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開校３０周年を節目として（ご挨拶）

札幌市立平岡中学校

校長 古谷 雅幸

私は、平成１４年度から平成１８年度までの５年間、この平岡中学校の一教師とし

て勤務しておりました。その最後の年に入学してきた生徒の電子メールやネット掲示

板における問題行動が発覚し、「情報モラル教育」が本校の重要課題として位置づけら

れることになりました。その年、新たに赴任した尾崎教諭が中心となり、金城学院大

学助教授（当時）の長谷川元洋先生をお招きして、我々教員の研修とともに体育館で

生徒への講演をしていただいたりしました。「情報モラル教育」に対する認知も今ほど

はなく、我々教員も手探り状態で研修していたことを覚えています。

その当時は、家庭にあるＰＣを使った電子メールや掲示板でのトラブルであったた

め、まだ拡散が限定されていたように思います。それから９年という歳月が過ぎた今

、スマートフォンが定着し情報端末はポケットに収まるようになりました。いつでも

どこにいても、会話やメールのやり取りが可能になり、加えてその場で撮影した画像

を動画を含んですぐさま公開できる時代へと進化を遂げています。

加速度を増す技術の進歩の速さに「ついていけない」と嘆いていても何の解決にも

なりません。日本や世界の未来を担う生徒たちに、「情報モラル」をしっかり身につけ

させなければなりません。学校でできること、保護者ができること、地域・家庭がで

きることに一つ一つ取り組みながら、生徒たち自身が自ら価値判断ができる基盤づく

りとしての「情報モラル教育」を、さらに進めていきたいと思います。

さて、８年の歳月を経て、私はこの平岡中学校へ校長として戻ってきました。私に

課された課題は、これまで９年間積み上げてきた本校の「情報モラル教育」をより効

果的に推進していくことと、「落ち着いた学習環境の整備・学力の向上」から始まって

「シラバスの活用」につながってきた本校の研究の成果を、生徒たちの姿を通して公

にしていくことと考えています。

本日は、全学年全学級で「道徳」の時間を使った「情報モラル」の授業を公開させ

ていただきます。忌憚のないご意見やご感想をいただければ幸いです。また、この実

践発表が札幌市や北海道、さらに全国に伝えられていくことを願ってやみません。

終わりになりましたが、本実践発表会の開催に当たり、北海道教育委員会をはじめ

研究助成くださいました“公益財団法人ちゅうでん教育振興財団”様、その他関係各

位の皆様方のご支援、ご協力に深く感謝申し上げ、開校３０周年を節目としたご挨拶

とさせていただきます。
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（１）)はじめに

本研究紀要は、開校 30 周年記念事業として研修部が、平成 18 年度から取り組んだ 9

年間の校内研究及び情報モラル教育についてまとめた。

本校では、平成 18 年度当時、授業や学校生活において生徒たちが落ち着かない状況に

あり、「落ち着いた学習環境の整備」、「学力の向上」の２つを年度の重点とし「学校改革」

を推進することとした。また、研修部を中心に学力向上に関する実践・研究を推進するこ

とになった。「学力向上」に関する校内研究は、その後、３期 9 年間継続してきた。平成

18 年度から３年間の実践・研究では、授業実態を把握するために、各教科の授業に関す

る生徒対象の実態調査を行い、各教科の授業の課題を把握することとした。しかし、この

調査からは、各教科の授業に関して、大きな問題や課題はないことが明らかになった。一

方、校長のリーダーシップのもと学校改革は、校内の環境整備、生徒指導などで成果をあ

げ、生徒たちが落ち着いて授業に取り組むことができるようになり、学習環境も整備され

た。しかし、生徒たちが落ち着いて授業に取り組むことができるようになったにもかかわ

らず、生徒たちの成績は向上することはなく、「学力の向上」に関する課題が残った。そこ

で、「学力向上」に関する実践・研究を継続して推進することとし、試行錯誤を繰り返した。

3 年間の研究のまとめとして、「学習・生活に関する実態調査」を実施し、結果をまとめた。

その中で、本校の生徒たちは家庭での学習習慣が身についていないことが明らかになった。

また、授業に関しては、学習規律の確立が必要という反省もあった。これらのことから、

平成 21 年度から、これまでの教科を中心とした実践・研究から学年を母体とした実践・

研究を推進することとし、各学年の重点を決め実践を進めた。この結果、生徒たちの授業

の取り組みはさらに改善され、各教科の家庭学習の取り組みも定着した。しかし、生徒た

ちの「学力の向上」にはいたらなかった。

平成 22 年度には、これらの課題を解決するための手立てを検討しながら、５つの重点

項目から各学年が設定した目標に沿った実践・研究を行うこととした。しかし、生徒の「学

力向上」という課題が解決することはなかった。

平成 23 年度には「指導と評価を一体化した授業」について検討し、各教科の授業の内

容や目標、評価の方法や規準を明確にし、生徒たちが見通しを持って学習に取り組むため

には「シラバス」の活用が効果的と考え、準備を進めたがシラバス作成にはいたらなかっ

た。

平成 24 年度には、各教科がシラバスを作成することを目標に、各教科が考えるシラバ

スを作成した。しかし、生徒が活用することが難しい内容のシラバスもあり、各家庭と生

徒に配付したが授業での活用はあまりできなかった。

平成 25 年度には、シラバスの書式を統一し、実際の授業進度や内容に沿ったシラバス

を作成し、平成 26 年４月に全校に配布し、実践・研究を推進することとした。

情報モラル教育については、平成 18 年度に入学した生徒たちのネット上のトラブルや

問題が多発し、危機感を持った教員たちが情報モラル教育に取り組むこととし、名古屋市

の金城学院大学の長谷川研究室の協力を得て、実践・研究を始めた。

１ 本校の実践・研究について
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平成 18 年度は、総合的な学習の時間の中で、情報モラル教育を行うこととし、第 1 学

年から取り組みを始めた。当初は総合的な学習の時間を 12 時間使い、ネット上のトラブ

ルに関する新聞記事をもとにテーマを設定し、グループで問題解決学習を行った。その結

果、ネット上のトラブルや問題が半減するなどの成果があった。

平成 19 年度も総合的な学習の時間に 1 学年で同様の内容の学習を行った。しかし、学

習指導要領の改訂により、１学年の総合的な学習の時間の授業時数は削減することとなり、

情報モラルの学習について検討した結果、新しい学習指導要領で明記された、道徳の時間

を使い、情報モラルの授業を行うこととした。

平成 20 年度になり、東京書籍のアニメーション教材を活用した情報モラルの授業を全

学年道徳の時間に取り組むこととし、実践を始めた。その結果、様々な課題も出てきたが、

3 年間かけて問題解決しながら、全校体制で取り組む情報モラルの授業が確立した。また、

問題が家庭で起きていることから、保護者への啓発も必要と考え、保護者向け研修会と情

報モラル通信の発行などに取り組んだ。

平成 21 年度の後半から、各教室の電子黒板・デジタル TV や情報機器の整備が進み、

平成 22 年度には道徳情報モラルの授業を始め、各教科でも情報機器の活用が進んだ。同

時に、情報モラルの授業だけではなく、ネット上のトラブルや問題を解決するためには、

生徒指導や事後教育・事後指導などが重要と考え、情報モラルの授業、未然防止教育、問

題発生時の指導・事後教育の３つのアプローチで取り組む「三層構造情報モラル教育アプ

ローチ」による情報モラル教育の実践・研究を始めた。

平成 23 年度には本校の情報モラル教育が定着し、ネット上のトラブルや問題発生が少

なくなった。また、異動してきた教員たちからは、道徳情報モラルの授業を行っているた

め、問題が起きても指導がしやすいという意見もあった。この年度の２月にはちゅうでん

教育財団の助成により、全学年道徳の時間の情報モラルの授業を公開する実践発表会を実

施した。また、入学してくる生徒たちの実態調査を行ったが、小学校 5，6 年生のネット

利用について、これまでの生徒たちと異なる実態を把握した。そのため、平成 24 年度か

ら、道徳情報モラルの授業の年度計画や内容を修正し対応することとした。平成 25 年度

には SNS などで個人情報を公開している生徒たちがいることがわかったため、実態の把

握と指導、全学年への自作教材を用いた指導を行った。

平成 26 年度に入学した生徒たちは、小学校時代から SNS などで個人情報の公開やゲ

ームアプリを利用している生徒が多数いることもわかり、入学当初に指導を行うなど、こ

れまでよりもさらにトラブルや問題が多くなる傾向にあり、次の対応が必要な状況にある。
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（１）平成１８年度研修の取り組み

①研究主題について

今年度から３カ年の計画を立てるにあたって考えたことは、前年度までの研究の成果

と方向性をふまえた上で、生徒の実態にあった実践をしていきたいということである。

＜昨年度の研修会より＞

○教科・道徳・特活について

・輪番による公開授業を行う（別表①参照）

○総合的な学習について（別表②参照）

・平岡タイム（１０分間総合）…「生きる力」のベースとなる基礎・基本の力、学習習慣

の定着を図る。

・５０分総合（前期２コマ、後期１コマ）…情報、福祉、健康、環境、国際理解などにつ

いて総合的に深めさせ、生徒の学ぶ力を育てる。

また、「平岡の教育」では本校の生徒の実態として下記のことが指摘されている。

＜生徒の状況＞

○学力面

・学習態度はおおむね良好であるが、深く追求する姿勢や表現力を高める必要がある。

・計画的な学習習慣をしっかり身につけさせ、自ら課題を見つけ、解決していく力を培う

必要がある。

○生活面

・全般的に明朗な生徒が多く、挨拶もしっかりとできる。

・規律ある集団生活をするために、協調性や自立心を一人一人が培わなければならない・

本年度から本校の教育課程の柱として「落ち着いた生活、たしかな学力」ということが

うたわれており、これらのことから今年度からの研究主題を標記のとおりとし、

１．必修教科の研究（授業公開を含む）

２．３年間の継続研究で行う

ということを基本に、各教科の基礎・基本を習熟させるための必修授業の研究に取り組

む。

＜研究主題＞

確かな学力を身につけるための“わかる授業”の工夫

②研究仮説

各教科では、学習段階で生徒の実態把握を的確に行うことにより、個を生かす指導過程

や指導方法の改善を図ることができる。また、生徒に成就感を持たせる授業を展開するこ

２ 校内研究に関する実践・研究について
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とで、生徒は次のステップに意欲を持ち、自ら学ぼうとする意欲をさらに高めることがで

きる。指導過程において、集団の特性を生かし個に応じた評価方法を工夫することにより、

学習についての自己理解を深めることができ、自ら学ぼうとする態度をさらに強めること

ができる。また、身につけた知識や技能を生活の中に生かすことで生徒一人一人が自ら考

え主体的に行動することができるようになり、生徒の「生きる力」を育むことができる。

③研究推進計画

ア．年次計画

●平成１８年度・・・１年目

・生徒の実態把握（教科としての基礎的・基本的事項の定着度など）

・校内公開授業の実施（確かな学力を身につけさせるための授業の工夫と教科

間交流）

・総合的な学習の実践計画

・実践の反省と次年度への課題

各教科での生徒の実態や学習の傾向・特性などを把握した上で「確かな学力」を

身につけさせるための手だてを考え、一つの教科をモデルとして授業公開し、次年

度の実戦に向けて相互交流する。そのため、公開授業は全教員が参観できるよう日

程を設定する。

●平成１９年度・・・２年目

・生徒の実態調査から教科経営の見直しと授業実践、交流

・校内公開授業の実施

・実践反省とまとめ

前年度から実施している各教科での実態調査の結果等を踏まえながら、「これか

らの授業に生かすこと」「意識して取り組んでいくこと」等について検討し、「今

年度の成果と次年度への課題」をまとめる。また、教科アンケートの分析の結果か

ら「本校生徒は理解力はあるが定着率が悪く、その後に生かされない」という実態

が見えてきた。このことから、本年度は生徒の「学習環境および生活実態調査」を

継続的に実施し、生徒の学習に対する意識を明らかにしながら授業の指導過程や指

導方法の改善に取り組んでいく。

＊１９年度の公開授業は・・・数学

●平成２０年度・・・３年目

・研究のまとめ

・校内公開授業

・平成２１年度からの研究の方向性の検討

各教科で実施している『教科アンケート（実態調査）』や『学習環境および生活

実態調査』の結果等を踏まえながら、「これからの授業に生かすこと」「意識して

取り組んでいくこと」等について検討する。３年間取り組んできた授業の指導過程

や指導方法の改善についての成果と課題のまとめをし、そこから新しい年度に向け

た方向性を検討する。

＊２０年度の公開授業は・・・理科
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④研修を振り返って

ア．平成１８年度の研修計画

確かな学力を身につけさせるための準備と計画

1.各教科における生徒の実態把握

・７月 実態調査（学年２クラス程度を抽出し、アンケート形式による）

2.公開授業と教科間交流

・授業研究（必修教科）→社会科

3.各教科で次年度からの取り組みを検討

研究主題に基づき教科毎の実態をふまえた研究テーマを検討する

○今年度の研修日程

５月１６日（水） 第１回校内研修会 ・・・今年度からの研修計画提案

１０月後半～１１月 第２回校内研修会 ・・・公開授業と教科間交流

２月２６日（月） 第３回校内研修会 ・・・今年度のまとめ

来年度の方向性の確認

イ．平成１８年度 研修のまとめ

今年度から新たに３年間の研修が始まり、教科に焦点を当てて取り組むことにな

った。昨年までの研究主題を修正し、『確かな学力を身につけるための“わかる授

業”の工夫』を目指して研究をスタートすることになった。

研究を進めるに当たって、一つの取り組みとして生徒の実態を各教科アンケートか

ら洗い出した結果、別紙のような傾向が見られた。

また、今年は社会科の矢野先生に一つのモデルとして授業を公開していただいた。

矢野先生の授業では、
・確かな学力を身につけるための“わかる授業”の工夫
・基礎基本の定着をはかる授業の工夫

などが盛り込まれ、次年度以降の礎となった。今年度は教科研究に取り組む１年

目ということで、準備を整えていくことで終了した。

ウ．来年度の研修の方向

研修の取り組み内容

○生徒の実態調査から教科経営の見直しと授業実践、交流

○校内公開授業の実施

○実践反省とまとめ

各教科で実態調査の結果等を踏まえながら、「これからの授業に生かすこと」

「意識して取り組んでいくこと」について検討し、「今年度の成果や次年度への

課題」をまとめる。例えば、

●主体的に学習を進める学習形態や授業構成の工夫
・問題を把握し自ら解決しようとする授業構成
・主体的に学習を進める学習形態の工夫

●自己評価活動の活用
・自分の能力や課題を認識すること

●下位生徒に対する配慮
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（２）平成１９年度の研修の取り組み

