掲示板，チャットについては， 

①文字だけのコミュニケーションであり，ニュアンス，真意が伝わりにくい 

②文字情報として長期間残るため，過去の感情を刺激される。 

③ハンドルネーム（ペンネーム）によるやり取りであるため，発言に対する責任感が

希薄になる。 

などの特性から，トラブルになりやすいことが指摘されています。 

これらも基本的にはフィルタリング・ソフトで制限することが可能です。 

万一，家庭において使用させる場合は，保護者が事前に利用しようとする掲示板や

チャットの内容を充分に点検し，また，利用内容を確認するようにしてください。 

 

（８）子どもとともに学びましょう。 

   「パソコンのことは良く分かりません。」では済まされません。 

子どもたちを守るという観点からは，子どもたちが利用するインターネットの世界

を少なくとも子どもたちと同じ程度の知識を保護者も少なくとも各家庭に一人は必要

です。 

   そのために，保護者も子どもたちと一緒にインターネットの利用方法を学びましょ

う。時には子どもたちに教えてもらうことも，家庭でのコミュニケーションという意

味からも効果的です。 

 

 

＜参考＞ 携帯電話でのインターネット利用 

  各家庭のパソコンからだけでなく，携帯電話やＰＤＡ（携帯性を重視した手のひらに

収まるサイズでのパソコン，液晶表示，ペン入力，外部データ利用などの機能を備えて

いる。）などからも，インターネットやメール，掲示板などを簡単に利用することができ

ます。 

  携帯電話でのインターネット利用は，出会い系サイトの問題を中心に従前から問題と

なっているところですが，個人が持ち歩くという性質が，保護者や学校の指導が届きに

くい要因となっています。 

  携帯電話は，学校生活には不必要です。家庭で使用を認める場合には，事前に子ども
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との間でしっかり使用のルールを決めておくことが必要です。 

  最近では，電話機能に限定し，インターネットが利用できない携帯電話もあります。

また，携帯電話はその利用実績により，使用料金が課金されますので，明細で使用内容

を確認しましょう。 
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