①研修計画

確かな学力を身につけさせるための授業改善と実践交流

ア．各教科における生徒の実態把握

・７月 実態調査（対象→全生徒）

イ．学習環境および生活実態把握

・５月 実態調査（含基本項目）

・７月、１０月、１１月、２月 実態調査

ウ．教科経営案の作成

エ．公開授業と教科間交流

・授業研究（必修教科）→数学科

オ．各教科で次年度からの取り組みを検討

・研究主題に基づき教科毎の実態をふまえた研究テーマを検討する

カ．各教科で、研究授業の実施

・年１回、作成した指導案を基に教科内授業交流する。第３回研修会で教科間交流

をする。

・指導案には、「生徒の実態をふまえた授業改善のための手だて（または視点）」

を盛込む。

・１学期のうちに各教科の授業者を決定する。

キ．今年度の研修会日程

５月１８日（金） 第１回校内研修会 ・・・今年度の研修について

１１月 ６日（火） 第２回校内研修会 ・・・公開授業と教科間交流

２月２５日（月） 第３回校内研修会 ・・・今年度のまとめ

来年度の方向性の確認

＜前期＞ １．学習環境および生活実態調査（２回）

２．教科ごとの実態調査（７月予定）

３．教科として目指す生徒像の確認（教科経営案）

4．研究主題にせまる取り組みの確認（教科経営案）

＜後期＞ １．校内研究授業（１１月予定）

２．学習環境および生活実態調査（３回）

３．実践の反省

②研修のまとめ

昨年度から『確かな学力を身につけるための“わかる授業”の工夫』を目指して教科

研究を行っている。各教科において、生徒の実態を捉えながら授業の改善に取り組んで

いるが、今年度は数学科のモデル授業に加え、全教科で教科内授業交流を実施し公開し

た。各教科における生徒の実態を捉えるための取り組みとして、昨年度から継続した『教

科アンケート』を実施したが、実施時期が昨年度とかなり違い、データとしての利用価

値など検討を要する課題が残った。また、生徒の家庭学習時間と学力の関連性などを探

るための『学習環境及び生活実態調査』を継続（５回）して行った。

今年は数学科の駒井先生に、一つのモデルとして授業を公開していただいた。

駒井先生の授業では、

・確かな学力を身につけるための“わかる授業”の工夫

・基礎基本の定着をはかる授業の工夫
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などが盛り込まれ、次年度以降の礎となった。公開授業当日の第２回研修会ではワー

クショップ形式で公開された授業についての分析と授業改善に向けての考察を行ったが、

時間的に厳しく内容的にもっと深まりが欲しいという感想もあった。次年度の課題とし

たい。

③来年度の研修の方向

◆平成２０年度・・・３年目◆

研修の取り組み内容

○生徒の実態調査から教科経営の見直しと授業実践、交流

○校内公開授業の実施

○実践反省とまとめ

各教科で実態調査の結果等を踏まえながら、「これからの授業に生かすこと」「意識

して取り組んでいくこと」について検討し、「今年度の成果や次年度への課題」をまと

める。

例えば、

●主体的に学習を進める学習形態や授業構成の工夫

・問題を把握し自ら解決しようとする授業構成

・主体的に学習を進める学習形態の工夫

●自己評価活動の活用

・自分の能力や課題を認識すること

●下位生徒に対する配慮

＊２０年度の公開授業は・・・理科

○平成２１年度からの研究の方向性の検討

３年間の成果と課題のまとめをし、そこから新しい年度に向けた方向性を検討する。

（３）平成２０年度の研修の取りまとめ

①研修計画

確かな学力を身につけさせるための授業改善と実践交流

ア．教科アンケート（対象→全生徒）＊平岡タイムで実施

・７月７日（月）～７月１７日（木）

イ．学習環境および生活実態調査（対象→全生徒）＊平岡タイムで実施

・４月３０日（水） ※１回目のみ基本項目を含む

・７月２２日（火）、１０月２０日（月）、１２月１９日（金）

ウ．教科経営案の作成

研究主題に基づき教科毎の実態をふまえた研究テーマ等について検討する

エ．公開授業と教科間交流

・モデル授業研究（必修教科）→理科

オ．各教科で、研究授業の実施

・年１回、指導案を基に教科内授業交流する。第３回研修会で教科間交流をする。

・指導案には、「生徒の実態をふまえた授業改善のための手だて」を盛込む。

・１学期のうちに各教科の授業者を決定する。
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②今年度の研修会日程

５月１９日（月） 第１回校内研修会 ・・・ 今年度の研修について

１１月 ７日（金） 第２回校内研修会 ・・・ 公開授業と教科間交流

２月２７日（金） 第３回校内研修会 ・・・ ３年間の研修のまとめ

＜前期＞ １．学習環境および生活実態調査（２回）

２．学級経営案の作成（６月いっぱいをめどに）

３．教科ごとの実態調査（７月）

４．教科として目指す生徒像の確認（教科経営案）

５．研究主題にせまる取り組みの確認（教科経営案）

６．学級経営の見直し（１０月、学年ごと）

＜後期＞ １．校内研究授業（１１月７日予定、第２回研修会）

２．学習環境および生活実態調査（２回）

３．学級経営の反省（２月または３月、学年ごと）

４．実践の反省とまとめ（２月、第３回研修会）
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（４）平成２０年度「家庭学習や生活の状況についてのアンケート」調査から

①はじめに

生徒の家庭での学習・生活状況の実態を把握し、学力向上の具体策を探ることを目的に、

2 年間継続して本調査を年４−５回実施してきた。

調査項目は、家庭での学習時間、睡眠・就寝時間、テレビやゲーム、塾や家庭教師、携

帯電話やインターネットの利用について、本校生徒の実態を把握し、課題を明確にしよう

とするものである。

本年度の中間評価でも提案したとおり、これらの分析結果を反映させるためには、教育

課程検討委員会で学力向上の具体的な方策を検討し、各部が問題解決に取り組む必要があ

る。このことを共通認識し、生徒の学力向上につなげたい。本校は、生徒の基礎的な学力

が低いため、基礎学力を向上させるのが優先課題とされ、総合的な学習の時間を中心に計

画的に授業を実施している。本来、学力とは、基礎の学力（読み・書き・計算）と基本の

学力（応用・活用）がバランスよく身につけることが必要とされるため、【基礎・基本】

の学力の定着を図ることが求められており、「全国学力・学習状況調査」が実施されてい

る。本校でも、将来は、この調査で結果が出せるよう。基礎学力向上に取り組み、徐々に

バランスがとれるよう改善が進むことに期待したい。

なお、本実態調査は、ベネッセが 2005 年に行った「第１回子ども生活実態基本調査」

と比較しながら分析を行う。

②塾・家庭教師について

ア．塾・家庭教師について

通塾率は、大都市では 54.5%（「第１回子ども生活実態基本調査、ベネッセ（2005

年）」）という調査結果があるが、本校の全学年の 4 回の平均は、50.8%であり、同

調査の中学生平均 47.1%を上回っているが、大都市の平均に達していないというこ

とがわかる。

表 1 通塾・家庭教師の状況

表 1 から、1 年生の通塾率が下がる傾向にあることがわかる。2 年生は増える傾向

を示し、3 年生は受験があるため、夏休み後（第 2 回調査以降）15%以上増加する。

あくまでも推測であるが、保護者の経済状況の悪化に伴い、受験まで時間のある 1 年

生の中には通塾をやめた生徒がいる可能性がある。また、4 回調査では、調査項目を

増やしより細かな分析を行うこととしたが、2 年生の成績上下 15%を抽出した結果

から表 2 のことがわかった。
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表２ 2 年生抽出生徒の実態から

この表から、成績上位の生徒は、通塾率が 66.7%と高く学年の平均を上回ってお

り、家庭での学習時間も確保しているが、成績下位の生徒は 10.0%と通塾率が低く、

家庭での学習時間は少ない。また、他の質問項目から、携帯電話やインターネットを

長時間利用している傾向にあり、成績も下がっていることもわかった。

このことから、成績下位の生徒に家庭での学習習慣をどのように定着させるかとい

うことが課題となりそうである。【別表３ ８の項目 学習記録をとっている】の数

が平均すると 2.4%と少ないことから、小学校でつまずき、勉強に自信をなくしてい

る生徒が、計画的な学習ができるよう学習記録をつけることをどのように習慣化し定

着させるかということを検討する必要がありそうだ。

また、この抽出調査から、上位 20%近くの生徒（定期テストの得点が 400 点前

後）は、基礎学力よりも、思考・判断といった応用・活用力を伸ばすことが、学校

全体の学力向上につながることになりそうだ。

イ．家庭学習時間について

平日の家庭学習時間については、ベネッセ調査では、1 時間 30 分以上学習する

生徒と全くしない生徒に二極化するという傾向が示されている。本校では、1 時間

程度家庭学習をしているという生徒が多い傾向にあること、全くやっていない生徒

の数は、調査を重ねるごとに減少傾向にある。ただし、この調査は平岡タイムで行

っているため、遅刻した生徒や欠席した生徒は回答していない、学年によってはそ

の数が、全体の 10%近くになる場合もあり、やっていない生徒が減少したのか、調

査を受けていない生徒が増えたのか吟味する必要がある。

表３ 各学年の 4 回の家庭学習時間の推移（左から 1 年生、2 年生、3 年生）
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次に、1 年生と 3 年生の学習時間の推移をグラフにした結果を示す。このグラフか

ら次のようなことが言えそうだ。

表４ 家庭学習時間（自分）の推移(1 年生と 3 年生)

1 年生については、第 1 回目の調査では、1 時間程度の家庭学習をしている生徒が多

い。小学校の学習内容や環境が変わるため、当初は、1 時間程度、家庭学習に取り組む

生徒が多いようである。同時にやっていない生徒も 20％程度いることがわかる。2 回

目の調査では、2 時間程度学習している生徒が増える。また、やっていない生徒が 7%

台まで減少する。これは第 1 学年の前期中間テストに対する学習指導の効果が現れてい

ることがうかがえる。また、全く学習しない生徒が他の学年と比較し少ないのも特徴的

である。しかし、注目したいのは、3 回調査から 4 回調査にかけて、家庭学習時間が 1

時間程度の数と 30 分程度の数が逆転する。このことについては、もう少し追跡調査が

必要だが、中学校生活にも慣れ、テスト前には学習するが普段はあまり家庭学習してい

ないことが考えられ、家庭学習が定着していない可能性もある。3 年生については、家

庭学習をしていないと回答する生徒は、通塾率が高くなる 3 回目調査以降大きく減少す

る。3 年生は、遅刻する生徒が多いため、このデータだけでは、断定はできないが、受

験に向けた意識がこの時期高まってきていることがうかがえる。12 月中旬以降には、

それまで 1 時間程度しか勉強していなかった生徒も 2 時間程度勉強するようになり、学

年全体の 40%以上の生徒が 2 時間以上家庭学習をしているようだ。この傾向は好まし

いが、2 時間程度の家庭学習をする生徒が増える時期が夏休み前になるように指導して

いくことも検討する必要がありそうだ。

ウ．睡眠時間・就寝時刻について

睡眠時間については、どの学年も７−８時間寝ている生徒が多い傾向にあり（別表１の

３参照）問題はあまりない。２年生で睡眠時間が６時間以下の生徒が 15%ほどいること

が気になる。後述するが、携帯電話のメールを長時間使っている可能性も含め、睡眠時間

の少ない生徒の個別指導を検討する必要があるかも知れない。3 年生では、11 月以降

40%以上の生徒が６時間以下の睡眠時間であることから受験期の健康管理について適切

な指導を行っていく必要がある。
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表５ 睡眠時間と就寝時刻 表は左から１年、２年、３年

就寝時刻については、ほとんどの生徒が２３時までには寝ていることがわかるが、深夜

遅くまで起きている生徒も学年があがるにつれ増えていることから、このことについても

教育相談などで個別の指導が必要であると考えられる。本調査用紙を活用し、課題のある

生徒の実態を把握し指導に生かすことも必要となる。あわせて、調査結果をできるだけ速

やかに担任に伝える必要がある。

エ．家庭での生活環境について

第１回の実態調査では、家庭での生活について調査項目を増やし実施した。その結果

から、本校の生徒については、次のような傾向があると言える。

1.家庭学習を行う環境

自分の部屋、兄弟と一緒の部屋など学習する部屋がある生徒が 60%を超えるが、居間

や決まっていないなど落ち着いて学習する環境にないであろう生徒が約 40%近くいる。

それぞれの家庭の事情があり、環境を変えるのは難しいであろうが、落ち着いて学習でき

るような環境を整える工夫が必要がある。

表６ 家庭学習を行う場所について（５月実施第１回調査から）

2.食事について

朝食を食べないことがあると言う生徒は平均で 14.5%であり、ベネッセ調査の 19.9%
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より低い傾向にあり、保護者が頑張っていることがわかる。しかし、家族みんなで朝食を

取る機会は多いとは言えず、保護者の忙しそうな姿が見えてくる。これらのことから、家

庭での生活に課題があるのは、一部の生徒に限られていることが予想できる。

表７ 朝食について（５月実施第１回調査から）

3.テレビの視聴やゲームの時間について

今回、テレビ・ゲームの時間と携帯電話・ネットの利用時間についてクロス集計する

など相関関係を確認していないので、断言はできないが、表 6 のデータから、テレビや

ゲームに費やす時間は、少なくなっている傾向にある。このことについては次年度以降、

確認が必要であるが、生徒の生活環境がテレビ・ゲームといった一方向のメディアの利

用から、携帯電話・インターネットといった双方向メディアの利用に変化していること

を示している可能性が高い。特に、メール中毒とでも言える状況に陥ってる生徒もいる

ようなので、十分な対応策を検討しておく必要がある。

表 8 テレビやゲームの時間について

4.パソコン、携帯電話の利用状況について

表 9 インターネットの利用状況
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1 年生は入学時、約 70%の利用であったのが、2 学期以降、徐々にインターネット

を利用する生徒が増えている。このことについて追跡調査はしていないが、携帯電話

を利用してインターネットを利用する生徒が増えていることが推測できる。携帯電話

の購入当初は、電子メールの利用を主に行うことが多いが、慣れるにつれ、パケット

通信定額などを利用する生徒が増えていることが予想できる。

5.インターネット上のトラブルについて

表 10 インターネット上のトラブル状況

1 年生のトラブルが 7 月に倍増していることから、1 年生の早い時期に情報モラル

教育に取り組む必要があることが考えられる。次年度は、連休前から指導に取り組む

必要がある。3 年生については 1 年時の 23%から半減している。

③第４回調査の結果から

第 4 回調査では、学力向上の具体的な手立てを探ることや携帯電話・インターネットの

利用と成績の関係を調べるために調査項目を増やし実施した。その結果をその他としてまと

めた。

ア．部活動の状況について

表 11 部活動について

(1) 家庭学習の内容

本校では部活動の加入率が高くはないが、多くの生徒が熱心に活動していると答えてい

る。部活動と成績の関係については、2 年生の抽出調査では、表 11 のような結果がでて

いる。この結果から、運動部に入っている成績のよい生徒は、熱心に活動している生徒が

少なく、まあ熱心と答えているのが多い。ところが成績の低い生徒は、熱心に活動してい

る生徒が平均以上である。これに対して、文化部は成績の低い生徒の加入がなく、熱心に

活動していると答えている生徒が 75%近くいる。部活動でどのような活躍ができている

かという違いがあることが推測できる。
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表 12 部活動と成績について（2 年生抽出生徒）

イ．家庭学習の内容について

学力向上の方策の具体を検討するため、家庭学習の内容について調査した。その結果、

学年によって、学習内容が異なること、学年が下がるにつれ、「ながら勉強」をしている

生徒の割合が増えることがわかった。1 年生では、復習、まとめの問題をやっている生徒

が多く 60%を超えている。また、ドリル学習や読書などの数値も 40%を超える。2 年生

では、復習、まとめの問題、ドリルが 40%を超えるが、授業の課題をやっている生徒は

少ない。また、「ながら勉強」をしている生徒の数も減少する。3 年生は、受験期に行っ

た調査のため、まとめの問題を行っている生徒が 70%をこえ、授業の課題に取り組む生

徒も多く、「ながら勉強」も減少する。各学年共通でわかったことは、毎日の学習の記録

をつけている生徒が極端に少ないことである。学習記録を継続していくことは、簡単では

ないが、本校の生徒の学力向上の一つの手立てとして、「学習記録」の取り組みが考えら

れないだろうか。何を学習し、わかったこと、わからなかったことを毎日記録し、週末に

ふり返りをすることで、自分の課題が明らかになり、学習目標を立てやすくなるのではな

いだろうか。この点、教務部が具体策を検討し、次年度から取り組むことに期待したい。

表 13 家庭学習の内容とながら勉強について

表 1 4 家庭学習の内容（2 年生抽出生徒）
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次に、2 年生の抽出生徒を比較すると、成績が高い生徒と、低い生徒では明らかに異な

る傾向が見られる。成績が高い生徒は、まとめの問題、やり残した課題に取り組んでいる

生徒が多く、復習やノート整理もやっている。これに対して成績の低い生徒は教育番組視

聴が成績の高い生徒の 4 倍であり、読書と答える生徒も多い。これらの学習は、問題解

決の場面が比較的少ないということもあるが、基礎学力向上のための方策には結びつかな

い。これらの生徒には、復習、ドリル学習といった学習に効果があることが考えられるの

で、この点、各学年・学級で教育相談等を通して、家庭学習のしかたについて指導する必

要がありそうだ。

また、ノート整理をしている生徒が成績の低い生徒では少ない。ノートの整理のしかた

といった学習の基本事項も指導する必要がありそうだ。

エ．ネットの利用について

本校では、昨年夏にネットパトロールを行い、本校生徒がネット上で個人情報を公開

していることがわかり、指導にあたった。この指導や聞き取り調査を通して、長時間携帯

電話やインターネットを利用している生徒がいることがわかり、その課題についてデータ

をもとに検討する必要があることから、携帯電話、パソコン、メール、インターネットの

利用時間を調査した。

表 15 家での携帯、パソコン、メール、インターネットの利用時間

表 15 の結果から、携帯電話を毎日 3 時間以上利用している生徒は、2、3 年生で 15%

をこえている。これらの学年では、30 人程度がこの状況にあることがわかる。プロフを

公開していた生徒数は判明した分だけでも、1 年生 3 名、2 年生約 50 名、3 年生 60 名
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にのぼり、その後の指導の結果、プロフを削除した生徒が半数いることを考えると、個人

名の公開はやめたがプロフなどのネット利用を続けている生徒の人数と一致する。

また、2 時間以上メールを利用している生徒も 2 年生で 25.5%、3 年生で 17.1%であ

り、今後、さらにネットの利用については、追跡調査を行う必要がありそうだ。すなわち、

家庭学習を阻害する要因として、ネットの利用を考える必要があり、学力向上のためには、

家庭と協力し、指導する必要があるということである。このことは、2 年生の抽出生徒の

データを見ると、より明らかになる。

表 15 から、成績の高い生徒は携帯電話の利用が 3 時間以上の生徒が 9.6%である。と

ころが、成績が低い生徒は 20%である。倍以上の生徒が 4 時間以上携帯電話を利用して

いると答えている。メールについては、成績の高い生徒は 3 時間以上利用している生徒

がいない。ところが、成績の低い生徒の 15%は 3 時間以上と答えている。携帯電話の利

用のほとんどの時間をメールに費やし、残りの時間はプロフで様々な人とコミュニケーシ

ョンしている実態が見え隠れする。なお、このデータから、成績の低い生徒は、家では、

パソコンを使わず、携帯電話を主に使っていることがわかる。この状態から、無秩序に家

庭で携帯電話を利用していることが推測できる。携帯電話やインターネットを 3 時間以

上利用しているという実態は、ネット中毒とでも言うべき状態であり、家庭と連携した改

善の取り組みが必要である。

表 16 家での携帯、パソコン、メール、インターネットの利用時間（2 年生抽出生徒）

④まとめ

この２年間、わかる授業と学力向上の具体的な手立てを探るため、生徒の実態調査を継続

してきた。調査の結果の活用のしかたについて、意見も出ているが、本年度の４回の調査の

結果をもとに見えてきた生徒の姿をまとめた。

しかし、研究課題の「わかる授業」と「学力向上」の関係は、各教科で行った調査から、

「わかる授業」と生徒から評価されてもすぐには学力向上につながるものではないことも見
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えてきた。このことを踏まえ、「学力向上」に必要な条件は何であり、どのような具体策を

立て、実効させるのがよいのか、しっかり議論したうえで、次年度以降の研究課題を検討す

る必要がある。
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（５）平成２１年度校内研修の取り組み

①研究主題について

確かな学力を身につけるための授業の工夫

～よい学習習慣の定着をめざす学習活動～

今年度から３カ年の計画を立てるにあたって考えたことは，前年度までの研究の成果

と方向をふまえた上で，生徒の実態にあった実践をしていきたいということである。

＜昨年度の研修会から＞

○総合的な学習について（“平岡の総合”づくり）

・平岡タイム（１０分間総合）…「生きる力」のベースとなる基礎・基本の力，学

習習慣の定着を図る。

・平岡タイムスペシャル…数学の基礎学力の定着を図る。習熟度別学習の導入。

・５０分総合…

〔前期〕・旅行的行事の取り組み

〔後期〕・学年別のテーマ学習

（１年生…情報 ２年生…キャリア教育 ３年生…地域ボランティア）

・卒業旬間への取り組み

○本校生徒の実態把握と課題

・２年間継続して年４回実施した『生活・学習実態調査』や『教科アンケート』を

もとに生徒の実態調査を行った。その結果以下のような実態が浮き彫りになった。

・本校生徒の学力低迷の最大の課題が、生活環境からくる家庭学習習慣の未確立に

ある。

・小学校でつまづいた生徒は、中学校での学習が全く理解できず、さらに国語力も

低いため、スパイラル状に落ち込んでいる状況にある。

・生活習慣そのものにも問題を抱えている生徒も少なくない。例えば、10％を超え

る遅刻者、長欠者がいること。

・研究課題の「わかる授業」と「学力向上」の関係は、各教科の調査結果から、「わ

かる授業」と生徒から評価されてもすぐに学力向上につながるものではないこと

も見えてきた。これらのことから，今年度からの研究主題を標記のとおりとした。

１．基本は必修教科の研究（授業公開を含む）

２．３年間の継続研究で行う

ということを基本に，生徒の生きる力と各教科の基礎・基本を習熟させるための必修

授業の研究に取り組む。特に本校生徒に必要な学習習慣を、どのようにすれば定着さ

せられるかを工夫していくことを研究の重点として取り組んでいく。

②研究仮説

基礎的・基本的事項を習得し、確かな学力を身につけるためには、よい学習習慣を

定着させる必要がある。よい学習習慣とは何かということについて、一定の定義を当

てはめることは難しいと思われるが、教師それぞれが受け持ちの生徒の特徴や実態を

とらえて、身につけてほしい理想の学習習慣を意識しながら、定着のための手だてを

工夫しいくことがのぞまれる。授業での約束を設定したり、家庭学習の活用など、理
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想の学習習慣を定着させるため の指導法を工夫するとにより，次への意欲を持ち，

自ら学ぼうとする態度を更に高めることができると考える。また身につけた知識や技

能を生活の中に生かすことで生徒の「生きる力」を育むことができる。

③研究推進計画

ア．年次計画

●平成２１年度・・・１年目（３年計画）

・授業改善のための情報収集（生徒による授業評価）

・校内公開授業の実施

・総合的な学習の実践計画

・実践の反省と次年度への課題

●平成２２年度・・・２年目

・授業改善のための情報収集（生徒による授業評価）

・校内公開授業の実施

・総合的な学習の実践計画

・実践の反省と研究課題の見直し

●平成２３年度・・・３年目

・研究のまとめ

・校内公開授業

・平成２４年度からの研究の方向性の検討

(３年間の成果と課題のまとめをしそこから新しい年度に向けた方向性を検討す

る。)

イ．研究の具体的な取り組み

. 校内公開授業の実施

・昨年度まで教科会を研究の母体として取り組んできたが、今年度より研究の母体

を学年会とし、生徒の実態や学習状況の傾向、集団の特性を把握した上で、学年

会にて学習習慣を定着させる手だてを検討していく。

◇各学年の取り組み

○２，３学年

授業者１名を選出し、モデルとして授業公開する。以後の実践に向けて、学年

内において相互交流をする。

・授業者は、学年所属の教師全員が授業参観できるよう、２～３学級で、同様の

授業を公開するものとする。

・モデル授業の公開と意見交流のための学年会は１１月中に実施するものとする。

○１学年

基本的な学習習慣や授業規範の定着の経過が、より見えやすい１年生のモデル

授業を全教員が参観できるよう日程（第２回校内研修会）を調整する。

ウ．今年度の研修計画

1.各学年のモデル授業の授業者の選出（７月学年会）

2.公開授業と学年内交流・・・学年各１名、１学年は、全体での公開授業
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※第２回校内研修会にて１学年の公開授業（１０月）

※２，３学年についても１１月中にモデル授業を実施する。

エ．各学年で、年度後半に向けての検証・・・１１月学年会にて実施

オ．第３回校内研修会（２月）・・・今年度のまとめ（来年度の方向性の確認）

（６）平成２２・２３年度校内研修の取り組み

①研究主題

確かな学力を身につけるための授業の工夫

～よい学習習慣の定着をめざす学習活動～

＜昨年度の研修の成果と課題＞

昨年度から研究の母体を学年とし、生徒の実態や学習状況の傾向、集団の特性

を把握した上で、学年会で学習習慣を定着させる手だてを検討するという方法で

取り組みを始めた。教科毎の研究体制となると、教科によっては一人で取り組ま

ねばならなくなるが、学年会を研究の中心に置くことで、より深い生徒理解が可

能な、生き生きとした授業観察が可能になった。しかし、具体的な教科指導につ

いてはやはり教科会の協力が必要な面もある。また、「よい学習習慣」に対する

イメージの幅が広く、もっと焦点化する、または授業との関連づけをした方がよ

いのではないかという反省も出て、さらに研究を深めていく必要を感じた。

そこで、研究主題とサブテーマは昨年度を引き継ぎ、生徒の生きる力と各教科

の基礎・基本を習熟させるための必修授業の研究に取り組むことにした。特に本

校生徒に必要な学習習慣をどのようにすれば定着させられるかを工夫していく

ことを研究の重点として取り組んでいく。

②研究仮説

基礎的・基本的事項を習得し、確かな学力を身につけるためには、よい学習習

慣を定着させる必要がある。よい学習習慣とは何かということについて、一定の

定義を当てはめることは難しいと思われるが、教師それぞれが受け持ちの生徒の

特徴や実態をとらえて、身につけてほしい理想の学習習慣を意識しながら、定着

のための手だてを工夫していくことが望まれる。

授業での約束を設定したり、家庭学習の活用など、理想の学習習慣を定着させ

るための指導法を工夫することにより、次への意欲を持ち，自ら学ぼうとする態

度をさらに高めることができると考える。また、身につけた知識や技能を生活の

中に生かすことで生徒の「生きる力」を育むことができる。

③研究推進計画

ア．年次計画

●平成２２年度・・・２年目

・校内公開授業の実施

・総合的な学習の実践計画

・実践の反省と研究課題の見直し



24

イ．研究の具体的な取り組み

1. 生徒の実態に即したテーマの選択

今年度は、よい学習習慣の定着についての実践の中から、授業の中で取り

組みやすいという視点で次の５つのテーマを設定する。この中から学年生

徒の実態にあったものを選び、実践する。

2．基礎・基本の定着を図る指導と評価

<ポイント>学力の向上に向け、「基礎的･基本的な知識及び技能」を確実

に習得させる学習指導の方法を検討する。

ウ．学習意欲を高める指導と評価

<ポイント>学習意欲が高まる好循環を授業で生み出すためには、生徒が「わ

かる」「できる」「実感する」授業を目指す。

エ．学習・生活習慣形成の指導

<ポイント>学力向上のためには、よりよい授業の工夫とともに、基盤となる

学習習慣や生活習慣の形成が重要である。家庭での学習・生活習慣を定着さ

せることが学力の向上につながる。

オ．授業規律・参加態度の指導

<ポイント>授業規律の確立により、学習に向かう一定の緊張感および集中力

が高められる。授業への参加の仕方を丁寧に指導し徹底することで、授業に

参加する生徒の安心感が高まる。

カ．「思考力・判断力・表現力」を高める指導と評価

<ポイント>新学習要領において基礎的な知識および技能の習得を図るとと

もに、これからの時代が求める「思考力・判断力・表現力」等を育成する事

が重要な課題となっている。

キ．校内公開授業の実施

研究の母体を学年会とし学年研修係が中心となって、生徒の実態や学習状況

の傾向、集団の特性を把握した上で、学年会にて学習習慣を定着させる手だ

てを検討していく。

◇各学年の取り組み◇

○２，３学年授業者１名を選出し、モデルとして授業公開する。以後の

実践に向けて、学年内において相互交流をする。

・授業者は、学年所属の教師全員が授業参観できるよう、２～３学級

で、同様の授業を公開するものとする。

・モデル授業の公開と意見交流のための学年会は、１１月中に実施す

るものとする。

○１学年

基本的な学習習慣や授業規範の定着の経過が、より見えやすい一年生

のモデル授業を全教員が参観できるよう日程（第２回校内研修会）を

調整する。
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④今年度の研修計画

ア．各学年のテーマ決定とモデル授業の授業者選出（７月学年会）。

イ．公開授業に向けての指導案検討（学年会）。

ウ．公開授業と学年交流・・・学年各１名。第２回校内研修会で１学年の公開

授業。２，３学年についても研修会までにモデル授業を実施する。

エ．各学年で、年度後半に向けての検証。

オ．第３回校内研修会（２月）・・・学年間交流と今年度のまとめ（来年度の

方向性の確認）。

（７）平成２１年度～平成２３年度の校内研修のまとめ

平成２１年度から、確かな学力を身につけるために研究主題を次のように設定

し、各教科の基礎・基本を習熟させるための必修授業の研究に取り組んできまし

た。

＜研究主題＞

確かな学力を身につけるための授業の工夫

～よい学習習慣の定着をめざす学習習慣～

各年度の実践を簡単にまとめると、次のようになる。

【平成２１年度】

①研究課題に関わる計画

・授業改善のための情報収集（生徒による授業評価）

・校内公開授業の実施

・総合的な学習の実践計画

・実践の反省と次年度への課題

②今年度の研修計画

ア．公開授業による研修

体育科：球技『バレーボール』 原田 麻里 先生

＊研修との関わり→「授業環境の整備」

・年間を通したグループ制・係分担の導入各自に役割を与え、全員が常に何

かの役割を果たすようにする。

・年間を通した自己評価カードの導入毎時間の活動についてふり返ること

で、次時への取り組みにつなげさせる。

・生徒の実態に合わせたルール・目標設定ルールを能力に応じて簡略化し、

取り組みやすいよう配慮する。

・学年としての取り組み「あいさつ」「言葉づかい」「時間を守る」ことに

重点を置く。

《学年の授業交流》

２学年

授業者 引地 高志 先生（英語科）

単元名 「何をするための物を持っているかを言えるようにしよう」

研究主題との関わり
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・コミュニケーション活動を繰り返しを行う。

・ワークシートを用意し、生徒のやる気を出させる。

・基礎力の定着のため宿題を毎回与え提出させるなど、毎日の積み重ね

を評価

３学年

授業者 三谷 渉（理科）

単元名 地球と宇宙 1 章 地球と太陽「太陽や星はどのように動いて

見えるか」

研究主題との関わり

・ノートをきちんと作ることを大切にし、これを活用して家庭学習を

させている。

【平成２２年度】

①研究課題に関わる計画

・校内公開授業の実施

・総合的な学習の実践計画

②公開授業による研修

理科：「火山灰にふくまれる鉱物の観察」 木村 芽生 先生

＊研究主題との関わり→「学習意欲を高める指導と評価の工夫」本時では、

日常では触れることのほとんどない実物の火山灰を顕微鏡を使って観察

することで強く印象づけ、学習意欲を高めさせる。

《各学年の授業交流》

２学年

授業者 前田 みゆき 先生（国語科）

単元名 古典「言葉を受け継ぐ」

研究主題との関わり：学年研修テーマ「基礎・基本の定着をはかる指

導と評価」

・冒頭文の音読を徹底して行い、正しく読める段階になったら現代語訳

の理解に入る。

・冒頭文の視写から解釈へとクイズ形式を取り入れて考えさせる。

３学年

授業者 橋本 恵一 先生（社会科）

単元名 私たちの生活と経済「ハンバーガーショップの経営者にな

ってみよう！」

＊研究主題との関わり：学年研修テーマ「学習意欲を高める指導と評価」

・教材資料の工夫…日常生活に密着した事例を取り上げ、経済を身近な

ものだということを実感させる。

・資料提示の工夫…地域のコンビニエンスストアを取り上げることで、

経済学習を身近な存在として感じさせる。

・話し合い活動の工夫…学習グループによる話し合い活動を取り入れ

る。
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・机間指導の工夫…個に応じた支援を工夫。

【平成２３年度】

①研究課題に関わる計画

・研究のまとめ

・校内公開授業

・平成２４年度からの研究の方向性の検討

《学年の授業交流》

②公開授業による研修

国語：物語の味わい「竹取物語」 井手 良市 先生

＊研究主題との関わり→「基礎・基本の定着を図る指導と評価」

・細部には深入りせず、興味・関心を引き出すことに主眼を置く。

・読むことで古典になれ、将来的な古典嫌いをなくしたい。

２学年

授業者 中村 綾子 先生（数学科）

単元名 一次関数「一次関数の利用」

＊研究主題との関わり：学年研修テーマ「基礎・基本の定着をはかる指導と

評価」

・実験の導入により、生徒の興味関心を高められた。

・意見を交流しながら、授業をすすめていく学習活動が定着しつつある。

３学年

授業者 兼間 昌智 先生（社会科）

単元名 個人と社会生活①－家族と社会生活－

＊研究主題との関わり：学年研修テーマ「ICT・教具の活用」

・ICT の活用は、課題解決への興味を高めることや情報の共有化の手段

として有効。

・各教科での活用法を検討し、整備された機器を授業で利用出来るよう

に工夫する。

③評価評定に関する研修

・教務部と連携し、研修会などを通して、平岡中学校の評価評定について生徒

･ 保護者に対しどのように伝えていくかを提案した。

④ICT 機器を授業に生かすための校内研修会

第１期 7/13～7/15 「授業参観による ICT の活用場面の研修」

授業者：兼間先生

第２期 8/11 「電子黒板の機能や実物投影機の便利な使い方」

講師：兼間先生

⑤成果と課題

「学習環境の整備，学力の定着と向上」をスローガンに学校改革に取り組み始

めて３年、本校は、平成２１年度から新たに３年間の継続研究として研究主題を

「確かな学力を身につけるための授業の工夫」と設定し、よい学習習慣の定着を
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めざす学習習慣の確立を目指した研究に取り組んだ。

本校生徒の学力低迷の最大の課題が生活環境からくる家庭学習習慣の未確立に

あることは過去に行っていた「教科アンケート」の結果から明らかになっていた。

そこで、生徒の実態や学習状況の傾向、集団の特性をより把握しやすい学年単位

で学習習慣を定着させる手だてを検討するという方法で取り組んだ。

初年度は“よい学習習慣の定着”のために、日常的に取り組んでいける切り口

を探ることから始めた。初年度の計画では、授業改善の手だての一つとして継続

的に生徒の実態を把握するために、全教科で生徒による「授業評価」を実施する

提案をしたが、各教科の足並みがそろわず、実施・活用には至らなかった。これ

に代わる検証手段を持たなかったのは、研修部として大きな反省点である。しか

し、学年単位で研修を進めるということについては、当初のねらい通り、学年生

徒の実態を把握しながら日常の学習習慣について洗い出しをしながら各学年の特

色を生かした取り組みは出来ていたように思う。

２年目からは、初年度の反省を受け、学年で取り組むポイントを選択できるよ

うにし、より生徒の実態に合わせた内容に出来るように配慮しました。今年度は

さらに ICT を活用した授業の展開についても焦点を当て、３学年の学年交流授業

や臨時の校内研修会を設定して研修を行った。研修会の実施にあたっては、その

筋の第一人者である兼間氏の協力を頂き、たいへん充実した研修を行うことがで

き、今後のさらなる展開にも期待しているところだ。さて、これらの取り組みを

通して生徒に良い学習習慣は身についたのか。研究仮説にもあるように、良い学

習習慣とは何かということについて一定の定義を当てはめることは難しくその効

果については一概に述べることは出来かねるが、これまでの各学年からの発表か

らは、学年教師（教科担任、学級担任）からの継続的で焦点化されたアプローチ

によって、授業に向かう態度や家庭学習の取り組み状況は少なからず改善され、

各学年とも一定の効果を上げているものと思われる。取り組みの具体については、

1．家庭学習ノートの活用

2．学習記録表の活用

3．言葉で表現する授業（表現、発表）

4．テストの復習、学習目標の明確化

５．進路に向けた内発的な動機づけ等で、その視点は多岐にわたっており、今

後も継続可能な内容になっている。

３年間にわたり焦点化し取り組んできたわけだが、いずれの内容もこれで終わ

りということはなく、今後も継続的、積極的に行っていかなければならない課題

だ。次年度からの研究の方向については、新学習指導要領の実施に伴いそれに準

拠したカリキュラムの策定を進めているところだが、すでに取り組みを開始して

いるシラバス（授業概要）による教育課程の公開と評価・評定に関わる内容およ

び ICT の活用による学力向上の試みが一層重要になってくるものと考える。
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（６）平成２４年度校内研修の取り組み

①研究主題

確かな学力を身につけるための指導と評価の一体化

～生徒が意欲的に学習に取り組むための学習指導の工夫～
②研究主題設定の理由

本校の最大の課題は生徒の学力向上にある。そのため、平成２１年度から研究主題を

「確かな学力を身につけるための授業の工夫」と設定し、生徒指導部がめざす規律ある

学校生活と態度の育成を受け、具体的な方策として学習習慣の定着を目指した実践と研

修に取り組んできた。

そこで、生徒の実態や学習状況の把握に努めるとともに、各学年の特色を生かした取

り組みができるよう、学年単位で学習習慣を定着させる取り組みを行った。

この結果、継続的で焦点化されたアプローチにより、授業に向かう態度や家庭学習の

取り組み状況が改善され各学年とも一定の効果を上げることができた。取り組みの具体

としては

1．家庭学習ノートの活用

2．学習記録表の活用

3．言葉で表現する授業（表現、発表）

4．テストの復習

5．学習目標の明確化

6．進路に向けた内発的な動機づけ等

において生徒の変容が確認できた。しかし、生徒の学力向上に関して具体的な目標を

持ち学習に取り組む姿勢・態度の育成や生徒の変容に対する見とりに関して具体的な方

策を見いだすことができているとは言えない状況である。

そこで、本年度の実践研究では、研究主題とサブテーマは、これまでの3年間の「生

徒に必要な学習習慣を、どのようにすれば身につけさせられるかを工夫していくこと」

を踏まえ、これまで蓄積した成果を生かし課題を解決するために

1．生徒が目標を持って各教科の学習に取り組み学力向上を保障するシラバス（授業概

要）の作成と生徒や保護者がわかる・みえる評価・評定に関する実践的な研修を進

める。

2．学習習慣が定着した生徒たちに、整備されたICT機器をどのように活用することで

学力向上が期待できるのか検討するための試行と研修を進める。

この2本の柱を研究の重点に教務部、生徒指導部と連携し実践・研究に取り組んでいく。

③研究仮説

基礎的・基本的事項を習得し、確かな学力を身につけるためには、よい学習習慣を定

着させる必要があり、教員それぞれが担当する生徒の資質や特性、実態を踏まえ、身に

つけさせたい理想的な学習習慣を意識しながら、定着のための手だてを工夫していくこ

とと考え３年間の実践的研究を推進してきた。

その結果、理想的な学習習慣の定着という目標は達成できたが、身につけた知識や技

能を生かした学習活動を展開し、目標を持って自らの学力を向上させるとことには至っ

ていない。

そこで、定着した学習習慣をもとに、生徒が目標や見通しをもち学習に臨むために、

学習内容や学習目標がわかり・みえる学習計画（シラバス）を各教科が作成し、生徒や

保護者に提示し指導することで指導と評価が一体化した学力向上をめざすことが可能で

ある。
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ICT機器を活用した各教科の授業を展開することで、よりわかる、できる授業改善を行

うことで生徒が意欲を持ち学習に取り組むことが学力向上の一方策になる。という研

究仮説をもとに実践的研究を進める。

④研究推進計画

ア．年次計画

平成２４年度・・・１年目

・研究仮説をもとに教務部と連携し、生徒や保護者にわかるシラバス完成をめざ

し指導と評価の一体化をめざす。

・研究仮説をもとに学力向上に効果的な各教科のICTを活用した授業について試

行・検証を行う。

・本年度の実践の成果と課題を明確にするため校内公開授業を行う。

平成２５年度・・・２年目

・平成２４年度の実践・研究の成果と課題を踏まえ、シラバスを活用し指導と評

価の一体化をめざした授業実践を行う。

・ICT活用と学力向上に関する検証をもとに授業でのICT活用を推進する。

平成２６年度・・・３年目

・２年間の実践・研究をもとに研究の評価とまとめを行う。

イ．研究の具体的な取り組み

これまで３年間にわたり、学年を中心とした実践・研究を推進し成果を上げるこ

とができた。そのため、本年度以降もこの実践・研究体制を基本的に継続しつつ、

シラバス作成に関しては教務部と連携し、各教科を中心に取り組むこととした

い。

ウ．生徒の実態に即した重点テーマの選択

これまでの学習習慣の定着に関する実践を踏まえ、各学年が授業の中で取り組み

やすいという視点で次の５点を提示する、これらの内容を各学年の取り組みとし

て意識するとともに、その中から実践・研究の重点を選択し指導と評価を一体化

した実践・研究を推進する

・基礎・基本の定着を図る指導と評価

<ポイント>学力の向上に向け、「基礎的･基本的な知識及び技能」を確実に習得さ

せる学習指導の方法の確立をめざす。

・シラバスを活用した学習意欲を高める指導と評価

<ポイント>学習意欲が高まる学習サイクルを授業で生み出すためには、生徒が学習

内容や評価について「わかる」「できる」「実感する」授業をめざす。

・学習・生活習慣形成の指導

<ポイント>学力向上のためには、よりよい授業改善とともに、学力向上の基盤とな

る学習習慣や生活習慣の形成が重要である。家庭での学習・生活習慣を定着させ

ることが学力の向上につながる指導をめざす。

・授業規律・参加態度の指導

<ポイント>授業規律の確立により、学習に向かう一定の緊張感および集中力が高め

られる。授業への参加の仕方を丁寧に指導し徹底することで、授業に参加する生

徒の安心感が高まる授業作りをめざす。

・「思考力・判断力・表現力」を高める指導と評価

<ポイント>基礎的な知識および技能の習得を図るとともに、これからの時代が求め

る「思考力・判断力・表現力」等の言語活動を重視する授業づくりをめざす。
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・ＩＣＴ機器の活用

<ポイント>すべての教室に整備した電子黒板や実物投影機の「代替機能」「拡張機

能」「媒介機能」の特徴をよく理解し、効果的に活用することで学力向上の手立

てになるか検討するとともに実践を進める。

エ．校内公開授業の実施

研究の母体を学年会とし学年研修係が中心となって、生徒の実態や学習状況の傾

向、集団の特性を把握した上で、学年会にて学習習慣を定着させる手だてを検討

していく。

◇各学年の取り組み◇

＜要検討事項＞

○２，３学年

（授業者１名を選出し、モデルとして授業公開する。以後の実践に向けて、学年内におい

て相互交流をする。）

・授業者は、学年所属の教師全員が授業参観できるよう、２～３学級で、同様の授業を

公開するものとする。

・モデル授業の公開と意見交流のための学年会は、１１月中に実施するものとする。

○１学年

基本的な学習習慣や授業規範の定着の経過が見え、かつ、ICTを活用した一年生のモデル

授業を全教員が参観できる授業を検討する（英語に期待）

オ．指導と評価の一体化に関する研修

教務部と連携し研修会などを通して平岡中学校の評価・評定、シラバスの完成を

めざす。

⑤今年度の実践・研究計画

1．各学年の重点テーマ決定とモデル授業の授業者選出（７月学年会）

2．各学年６つのポイントを意識した授業を通しての実践研究

3．ICTを活用した授業実践のための研修会（兼間講師 ８月）

4．公開授業に向けての指導案検討（学年会）

5．公開授業と学年交流・・・学年各１名。第２回校内研修会で１学年の公開授業。

２，３学年についても研修会までにモデル授業を実施する。

6．各学年で、年度後半に向けての検証と評価

7．第３回校内研修会（２月）・・・学年間交流と今年度のまとめ（来年度の方向性の

確認と研究内容の評価と改善）

⑥平成24年度の研修を振り返って

ア．はじめに

本年度の校内研究は3年計画の初年度ということで、各学年が年度当初に設定した年度の重

点を元に実践を行い第3回校内研修会で交流した。また、学習指導要領全面実施にともないカ

リキュラムや学習内容の変更があり、本年度の授業実績から指導計画の見直しや指導と評価

の一体化をめざしたシラバス作成を行った。本日は、各教科が作成したシラバスについて情

報交流を行うとともに、次年度の実践・研究について考えてみたいと思う。

イ．本年度の実践・研究を振り返って

本年度は次の実践・研究を行いました。

・研究仮説をもとに教務部と連携し、生徒や保護者にわかる・みえるシラバス完成を目標

に指導と評価の一体化をめざした取り組みを行う。
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・研究仮説をもとに学力向上に効果的な各教科のICTを活用した授業について試行・検証

を行う。

・本年度の実践の成果と課題を明確にするため授業交流を行う。

シラバスについては、本年度の各教科の授業実績を元に、評価に関する内容を含むという条

件で、シラバスの作成を各教科が行った。シラバスについては、中学校においては、まだ広く

普及していないため、どのような内容のものが生徒や保護者にわかる・みえるものかというこ

とが明確ではない。そこで、本年度は形式や内容を統一することなく、各教科が考えるシラバ

スを作成した。作成したシラバスについては、本日の各教科の交流内容を参考に4月までに各教

科が修正し、年度 当初に学年PTAで指導と評価の一体化をめざすための試行であることを説

明し配布し、年間の学習計画や評価に関する内容を事前に生徒や保護者に知らせることの効果

について次年度は検証を行いたい。そのうえで各教科共通の形式や内容について検討し平岡中

学校のシラバスの完成を目指したい。

ICT活用については、本年度学年によって差はあったが、授業で広く活用されるようになっ

た。情報モラルのアニメーション視聴や食に関する指導でのDVD視聴など映像の表示にとどま

ることなく、特に、実物投影機については各教室に設置している学年では、各教科が資料の提

示、生徒のノートの拡大表示のほか、グラフ作成など生徒たちがわかりやすいと感じるような

活用場面が増えた。また、社会や数学などの教科では、電子黒板、デジタルTVの画面と板書を

上手に組み合わせた授業が行われるなど授業形態の変化が多く見られるようになった。しかし、

ICT機器を活用したことによる生徒の学力向上に関する具体的な検証はできなかったため、次

年度はどのような場面でのどのような活用が学力向上に効果があるか、実践を通して検証し確

認したい。また、国語の授業では、生徒の生活体験不足から理解が難しい「流氷」についてユ

ーチューブの映像を見せることでイメージを膨らませるという試行を行った。教育用ネットワ

ークでユーチューブはフィルタリングがかかっているため通常は見ることができないが、管理

職経由で教育委員会のICT担当に書類を提出することでフィルタリングの解除ができることも

わかり、今後授業での活用が期待できる。本年度は「わかりやすい」授業の実現まで進んだが

次年度は一歩進めて生徒たちが「できる」という段階まで進むよう実践をすすめたい。

授業交流については、本年度は次の６テーマの中から各学年が重点を設定し実践に取り組ん

できた。

１．基礎・基本の定着を図る指導と評価

２．シラバスを活用した学習意欲を高める指導と評価

３．学習・生活習慣形成の指導

４．授業規律・参加態度の指導

５．「思考力・判断力・表現力」を高める指導と評価

６．ＩＣＴ機器の活用

次年度についても、学習・生活習慣形成の指導、授業規律・参加態度の指導を根底とした実

践を推進するとともに、本校の生徒たちに重要な課題である、基礎・基本の定着とシラバスを

活用した学習意欲を高める指導と評価の一体化をめざした取り組みや生徒たちができるように

なるための授業でのICT活用に取り組みたい。
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（７）平成２５年度校内研修の取り組み

①研究主題

校内研修の根拠となるのは学校教育目標を具現化するための年度の教育の重点

↓

本年度の本校の教育の重点は「学力の向上」と「落ち着いた学習環境づくり」

↓

「研究主題：確かな学力を身につけるための指導と評価の一体化」

本年度の本校の重点

１ 学力の向上

(1)学力分析をもとに、新学習指導要領に即した教育課程を編成し実施する【全国学力

学習状況調査や学力テスト・定期テストなどの各種テストの分析】

(2)学習習慣の基本となる家庭学習の習慣化を図る【少人数指導や TT の活用、一斉課

題と習熟度別課題、家庭学習を定着させる取り組み、長期休業中の学習会】

(3)学ぶ意欲を高める学習指導と評価の改善を図る【年間指導計画と評価計画、評価規

準の提示、シラバスの活用と「指導と評価の一体化」】

(4)平岡タイム、平岡タイムスペシャルの活用【朝総合、朝読書、キャリア学習等】

(5)ICT 機器や教育コンテンツを活用した授業の工夫【教材提示装置と電子黒板・大型 テ

レヒ 、゙コンピュータやネットワークの活用】

(6)豊かな表現力を身に付けさせる【司書教諭 有資格者による読書指導、読書習慣の形

成、各教科における言語活動の充実、情報発信能力やプレゼンテーション能力の育成】

(7)一人一人に応した適切な指導や必要な支援を行う【特別支援教育の充実・個別指導

計画の作成と活用、TT や少人数指導による学習指導】

２ 落ち着いた学習環境づくり

(1)基本的生活習慣【早寝早起き、朝ごはん、身なり、あいさつ、正しい言葉遣い】の

定着を図る

(2)道徳の時間を要とする教育活動全体て 推゙進する道徳教育の充実【情報モラル教育】

(3)情操を育てるとともに、潤いか あ゙り、心地よく生活できる学校環境づくり【校舎内

外環境整備】

(4)社会性を育むために、発達段階に応じた行事・ 自治活動の企画と実践を行う【学校

行事、キャリア教育、生徒会活動、ボランティア活動の充実】

(5)特別活動の充実【健康安全指導(食育、防災教育、性教育等)の強化】

(6)社会や資源、自然環境に負荷をかけない学校生活を実践させる【エコロシ ー゙、環境

教育、共生】

研究主題：確かな学力を身につけるための指導と評価の一体化

～シラバスを活用した生徒が意欲的に学習に取り組むための学習指導～

②研究主題設定について

本校の最大の課題は生徒の学力向上にある。そのため、平成２１年度から研究主題を「確か

な学力を身につけるための授業の工夫」と設定し、具体的な方策として学習習慣の定着を目標

に学年を主体に実践・研究に取り組んできた。この結果、継続的で焦点化されたアプローチに

より、授業に向かう態度や家庭学習の取り組み状況が改善され、各学年とも一定の効果を上げ

ることができた。しかし、生徒の学力向上に関しては、具体的な改善方策を見いだすことがで

きていない。そこで、昨年度は、生徒が学習目標を明確化し各教科の学習に取り組むためのシ

ラバス（授業概要）の作成と指導と評価の一体化に向けた研修を推進してきた。また、学力向

上の一方策として整備された ICT 機器を活用した授業実践の推進と研修を行ってきた。

本年度は、生徒が具体的な目標を持ち意欲的に各教科の学習に取り組み学力向上をめざすた
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めに、昨年度作成したシラバスを活用し、指導と評価の一体化をめざすことを重点に研究主題

に迫る実践・研究を推進する。

③研究仮説

これまで、確かな学力を身につけさせるためには、よりよい学習習慣を定着させる必要があ

り、生徒の資質や特性、実態を踏まえ、身につけさせたい理想的な学習習慣を意識した取り組

みを継続させてきた。その結果、理想的な学習習慣の定着という目標は達成できたが、生徒が

身につけた知識や技能を生かし目標を持って自らの学力を向上させるまでには至らなかった。

そこで、定着した学習習慣を基盤に、生徒が学力向上するために具体的な目標や見通しをもち

学習に臨むために、学習目標・学習内容や評価規準がわかり・みえるシラバスを生徒や保護者

に提示したうえで、学習に取り組むために必要な説明と指導を行うことで「指導と評価の一体

化」した取り組みが可能になり、結果、学力向上につながる。また、学力向上の一方策として

整備した ICT 機器を活用し各教科がわかる・できる授業を行うことで、生徒が意欲を持って学

習に取り組み学力向上が可能になる。これらの２つの仮説をもとに本年度の実践・研究を進め

る。

④研究の具体的な取り組み

ア．シラバスの活用に関する各教科の取り組み

教科会で各教科がシラバスの活用について検討し、各教科の各学年が何を重点にシ

ラバスを活用した実践を行う。各教科が取り組む重点項目と目標を設定し、1 年間におけ

る生徒の変容をみとる。

各教科の実践例：シラバスと連動させたノート作りの工夫など。

シラバスを活用した復習・予習など家庭学習の工夫など。

知識や技能の向上をめざした評価規準活用と実技指導の工夫など。

イ．作成したシラバスの生徒への配布と提示

作成したシラバスは各教科のオリエンテーションまたは４月中に「学習のしおり」

や各教科が作成するオリエンテーション資料とあわせて生徒に配付し説明する。

ウ．保護者への説明と提示について

保護者への説明は、学年 PTA で学力向上の方策としてシラバスを活用した取り組

みを試行することを説明し、各教科が印刷し、5 月中に学年ごとにまとめ家庭に配布する。

エ．実践計画・検証方法

各教科の重点項目と目標をもとにシラバスを活用した学力向上に関する実践・研究

を次のように行う。

・生徒の実態と変容の相関などを確認するために学習・生活に関する調査（マークシー

ト、生徒対象に 5 月（ネット利用と生活に関する調査）、１月(ネット利用と生活に関

する調査)実施）生徒・保護者対象 7 月（学習と生活に関する調査）、 2 月（学習と生

活に関する調査）を行い検証する。

・シラバスの活用と学力向上について各教科が重点項目を設定したうえで、実践

を行い生徒の変容を確認する。

例：話すことを重点項目にして変容を確認する。

レポートの内容の充実を重点項目にして変容を確認する。

授業ノート作りと家庭学習の取り組みを重点項目にして変容を確認する。

など、さらに、各教科において C の評価の生徒に着目し、実態調査の結果

と成績の関係、学習指導と学力の変容について 1 年間継続した取り組みを

行い、成果と課題を確認する。

オ．年次計画

・平成２４年度・・・１年目

1．研究仮説をもとに生徒や保護者にわかる各教科が考えるシラバスを完成させた。

2．研究仮説をもとに学力向上に効果的な各教科の ICT を活用した授業について試

行と研修を行った。

3．本年度の実践の成果と課題を明確にするため学年内授業交流は行ったが校内公

開授業は都合で実施しなかった。

・平成２５年度・・・２年目
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1．平成２４年度の実践・研究の成果と課題を踏まえ、シラバスを活用し、各教科

が学年単位で重点項目を設定し、生徒を抽出し変容を確認し、指導と評価の一体化

をめざした授業実践・研究を行う。

2．各教科のシラバスの活用と指導と評価の一体化をめざした取り組みが本年度の

重点となるため、これまで 11 月に実施してきた校内公開授業は行わず、期間を決

め、シラバスの活用が見える授業の交流を行うこととする。

3．シラバスを活用した授業についての効果を検証するため、生徒・保護者を対象

に学習と生活に関する実態調査を行う。また、抽出生徒の変容を確認するため記名

式の調査とする。→学習と生活に関する調査は現在検討中で後日提示し 7/1 配付を

目標に実施し、ネット利用と生活に関する調査の結果とあわせて 1 学期末懇談で活

用できるようにしたい。

4．これらの実践・研究を通して、成果と課題を校内研修会等で交流し、より効果

的なシラバスを完成させる。

5．学力向上を意識した授業での ICT 活用を推進する。→第 2 回校内研修会

6．30 周年事業にむけ平成 18 年度以降の研究実践資料の整理と整備を進める。なお

これまで各学年主体で学習習慣の定着をめざした取り組みを実践・研究してきたが、

定着したので研修部の実践・研究とはしないが各学年が継続した取り組みを継続す

る。

・平成２６年度・・・３年目

1．２年間の実践・研究をもとに各教科共通のシラバスを活用した授業により、生

徒がどのように変容したかを確認し、「指導と評価の一体化」をめざした取り組みに

ついて成果と課題を検証するとともに資料にまとめる。

2．ICT 活用と学力向上に関する 3 年間の実践を整理し資料にまとめる。

3．まとめた資料をもとに 30 周年事業の研究誌にまとめる。

カ．今年度の実践・研究計画

4 月 生徒へのシラバスの配付と活用方法の説明

各教科のシラバスを活用した実践スタート

5 月 学年 PTA でシラバスを活用した取り組みについて説明

各教科の重点項目の決定

ネット利用と生活に関する調査

6 月 第 1 回校内研修会（6/11）で各教科の取り組みについて交流

保護者向けにシラバスの印刷・配布（学年ごとに綴じ込む）

重点項目や評価資料などから各教科・各学年の着目生徒の抽出

～11 月 重点項目を意識した授業実践

８月 第 2 回校内研修会（8/22） ICT 活用校内研修

11 月 各学年の授業交流

第 3 回校内研修会（11/19）で中間時点での生徒の学習状況について

各教科の重点項目に沿った交流と研究のまとめに向けた今後の取り組みについての

確認。

共通の形式のシラバス完成に向けた確認

～１月 シラバスを活用した授業の実践と実践・研究のまとめにむけた資料の準備

１月 学力向上の検証をすすめるために学習・生活に関する調査（記名調査）実施

２月 第 4 回校内研修会（2/13）で各教科の 1 年間の取り組みと成果と課題に

ついてまとめ交流する。次年度の実践・研究の方向について確認する。

3 月 共通の形式のシラバスの完成

→平成 26 年度の実践・研究

⑤研究のまとめ

ア．平成 25 年度の実践・研究計画についての評価

第 4 回校内研修会では、年度当初の実践・研究計画の評価とまとめを行い、来年度の

３年間の研究のまとめに向けた改善方策について議論し、次年度の実践・研究計画を決
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定したい。本年度は、次の６つの実践・研究計画を立て様々な取り組みを提案し実施し

てきた。その評価とまとめを行った。

１．平成２４年度の実践・研究の成果と課題を踏まえ、シラバスを活用し、各

教科が学年単位で重点項目を設定し、生徒を抽出し変容を確認し、指導と

評価の一体化をめざした授業実践・研究を行う。
この実践のねらいは、観点別学習状況がＣの生徒をＢの段階に引き上げるために各教科が

どのような取り組みを行うことが効果的か、また、シラバスをどう活用するのがよいかとい

うことだった。

特に低位の生徒を抽出し、その変容を検証することで、観点別学習状況が C の生徒に対す

る妥当な指導法を確認することできると考えたからである。

第 4 回校内研修会では、理科（三谷先生）の実践事例を参考に、次年度は各教科が観点別

学習状況がCの生徒をどう変容させBの段階にさせるか本年度内に検討し次年度の実践を進

めたい。

本校の場合、教科会の設定がないため、教科内での話しあいが十分できなかった。次年度

は教科会を行事予定に設定し、実践・研究を深める。

２．各教科のシラバスの活用と指導と評価の一体化をめざした取り組みが本年

度の重点となるため、これまで 11 月に実施してきた校内公開授業は行わ

ず、期間を決め、シラバスの活用が見える授業の交流を行うこととする。
この取り組みの目的は、特別に準備した研究授業では、シラバスの活用と指導と評価の一

体化をめざした実践・研究の質的な内容ついて十分な交流ができないため、一定期間を決め、

各教科の授業交流をより情報や意見の交流を行うことだった。この目的を達成することがで

きた学年もあったが、1 ヶ月という期間では授業交流できる教科が限られ、授業数の多い教

員は、授業交流が難しいなどの課題もあった。

そこで、次年度は、研究のまとめの年度であることを踏まえ、1 学期と 2 学期に各 2 ヶ

月程度の授業交流期間を設定し、できるだけ交流機会を増やすようにしたい。

３．シラバスを活用した授業についての効果を検証するため、生徒・保護者を

対象に学習と生活に関する実態調査を行う。また、抽出生徒の変容を確認

するため記名式の調査とする。
調査を実施し、データの処理を行ったが、十分に調査結果を生かし切れたとは言えない。

来年度は変容を確認できる時期に調査を実施し、速やかに集計/分析を行いたい。７月に実

施した、生徒及び保護者を対象に学習と生活に関する実態調査から、家庭学習について次の

ような結果がわかった。

家庭学習時間については

平日（塾・家庭教師含む）1 年生 1.52 時間 2 年生 1.48 時間 3 年生 1.73 時間であ

る休日（塾・家庭教師含む）1 年生 0.87 時間 2 年生 0.86 時間 3 年生 1.25 時間であ

る。家庭学習の内容は宿題をやっている生徒は、1 年生 91.1% 2 年生 85.3% 3 年生

92.3%である予習をやっている生徒は、1 年生 30.4% 2 年生 15.8% 3 年生 47.6%で

ある。復習をやっている生徒は、1 年生 49.4% 2 年生 33.7% 3 年生 35.1%である。

この結果から、本校の生徒たちの家庭学習は、主に宿題をしているだけで、予習や復習は学

年差はあるが、あまり行っていないという結果となった。

一方、家庭学習を自分で計画を立て学習している生徒は、1 年生 35.4%、2 年生 13.0%、

3 年生 21.4%であった。これらのことから、家庭学習については、無計画に宿題をやって

いるだけという本校の生徒の実態が見えてくる。シラバスは、見通しを持ち計画性のある家

庭学習を行うための資料として活用可能なので、次年度に向け、見通しのある学習計画や家

庭学習の内容、方法について、しっかりとした指導を行うことが必要である。そのために、

次年度は、より効果的な家庭学習について検討し、教務部と連携した実践・研究を進めたい。
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４．これらの実践・研究を通して、成果と課題を校内研修会等で交流し、より効

果的なシラバスを完成させる。
シラバスについては、各教科完成に向けた作業に取り組み、この研修会で紙面交流づるこ

とができた。しかし、まだ共通の書式にはなっておらず、教師の側の指導・評価計画になっ

ているため、生徒や保護者が見ても難しいものもある。そこで、生徒の側の資料として使え

そうな教科のシラバスを参考に３月２０日までに修正作業をすすめる。シラバスの完成に向

けて、学習と生活に関する生徒の調査結果から、次のことが明らかになった。シラバスをし

っかり読んだり確認したりしている生徒は少ないが、事前に学習内容や評価のしかたをシラ

バスで知らせることが良いと考える生徒は比較的多い。

このことから、本年度配布したシラバスは、生徒や保護者にとって使いやすい者ではない

が生徒にとってわかりやすいシラバスを作成し、シラバスの活用方法や家庭学習のしかたに

ついて年度当初にしっかり指導することで、生徒たちが見通しを持ち家庭学習に取り組みを

行うことができる可能性がある。

一方保護者向けの調査でも同様の結果になっ

た。2 月に実施予定の学習と生活に関する実態

調査が未実施のため、シラバスを活用した授業

の効果の検証はできていないが、シラバスが生

徒や保護者にとってもわかりやすく使いやす

いものである必要があると言えそうだ。

これらのことから、生徒や保護者が使いやすいシラバスになっているか、研修部が提示し

た必要な内容や形式で作成されているか検討し、修正作業を継続してほしい。

５．学力向上を意識した授業での ICT 活用を推進する。

本校では、全教室に電子黒板またはデジタルテレビ、PC、実物投影機、DVD プレーヤー

などが整備され、どの教科でも利用されている。iPad、デジタル教科書などの整備も一部進

んでいるが、学校備品費などを有効に活用し見通しを持った整備を進めることで、より効果

的な ICT 活用の推進が期待できる。各教室に設置した実物投影機や PC が各教科の授業で活

用されており、これまでの授業よりわかる、少しわかるという生徒は各学年 70%程度いる

が、画面があまり見えていない、全く見えていないという生徒が 1 年生で 8.8%、2 年生で

13.1%、3 年生で 19.7%いることから画面の見えにくい生徒がいることを意識した利用を

考える必要がありそうだ。

一方、教材備品費で整備した iPad は、技術、体育、音楽、英語などの教科等で活用され

ており、これまでの授業とは違う学習も行われている。今後、それぞれの成果と課題につい

て整理し、他の教科でも効果的な場面を検討し、活用を広めたい。

デジタル教科書については、社会科公民、技術で整備し、技術では、昨年までと比較し、

のこぎり引きなどの実技において、デジタル教科書の動画は、複数の方向から作業の様子を

確認できるため、作業がうまくいかない生徒が減るという効果の確認ができた。デジタル教

科書は、価格が高いため、すべての教科を一度にそろえることはできないが、校内サーバに

インストールすることで、すべての教室や特別教室の PC で利用できるため、当面、優先順

位を決め、各教科で購入するなど検討するとよい。

本年度までは授業をわかりやすくする手段として ICT 活用が広く行われてきたが、ICT を

利用することで本当に学力向上が可能なのかという点については、さらに実践を進めたい。

なお、本年度は夏季休業中の校内研修会では、参加者が少なかったが、髙本前 PTA 会長が



38

LINE についての講師をしてくださり、意義のある研修ができた。機会があれば、外部講師

に研修をお願いするのもよい。

・このことについては、次年度にむけ資料の整理を行いはじめた。これまでの研究の成果を

踏まえ、実践発表会の実施や研究紀要が完成するよう準備をすすめたい。

イ．平成 25 年度の評価を踏まえた平成 26 年度の実践研究について

・本年度中に準備すること
1．シラバスの完成

生徒の学力向上を目的に、計画的に家庭学習や試験に向けた学習ができるよう、使

いやすい学習ガイド的な内容に修正し３月２０日までに完成させる。

2．シラバスを活用するための「シラバスの活用と家庭学習のガイドブック」の作成

本年度の調査結果や生徒のシラバス活用の実態から、年度当初に生徒たちがシラバ

スを活用し学習や家庭学習に取り組めるようなガイドブックを３月末までに作成す

る。また、年度当初の特別時間割の学活で担任から指導するための指導資料を作成

する。

3．各教科のシラバスを活用した学習の重点の決定

理科の事例を参考に、無理のない計画を３月末までに検討する。抽出生徒に関する

計画を作成した教科については継続した内容が実施可能か検討する。

4．実践・研究を推進するために研修会日程等の変更

来年度は校内研究のまとめの年であるとともに、開校３０周年事業も予定している。

そこで、４月から実践・研究に取り組めるよう校内研修会の時期を変更する。

第 1 回校内研修会 ４月 年度当初の準備日程

第 2 回校内研修会 ICT ８月夏季休業中

第 3 回校内研修会 ９月 ３教科テストの日

第 4 回校内研修会 ２月

ウ．実践・研究のまとめ

これまで２年間の実践・研究は予定通りに進んでいるとは言えない状況だが、これまで

の実践・研究を継続し、学力向上のための指導と評価の一体化と、シラバスを活用につい

て推進したい。また、３年間の実践・研究の成果と課題について整理するとともに、ICT

活用と学力向上に関する実践についても資料の整理を行い、30 周年事業の実践発表会や、

研究誌にまとめたい。

エ．平成 26 年度の実践・研究計画

4 月 ・第１回校内研修会 平成２６年度の研究について。各教科の観点別学習状況

が C の生徒への対応の工夫とシラバスの活用について（年度当初の準備日程

に設定）

・教科会（年度当初の日程 シラバスを活用した各教科の取り組みについて）

・生徒へのシラバスの配付とシラバスの活用に関する指導(年度当初学活)

・保護者へのシラバス活用についての説明（PTA 総会、学年 PTA）

・シラバスを活用した授業実践の開始

～９月 ・学力向上に向けた指導と評価の一体化とシラバスの活用した授業実践

5 月 ・学習・生活に関する実態調査 前年調査と比較し、生徒の保護者の実態と変

容を確認するための調査（全学年）

・教科会（授業交流にむけた確認）

・各教科の授業交流 ～６月末(各学年で計画)

８月 ・第 2 回校内研修会 ICT 活用校内研修

９月 ・教科会（第 3 回校内研修会に向けて）

・第 3 回校内研修会（前期３教科テストの日）指導と評価の一体化、シラバス

の活用による学力向上の取り組みに関する実践の交流と研究のまとめにむけ

６．30 周年事業にむけ平成 18 年度以降の研究実践資料の整理と整備を進める。
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て

～２月 ・研究のまとめ 資料の整理と紀要作成。実践発表会に向けた準備

・教科会（実践・研究のまとめにむけて）

１０月 ・各教科の授業交流 ～１１月

１２月 ・第２回学習・生活実態調査（全学年）

１月 ・教科会（３年間の研究のまとめに向けて）

２月 ・第 4 回校内研修会 研究のまとめについて

・実践発表会、研究紀要の完成
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（８）平成２６年度の校内研修の取り組みについて

①シラバスとは

本校のシラバスは、いつ頃（学期・月）、どのような内容の学習を行い（単元・学習内容）、

その学習内容のどのようなことがどこまでできればよいのか（学習目標・評価規準・観点）、

また、どのような方法で評価をするのか（評価方法）、その学習で使用する教材・教具や機器

は何か（備考）をひとまとめにした学習・評価計画一覧表のことである。

シラバスは、生徒の側から見ると見通しを持って計画的に学習に取り組むための情報が記載さ

れた資料となりますし、教師の側から見ると、進度に沿った、より質の高い授業や評価を行っ

ていくための情報が記載された「学習・授業の設計図」のようなものになる。

②シラバスを活用する目的は

作成したシラバスを活用する目的は、生徒・保護者と教師が各教科の学習に関する情報を共

有し、授業や家庭学習を計画的かつ効果的に行うことが学力向上の一方策となるのか、シラバ

ス活用による生徒の学力の変容やシラバス活用による成果と課題を整理し、今後の生徒たちの

学力向上につなげていくことにある。

今回、全教科が同じ形式のシラバスを作成し学力向上に向けた取り組みをすることで、どの

教科がどのような取り組みを行い、どのような成果や課題があったのか「見える化」するとと

もに「情報の共有化」し、生徒たちの学力向上につなげようとするものです。また、学習進度

が極端に遅れたり、学習内容の大幅な変更が起きたりしないための指針ともなる。

③シラバスの活用について

昨年実施した生徒の実態調査から、家庭学習に取り組んでいる生徒のほとんどは、宿題に時

間を費やしていること、予習・復習を行っている生徒はあまりいないことが明らかになった。

また、各学年が取り組んでいる家庭学習ノートについても提出することが目的となり、内容の

ある学習になっていない生徒もいるようだ。

シラバスの基本的な使い方については、研修部が年度当初の会議までに資料を作成し、学年

集会、学活で説明するための準備を進めます。また、各教科では授業のオリエンテーションの

中で、各教科のシラバスを活用した学力向上に関する取り組みについて説明をしてください。

なお、配付用の全教科のシラバス集の他に必要に応じて、各教科のシラバスを印刷したもの

（使いやすく印刷したもの）を配付することも考えられますので、年度当初の教科会で検討

し準備を進めて欲しい。

ア．教師の活用

・授業計画としての活用・・・・・授業研究のための資料、授業の進度の確認のため週

案とあわせて利用する。

・評価計画としての活用・・・・・評価時期、評価方法、評価の観点などの確認のため

の資料として利用する。

・定期テストのための活用・・・・定期テストの範囲決定や内容決定のための資料とし

て利用する。

イ．生徒の活用

・家庭学習の資料として活用・・・予習、復習を行うための学習内容の確認のための資

料として利用する。

・評価の確認のための活用・・・・授業で何がどこまでできれば良いのか事前に確認し

目標を持って授業に取り組むための資料として活用する。

・定期テスト計画のための活用・・具体的なテスト計画の立案と確認のための資料とし

て活用する。

ウ．これまでと変更が必要なこと
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・ 教師の活用については特に変更が必要なことはありませんが、学習の進度が遅れたり、

学習内容を変更したりする場合には、生徒・保護者への説明資料（遅れている理由、

対応策の説明など）が必要になることが考えられる。→自分の授業についての説明責

任を果たすため・生徒の活用に関しては次のことについてこれまでの資料の使い回し

はできなくなることが考えられる。

・家庭学習に関する説明資料、テスト勉強のしかたとテスト計画、長期休業中の学習計

画→シラバスを活用した具体的な計画の作成と確認をさせる必要があるため、次年度

については、全学年共通のこれらの資料を研修部が作成し、教務部に使ってもらうよ

うに準備を進める必要がある。

エ．シラバスを活用した授業の実践とシラバスの活用の評価について

・シラバスを活用した授業の実践

シラバスの基本的な活用のしかたについては全教科共通とするが、次年度は、シラバ

スを活用して学力向上をめざした、指導と評価の一体化に関する実践を本格的に行う。

各教科では、作成したシラバスを授業でどのように活用することが生徒の学力向上

につながるのか検討し、重点を決め実践を行います。重点については昨年の実践の例

では

1．下位生徒（Cの生徒）への対応と変容に関する取り組み

2．シラバスとワークシートを用いた、学習ノートの活用と家庭学習の取り組み

3．シラバスを活用した家庭学習ノートの取り組み

4．情報機器やデジタル教科書の活用とシラバスの利用に関する取り組み

→デジタル教科書については、年度当初の配当予算で計上し、優先順位を決めて整

備していくなどが必要。なお、デジタル教科書については、すべての普通教室と電

子黒板・パソコンのある特別教室で利用が可能です。などの実践が考えられる。

・シラバスの活用と評価について

シラバスの活用の評価については次のようなことが考えられる。

・学習・生活実態調査（５月と12月(予定)）で生徒・保護者の変容を確認する。

・定期テスト、学力テスト、評価などの変容について抽出調査を行い変容を確認する。

・研究のまとめで1年間の実践の評価を行い、今後のシラバスの活用について検討する。

年度当初の日程について

・第1回校内研修会

4/3の第1回校内研修会で本年度のシラバスを活用した実践の具体、各教科の重点に

ついての交流、シラバスの活用についての指導資料などについて確認する。

・シラバスの生徒への説明について

4月第2週の学年集会、学級活動、各教科のオリエンテーションで生徒に説明し、シラ

バスの活用を開始します。

・シラバスの配付について

４月第1週に各教科で作成したシラバスを研修部が綴じ込み配付準備を行い、４月第2

週に生徒に配付します。

④平成２６年度の実践・研究のまとめ

ア．はじめに

本年度の校内研究は3年計画のまとめの年だった。平成26年3月には、２年間の時

間をかけ、各教科で作成に取り組んできた。年間の授業計画と授業の目標がわかり、

評価方法や評価規準（基準）がわかる、全教科共通形式のシラバスを完成させるこ

とができ、４月に生徒に配布した。シラバスについては、作成することが目的では

なく、各教科が、生徒たちの学力向上の方策として活用することを目的として、本
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年度の実践・研究に取り組んだ。そのため、学年主体のこれまでの実践・研究に加

え、各教科の実践を進めるため、教科会の設定などを行い、この1年間、実践を重ね

てきた。研究の柱は、

1．生徒たちの学力向上の手段・方法として、指導と評価の一体化をめざし、シラバス

を活用した授業に関する実践。

2．生徒たちの学力向上の手段・方法として、ICT(情報機器)を活用した授業の実践

以上の２つとし、各教科実践に取り組んできました。各教科の実践内容と実践の成

果と課題、次年度以降の取り組みについては、一覧表にまとめたとおりです。ここで

は、生徒、保護者、教員を対象に行った調査結果をもとに実践・研究のまとめを行う。

イ．実践・研究を振り返って

・本年度の校内研究

1．研究主題

確かな学力を身につけるための指導と評価の一体化

～シラバスを活用した生徒が意欲的に学習に取り組むための学習指導の工夫～

−教師同士が見える実践、生徒が変容する実践を通して学力向上をめざす−

2．研究主題設定の理由（抜粋）

本校の最大の課題は生徒の学力向上にあるため、研究主題を「確かな学力を

身につけるための授業の指導と評価の一体化」と設定し実践・研究を重ねてき

た。しかし、生徒の学力向上については、決定的な改善策を見いだすことがで

きていないため、改善策としてシラバスを活用した指導と評価が一体化した学

力向上の取り組みを行うこととし、共通の書式のシラバスの作成と指導と評価

の一体化に向けた実践・研修を推進してきた。また、学力向上の一方策として、

ICT機器を活用した授業実践の推進と研修を行ってきた。本年度は、校内研究の

まとめの年度であり、生徒が具体的な目標を持ち意欲的に各教科の学習に取り

組み、学力向上をめざすために、各教科が作成したシラバスを活用し、指導と

評価の一体化を目指した実践を行い、成果と課題をまとめることとした。重点

にシラバスの交流や授業の交流などの実践を「見える化」し、研究主題に迫る

実践・研究を推進する。

3．研究仮説（抜粋）

これまで、確かな学力を身につけさせるために、身につけさせたい理想的な

学習習慣を意識した取り組みを行い、学習習慣の定着は、ほぼ達成できた。し

かし、生徒が身につけた知識や技能を生かし目標を持って自らの学力を向上さ

せる状況には至らなかった。そこで、定着した学習習慣を基盤に、生徒が学力

向上するために具体的な目標や見通しをもち学習に臨むために、学習目標・学

習内容や評価規準がわかり・見えるシラバスを提示したうえで、学習に取り組

むために必要な指導と評価活動を行うことで、学力向上につながると考えた。

また、学力向上の一方策として、整備したICT機器を活用し、各教科がわかる・

できる授業を行うことで、生徒が意欲を持って学習に取り組み学力向上が可能

になると考えた。

この２つの仮説をもとに3年間の実践と研究のまとめを推進する。

・本年度の実践・研究

年度当初の計画をもとに、本年度はシラバスを活用した、次の実践・研究を推進

してきた。
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1．各教科がシラバスを活用した授業や家庭学習の取り組みを通して、生徒がどのよう

に変容するかを確認し、「指導と評価の一体化」をめざした実践について成果と課

題を検証する。

2．シラバスの活用及びICT活用と学力向上に関する実践研究について整理しまとめる。

・シラバスを活用した実践について

ウ．平成24年度に作成したシラバスを共通の内容になるように各教科が改訂を行い、

平成26年3月にはシラバスを完成させることができました。また、４月には、生徒

たちに配布することができました。（教員の異動で授業内容を大幅に変更した音楽

についても、6月には生徒に配布することができた。）各教科の「シラバス活用の各

教科の実践」から、各教科が研究テーマに沿ってシラバスを活用した授業や家庭学

習の実践が行われ、成果と課題が示され、次年度以降のシラバスの活用した実践に

ついても様々な提案があった。そこで、各教科から出された実践・研究のまとめと

平成26年12月に実施した、教職員、生徒、保護者対象のアンケート調査の結果を

もとに、成果と課題についてまとめた。

生活・学習に関する実態調査から（設問番号は教職員向け調査のもの）

シラバスの各教科の授業での活用については、活用をしている、ややしていると

いう教員が半数。活用をしていない、ややしていなという教員が半数という結果で

した。（全回答者に対する割合のため合計が100％にはなっていない。）

これは、「シラバス活用の各教科の実践」にもあったとおり、教科の特性や履修

内容などから、全ての授業でシラバスを活用することが難しかったようだ。そのた

め、全ての教科が生徒たちの変容を確認することは難しかったようだ。シラバス活

用の効果や活用の工夫については、各教科から示されていること、次年度以降もシ

ラバスを有効に活用する方策が提案されていることから、各教科が実践を重ねてい

くことが望ましいと言えそうだ。

問3 担当教科でシ

ラバス活用している

か><家庭でシラバス
を活用しているか

教員 生徒 保護者
問7シラバスに沿っ
た進度で授業を

行っているか

教員 生徒 保護者

1 している 14.3% 9.2% 6.2% 1 している 21.4% 38.2% 8.0%
2 ややしている 32.1% 35.2% 16.9% 2 ややしている 42.9% 45.1% 58.6%
3 あまりしていない 35.7% 40.1% 32.3% 3 あまりしていない 17.9% 12.8% 15.5%

4 していない 10.7% 15.4% 26.2% 4 していない 10.7% 3.9% 5.1%

5わからない 16.9%

問9シラバスを配布
することで生徒が見

通しを持って学習計

画を立てているか

教員 生徒 保護者
問10この形式のシ

ラバスの継続
教員

生徒(無効
無回答を除
いた補正

値）

保護者

1 思う.><やっている 7.1% 4.0% ー
1 思う、やや思う><
配布したほうが良い 73.5% 63.8% 71.2%

2 やや思う><やや

やっている 28.6% 24.8% ー
4 思わない、やや

思わない><配布し
なくて良い

25.0% 36.1% 20.2%

3 やや思わない><や
ややっていない

42.9% 32.9% ー

4 思わない><やって

いない 14.3% 38.1% ー
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一方、家庭学習の内容については、宿題と回答した生徒が85.2%いますが、復習

42.1％、苦手な教科の学習29.8％、予習26.3％という実態で毎日宿題をやるのが

精一杯という状況が考えられます。また、計画的に家庭学習に取り組んでいる生徒

は21.3％と少ないことも気になる。シラバスを活用していると回答した生徒は、9.

2％と少なく、やや活用していると回答した生徒とあわせても44.4％という結果だ

った。これらのことから考えると、生徒たちは、宿題には取り組んでいることから、

各教科で出す宿題の内容は、シラバスに即したものであることや次の授業に見通し

を持って予習できるものにするなど各教科が宿題の工夫を検討する必要がありそう

に思う。そうすることで、朝、他の生徒のやった宿題を写して提出するなど効果の

期待できない家庭学習からの脱却ができそうだ。生徒たちがシラバスを効果的に活

用し計画を立てて家庭学習には取り組めていないという実態と、教職員対象の調査

から、シラバスの活用について、生徒に説明していないと回答した教員が、32.1％

いう実態を踏まえると、各教科がシラバスを活用した家庭学習のしかたについて検

討し、授業の中で示したり、各学年が家庭学習の取り組みについて指導することが

必要と言えそうだ。

次に、シラバスで計画した進度で授業が行われているかという問いには、生徒・

保護者の約20％が行われていないと回答している。教員も28.6％が計画通りの進

度で授業が進んでいないと回答している。これは、天候に左右される教科や授業時

数が少ない教科で考えられることでこのような場合には理由が明確なため生徒や保

護者に理解を得ることは可能だが、計画通りに授業を行うことができてない場合な

どには、シラバスの変更を生徒と保護者に伝える必要だ。年度当初にシラバスを配

布することについては、教員、生徒、保護者とも70％近くが年度当初に配るのがよ

いと回答しており、各教科が次年度以降のシラバスの活用を考えていることから、3

月までにより生徒たちにとってわかりやすい内容に改訂し、次年度も年度当初の配

布ができるようにしたいと考えている。

エ．ICTを活用した実践について

ICT活用に関する質問
問16実物投影機 パソコン、パ

ワーポイント

教材

問18DVD教
材

問19iPad 問20デジタ
ル教科書

1使っている 14.3% 21.4% 17.9% 14.3% 3.6%
2やや使っている 25.0% 10.7% 28.6% 3.6% 7.1%
3あまり使っていない 25.0% 10.7% 21.4% 3.6% 3.6%
4使っていない 28.6% 50.0% 25.0% 71.4% 78.6%

問21情報機器は

生徒の学習意欲

を高めるか

問22情報機

器はわかる

授業に効果

的

問2３情報機

器活用で生

徒たちができ

る授業が可
能

問24本校は

情報機器環

境が整備さ

れている

問25授業で

活用可能な

デジタルコン

テンツの利用

1思う 32.1% 35.7% 10.7% 71.4% 39.3%
2やや思う 60.7% 60.7% 60.7% 25.0% 46.4%
3やや思わない 0.0% 0.0% 17.9% 3.6% 7.1%
4思わない 3.6% 3.6% 10.7% 0.0% 0.0%
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教職員対象の調査結果は、上表の通りでした。実物投影機を利用している教員は、

約40％、パソコンやパワーポイント教材を利用している教員は約32％、DVD教材

を活用している教員が約46％、iPadを活用している教員が約18％と言う結果で、

中学校の授業でICTを活用している割合が35.8％というJAPETの調査結果(2011

年)と比較しても高いと言えそうだ。 ICT機器の活用については、生徒の学習意欲

を高めると思う、やや思うという回答が92.8％であり、幼い頃から、マルチメディ

アに慣れ親しんでいる生徒たちにとって、ICT機器を活用した授業が学習意欲を高め

る効果があることが考えられる。ICT機器の活用が「わかる授業」に効果的と思う、

やや思うという回答が96.4%と高く、「わかる」というレベルでは、有効と考えら

れます。例えば数学のグラフや図形の学習、音楽の内容がわかるデジタルコンテン

ツの活用、体育科の生徒たちの運動を撮影しフィードバックに活用、技術・家庭科

や理科のデジタル教科書の活用など様々な実践が行われた。生徒の学力向上は「わ

かる授業」から「できる授業」への変換で可能になるが、「できる授業」への活用

の効果は71.4％だった。そのような中で、体育科のiPadで生徒の活動を撮影し評価

活動に生かしているという取り組みは、下位生徒の学力向上に有効な手段として効

果が期待できそうだ。ICT機器を活用した学力の向上については、各教科の授業での

効果的な活用方法の確立や、活用場面、活用方法の検討など、次年度以降は、さら

に吟味していく必要がありそうだ。

オ．本年度の実践・研究のまとめ

本年度は、３年間の実践・研究をもとに各教科共通の形式のシラバスを活用する

ことで、生徒がどのように変容するかを確認するための実践を進めてきた。その結

果、各教科が様々な実践に取り組み、それぞれの成果と課題をまとめることができ

た。特に理科のシラバスを活用したノート作りの取り組みや数学のシラバスをもと

に学習ガイド表を作成しチェックする取り組みなど生徒の学習に対する考え方や姿

勢を変容させる取り組みは大きな成果といえそうだ。そのような中、シラバスを活

用した学力向上、ICTを活用した学力の向上をめざすためには、解決しなければなら

ない問題や課題も明らかになってきた。教員は授業だけではなく、生徒指導や課外

活動など、生徒と向かいあい教育実践をしているため多忙で、新たな取り組みを取

り入れた授業を創ることが難しいと言われる。しかし、新たな教育の流れについて

全ての教職員が共通理解し、生徒たちが、社会の変化に対応し生きぬく力をはぐく

むための教育活動を推進していく必要があります。本年度は、札幌市教育委員会か

ら学力向上に関する各学校の取り組みについて具体的な計画、実践と評価が求めら

れることになる。そのとき、全教科が方向性を一致させた取り組みの中で完成させ

た、本校のシラバスは強みとなるはずである。

理由は、多くの場合、各教科の指導書などをそのままコピーした実際の授業とかけ

離れた年間指導計画を作成している場合があるが、本校のシラバスは、各教科の実

態や生徒の実態をもとに実際の授業の進度や内容を考え、さらには単元・題材・本

時の目標を明記し、評価規準（基準）を明記した資料となっているからだ。

このことを踏まえ、これまでの実践・研究の成果と課題を整理し、教育課程検討委

員会等で検討し、各教科が実践に取り組むことが必要だ。
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３年間の本校の研究は、本年度で終了します。しかし、これまでの実践・研究で

得られた知見を本校の教育課程に位置づけ、教育活動を推進することが必要であり、

生徒の学力が向上する取り組みをこれからも継続していくことが大切だ。

そのためには、本年度内に教育課程委員会を開催し、次年度以降の学力向上の取り

組みについて、３年間の研修部の実践・研究の成果と課題をもとに内容の精査と今

後の具体的な取り組みについて検討をしておく必要がある。

先生たちには、教科会の開催や資料の提出など、多忙で厳しい日程の中、無理なお

願いをしましたが、３年間の研修部の実践・研究への協力をいただき、成果と課題

を整理することができたことに感謝いたします。
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本校の校内研究は、「学力向上」に関する実践・研究を９年間継続してきた。

実践・研究始めた頃は、生徒たちが落ち着かない状況にあり、このような状況を立て直

すためには、生徒たちにとって「わかる授業」を実現することが必要と考えた。また、生

徒対象に学習に関する調査を実施し、生徒の学校・家庭での学習状況や各教科の授業に対

する生徒の感想を根拠として学力向上をめざすこととした。

その結果、本校の生徒たちは「理解力はあるが定着率が悪く、その後の学習に生かされ

ない」という課題があることが明らかになり、生徒たちが「わかる授業」、「基礎･基本の定

着」、「主体的に学習に取り組む学習形態」、「自己評価活動」、「下位生徒への対応」などが

必要であり、教師たちが「確かな学力を身につけさせるための授業改善」をめざし、授業

公開・授業交流を繰り返しながら平成 18 年度から平成 20 年度までの３年間実践・研究

に取り組んだ。そして、この３年間で、生徒たちは落ち着きを取り戻し、授業にもまじめ

に取り組みようになったのだが、あまり家庭学習をしていないという実態があるため、教

師たちが「わかる授業」を実現したとしても、家庭で学習をしない生徒たちが学力向上が

難しいことも明らかになった。

そこで、平成 21 年度からの校内研究では、「学習習慣の定着」を学力向上の方策として、

授業規律の確立、家庭学習の充実に関する実践・研究に取り組むこととした。また、「学習

習慣の定着」をめざすため、研究母体を教科から学年と変更し、実践を行った。そこで、

学校全体で行う公開授業のほかに、学年単位で行う公開授業を実施することとし、学年内

で授業の交流や授業の振り返りを深めることとした。

平成 22 年度からは、「学習習慣の定着」についての６つの重点を示し、各学年が重点を

決め、実践に取り組むこととした。この結果、生徒たちは、落ち着いた環境で、規律ある

態度で学習に臨むなど、学習習慣の定着が図れた。そこで、これらの取り組みを継続する

こととし、さらに、効果的な方策を検討し、生徒たちが、３年間を見通して授業に取り組

み、「わかる」から「できる」に変化するための取り組みが必要という結論に達した。さら

に、授業の実施時期や内容が一目でわかり、評価の観点や規準がわかる、シラバスを用い

た、授業の取り組みが生徒たちの学力向上に効果的ではないかということになり平成 23

年からシラバスの作成に取り組み始めた。

当初は、教職員の共通理解が難しく、指導書などの授業計画をそのままコピーしたもの

の利用を考える教科もあり、平成 23 年度には完成に至らなかった。そこで、平成 24 年

度から、研究テーマを「確かな学力を身につけるための指導と評価の一体化」とし、その

具体の方法としてシラバスを活用した授業の取り組みを行うこととした。この年も、学年

の重点を決め、授業や家庭学習の取り組みなどの実践を継続することとした。また、各教

科が使いやすいと考えるシラバスの完成をめざすこととした。

シラバスを活用することで、見通しを持ち計画的に家庭学習に取り組んだり、次時の各

教科の予習を行ったりすることが可能で、評価の観点や方法、内容が示してあれば、各自

が目標を設定し、学習に取り組むことが可能になるため、学力向上につながると考えたた

３ 9 年間の校内研究のまとめ
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めである。加えて、シラバスを活用することで「指導と評価の一体化」をめざした学習活

動が可能になり、教師の一方的な「指導」と「評価」ではなく、生徒たちの学習活動に対

する評価を行い、その結果を一人ひとりの学習状況の確認を行い指導に生かすことで、双

方向の学習活動を期待することができるからである。

また、この年から、各教室に整備した情報機器を効果的に活用した授業を行うこととし、

実物投影機やデジタルコンテンツなどを活用した授業にも取り組むこととした。

シラバスを作成するためには、各教科が内容を検討する必要があるため、これまでの学

年主体の実践から各教科の実践もあわせて行うこととし、実践研究が行われた。平成 25

年４月には各教科が考えたシラバスが完成し、生徒と家庭に配布した。しかし

各教科の記載内容や様式が異なるため、使いにくいという意見もあり、平成 25 年度中に、

共通様式のシラバスに改善することとした。さらに、年数回授業公開をしても効果が期待

できないことから、全員が授業交流し学力向上にむけた取り組みの工夫を確認することと

し、期間を決め実施した。共通様式のシラバスについては、研修部が様式を提示し、各教

科が前年作成したシラバスを修正し、授業の時期や評価計画がわかるものとし、４月に配

布することができた。

このように、９年間の実践・研究から、指導と評価を一体化、シラバスを活用した学習

活動の取り組みにより、授業や家庭学習が充実し学力向上につながる取り組みになること

を期待した。

平成 26 年度は、シラバスを活用した授業、情報機器を活用した効果的な授業の２点を

重点に、各教科、各学年が実践を行ってきた。しかし、生活と学習に関する調査結果及び

教職員向けアンケート調査結果から、シラバスを活用している教師が半分程度しかいない

こと、シラバスを常に活用している生徒が 9%と少ないことからシラバスの効果的な活用

には至っていない。

情報機器の活用については、半数以上の教員が積極的に活用しており、生徒たちも「授

業がわかりやすい」「ややわかりやすい」という生徒が 90%を超えるなど、「わかる授業」

が実現していることがわかった。しかし、「できる」かという設問には、70%生徒が「で

きる」「ややできる」と回答していないことから、「できる授業」を実現させるためには、

情報機器の活用の工夫が必要なことも明らかになった。

このような成果と課題をもとにこれからも生徒の学力向上のための取り組みをしていく

が、学力向上はテストの得点力アップが目的ではなく、一人一人の生徒たちが社会で生活

していくために必要な、知識や技能、思考・判断・表現力をはぐくむところにある。その

ためには、時間はかかりそうだがシラバスを活用し、生徒たちが見通しを持って学習に臨

める取り組みを教職員が共通理解し組織的にこの研究を継続していくことを望む。
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（１）情報モラル教育とは

モラルとは『(1)道徳．倫理．習俗．(2)道徳を単に一般的な規律としてではなく、自己

の生き方と密着させて具象化したところに生まれる思想や態度。』（広辞苑）とあり、社会

に生きていくうえでの基礎となる善悪の判断力や主体的な態度のことを言う。したがって、

情報モラルとは、「情報社会を生きぬき、健全に発展させていく上で、すべての国民が身に

つけておくべき考え方や態度」と考えることができる。

また、情報モラルは、「情報活用能力」の中の「情報社会に参画する態度」の重要な柱と

なる。(平成 18 年度文部科学省委託事業『情報モラル等指導サポート事業』の成果のまと

めから)情報社会に参画する態度については、次のように示されている。

1998 年の文部科学省答申で示された「情報社会に参画する態度」について

「情報社会に参画する態度」とは、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であり、「情報活用の実践力」と「情報の

科学的な理解」に基づき、情報化が人間や社会に及ぼす影響や、影の影響を克服するため

の方策を考えさせることで培われる。

学習の進め方としては、小学校段階では、影の影響を極力排するように教員が情報や情

報手段の活用場面を設定し、徐々に子供たちの主体性に委ねていく過程で、影の影響やそ

れへの対処法を明示的に指導していくことが必要である。

学習の範囲としては、情報技術と生活や産業、コンピュータに依存した社会の問題点、

情報モラル・マナー、プライバシー、著作権、コンピュータ犯罪、コンピュータセキュリ

ティ、マスメディアの社会への影響などが考えられる。

これらの学習においては、自分自身が情報社会の創造に関与するという観点から、単な

る情報の受け手としてではなく、自らが情報の発信者になる場合の態度の育成が重要であ

る。

また、同事業の成果とまとめでは、『わが国の情報モラル教育の目的には、「情報社会に

的確な判断ができない児童・生徒を守り、危ない目にあわせない」、危険回避（情報安全

教育）の側面があるが、モラルは、様々な場面での的確な判断力を養う礎（いしずえ）に

なるので、危険を避けるノウハウだけを教えるだけではなく、情報教育のねらいである「情

報社会に参画する態度」の育成、ひいては「情報の科学的な理解」、「情報活用の実践力」

の育成のバランスのなかで育成することが求められる』と指摘した。

さらに、道徳との関連について、『情報モラルの具体的な目標を体系的に整理していく

と、道徳などで扱われている「日常生活におけるモラル（日常モラル）の育成」と重複す

る部分が多いことがわかる。また、道徳の内容項目と関連させ、「集団や社会」が仮想的

（バーチャル）な関係も含めた「情報ネットワーク社会」に置き換わるだけと考えてもよ

いが、日常の社会では、個人、家庭、地域社会と順に経験しながら、ゆっくり時間をかけ

４ 情報モラル教育に関する実践・研究のまとめ
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てその関係を理解していくことができるのに対し、情報ネットワークでは、見えない人と

のつながりや社会との接点が同時に生じてしまう点が異なり、一方では、即座に出合うか

もしれない危険をうまくさける知恵をさずけることが求められるが、長い目で見れば、情

報社会の特性やネットワークの特性の理解をすすめ、自分自身で的確な判断力を育成する

ことが求められるため、情報モラル教育を体系的に推進していく必要性がある。』として

いる。

情報モラル教育の内容としては、『情報社会における正しい判断や望ましい態度を育て

ることで、自分を律し適切に行動できる正しい判断力と、相手を思いやる豊かな心情、さ

らに積極的にネットワークをよりよくしようとする公共心を育てる「心を磨く領域」と、

情報社会で安全に生活するための危険回避の方法の理解やセキュリティの知識・技術、健

康への意識など「知恵を磨く領域」の二つで「心」と「知恵」の育成は常に表裏一体で、

情報モラルの指導に当たっては、「心」も「知恵」も共に意識しながら、日常的に一体的

に指導することが求められる。 すなわち、すべての教員がかかわり、学校をあげて取り

組むことが必要になる。』ということを示し、モデルカリキュラムとその構成として次の

５つの柱を示した。

情報モラル教育の５つの柱

１．情報社会の倫理

２．法の理解と遵守

３．安全への知恵

４．情報セキュリティ

５．公共的なネットワーク社会の構築

これらの事を踏まえ、文部科学省では、平成 20 年 3 月に告示した学習指導要領で情

報モラル教育について総則の中で明示するとともに、「教育の情報化に関する手引き」（平

成 22 年 10 月）第 5 章では、『情報モラル教育の基本的な考え方の中で、「情報モラル」

とは、「情報社会で適正に活動するための基となる考え方や態度」のことであり（小学校、

中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領解説総則編及び道徳編）、その範囲は、

「他者への影響を考え、人権、知的財産権など自他の権利を尊重し、情報社会での行動に

責任をもつこと」、「危険回避など情報を正しく安全に利用できること」、「コンピュータな

どの情報機器の使用による健康とのかかわりを理解すること」など多岐にわたっている。』

と定義した。

これらの提言や教育の情報化に関する手引きに記載された内容、そして学習指導要領に

示されたことを、各学校が教育課程に位置づけ、情報モラルの授業、適切な生徒指導、家

庭と連携した啓発活動を組織的、かつ全教員が取り組むことで、現在起きている様々なネ

ット上の問題やトラブルが解決できる可能性が高いと考えられる。しかし、道徳の時間の

授業と関連させた情報モラルの授業や各教科と情報モラルの内容を関連づけた学習や複数

の教科と関連づけた横断的な学習、情報モラルの内容と生徒指導を関連づけた指導、家庭

への啓発活動に関する、事例報告が多くないため、各学校が文部科学省の示す情報モラル

教育に取り組むことも考えられる。

もちろん、本校のように、道徳の時間を中心とした情報モラルの授業を行っていても様々
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な問題やトラブルが起きる。しかし、本校のこれまでの実践をふり返ると、ネット上の問

題やトラブルが起きても情報モラルの授業を行っているため、生徒たちが指導を理解し、

受け入れることができるので問題が大きくなる前に解決することが多い。

本校では、これまで９年間の実践・研究を踏まえ、3 年間の中学校生活を見通し、学校全

体で取り組む、意図的で計画的な情報モラル教育が重要と考え、試行錯誤を繰り返しなが

ら、すべての教員が取り組む情報モラル教育を推進してきた。

本紀要では、名古屋市の金城学院大学教授 長谷川元洋氏と取り組んだ、９年間の共同

研究の成果と課題をまとめた。

（２）年間の情報モラル教育の実践について

最初に、本校が９年間取り組んできた情報モラル教育の実践内容について、時系列にま

とめた。

情報機器は年々進化しており、対応のしかたが複雑化しており、指導が困難な状況にあ

るという声も聞く。しかし、起きている問題やトラブルの本質に変化はないため、学校が

自分たちの問題として危機感を持ち、情報モラル教育に取り組むことができれば、多くの

問題は解決できる。ところが、問題が多発し、対処療法的な指導を行う学校が多いため、

生徒たちは問題の本質や解決策を考えたり、心情面を理解したりできずに、次々に問題や

トラブルを起こしている。このことを踏まえると、学校は、生徒指導だけで問題解決をし

ようとせず、バランスの良い情報モラル教育に取り組む必要がある。

本校の情報モラル教育は、総合的な学習の時間の情報モラルの授業からスタートし、紆

余曲折しながら試行を繰り返し、ある程度の成果が期待できる取り組みになった。本紀要

では、その知見も合わせて紹介する。

（３）2006 年-2008 年度の実践

現在は、パソコンと同等以上の高性能なスマートフォンが普及し、個人専用のインター

ネット端末として利用でき、SNS に高画質の画像や動画の投稿を行うことも容易なため、

問題やトラブルが深刻化している。

2006 年当時は、スマートフォンが現在のように普及しておらず、インターネットは家

族共用のパソコンを利用することが多いため、家族が問題やトラブルに気がつくこともあ

った。また、この時期、携帯電話が普及し、生徒の半数近くが自分の携帯電話を所持して

いたが、発生するトラブルは、メールや掲示板への書き込みに関するものが多かった。し

かし、学校裏サイトなどのネットを利用した、いじめは深刻な状況だった。

2006 年度から 2008 年度の 3 年間の実践は、総合的な学習の時間を活用した情報モ

ラルの授業の開発、道徳の時間の情報モラルの授業の基盤づくりを試行錯誤しながら作り

上げた時期であった。

（４）2006 年度の実践

本校では 2006 年当時、生徒たちが落ち着かず、生徒指導が困難な状況にあった。そこ

で、当時の学校長は、「落ち着いた学習環境の整備」、「学力の向上」の２点を年度の重点に

学校改革に取り組みはじめた。

この年入学した生徒たちの間では、入学当初から電子メールや掲示板を使った、いじめ

が発生しており、問題への対応や指導に追われることがあった。このような状況もあり、
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本校においても、情報モラル教育の必要性への認識は高まってきていた。しかし、指導方

法や実際に問題が発生した際の対応方法に自信を持てない教師が多かったため、コンピュ

ータやインターネットに詳しい教師以外は、情報モラル教育に取り組むことが難しい状態

でもあった。

文部科学省（2007）は、「今後、すべての先生方が情報モラル教育を指導する能力を身

に付け、授業における実践を通して、子どもたちの適切な情報活用能力の向上に資するよ

う」と述べているが、本校では 2006 年度から次のような取り組みを始めた。

本校では、すべての教師が情報モラル教育を指導する能力を身につけることが期待され

ていることからも、すべての教員が指導できる情報モラルの授業を開発することは重要で

あると考えた。そこで、以前から交流のあった名古屋市の金城学院大学長谷川元洋教授（当

時は助教授）の協力を得て、情報モラル教育に関する実践を始めることとし、8 月下旬に

出前授業を行うこととした。同時に、生徒、教師の実態にあった授業を開発するため、最

初に生徒の実態を把握するための事前アンケートを行った。

この結果、本校では、45%以上の生徒がインターネットまたは携帯電話を家庭で利用し、

そのうちの約 23%の生徒が何らかのネット上のトラブルに巻き込まれた経験があること、

ネットの利用制限がない家庭がインターネット利用で約 15%、携帯電話では 25%あると

いう実態が明らかになった。

生徒の実態調査結果は、本校の教員にとって、衝撃的であった。インターネット、携帯

電話の利用率は、第１学年の教員の予想より数値が高く、また、ネット上のトラブルに巻

き込まれた経験がある生徒が約 23％もいることを把握していなかった。当時の第１学年

の教員に対する聞き取り調査では、「ネット上で問題行動を起こしている生徒への対応の仕

方が難しい」、「いじめ、誹謗・中傷、インターネットの特性（利点・欠点）と使い方など

について指導が必要である」という内容が多かった。

この調査は、授業を設計するために行った調査であったが、教員たちが情報モラルの必

要性を強く感じるようになるきっかけにもなった。そこで、これまでの長谷川氏の経験を

元に、平岡中学校における情報モラル教育のカリキュラムを検討した。

その結果、総合的な学習の時間を中心に道徳の時間、国語で計 12 時間の授業を行うこ

とを計画し、学年すべての教員で次のような取り組みをはじめた。

①情報モラルの授業計画を作成する上で重視した点

生徒と教師の実態調査の結果から、情報モラルの授業計画を考える上で次の点を重視

することにした。

1.ネット上で発生している問題を生徒が身近な問題として捉えられること

2.発生した問題の影響について生徒が理解できること

3.教師に技術的な知識や情報モラルに関する知識が無くても指導できる内容である

こと

4.担当教科に関係なくすべての教師が関わる授業とすること

5.全ての教師が経験したことがある指導方法にすること

6.生徒に指導する中で、教師も学ぶことができるような方法をとること

7.単に情報モラルの勉強をしただけでなく、生徒が学んだ情報モラルを他の生徒に
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伝える活動を盛り込むこと

8.限られた授業時間内で、教師が生徒に学ばせるべきであると考える内容を含める

ことができるようにすること

などを考え授業をスタートすることにした。

②授業の流れとその意図

第１学年の会議で検討した結果、総合的な学習の時間、道徳の時間、国語の横断的な

授業で課題解決型の学習を通して情報モラルを学ぶことができる題材を設定すること

にした。

そのようにした理由は、この方法ならば、「生徒は、問題点や課題を認識し、課題解決

の過程を通して正しい行動がとれるようになること」、「教員は、総合的な学習の時間等

で調べ学習の授業経験があるため抵抗なく取り組むことができ、この授業を実践する中

で、情報モラルの知識やトラブルの解決策も身につけることができること」という２つ

の目標が達成できると考えたからである。また、実際に社会で起きている事例をもとに、

生徒が問題点や課題を明らかにし、具体的な解決の手だてを検討することで自分たちの

身近な問題として捉えることができると考えたのである。

そこで、札幌市教育委員会が契約している、北海道新聞記事データベースや長谷川氏

の著書「子どもたちのインターネット事件 親子で学ぶ情報モラル 東京書籍」(2006)

等を活用することにし、さらに、グループで調査しまとめたことを、他のグループの生

徒や他の学級の生徒と情報共有するために、発表・交流場面を設定した。学習のまとめ

は、学んだことを川柳で表現し同年代の子どもたちに伝えることとした。

③授業のテーマ、目標、計画

以下に授業のテーマ、目標、計画を示す。学級ごとにテーマを選択させ、それぞれが

調べたり、考えたりしたことは、発表会や情報モラル川柳づくり等を通じて、共有する

ように計画した。

テーマ：情報モラル教育 「ネットの上手な使い方」

目標：ネットワーク利用についての課題を解決する学習を通して、生徒

の心（ルール・エチケット・マナー）を育て、情報モラルについ

て理解し、考えて行動できる生徒の育成をめざす。

④学習計画

ア．12 時間の学習計画（12 時間：学活 2h、総合 6h、道徳 3h、国語 1h）

回 月・日 学 習 内 容 学 習 計 画

出

前

8/28（月）学活(1h)

特別授業
動機付け ネット利用に関する出前授業

１
10/23(火)全体学活

(1h)
課題設定 学年全体説明テーマの設定

２
11/16（木）道徳(1h)

担任

課題決定

※事前実態調査

情報モラルの事前アンケート、各グループ

の課題決定と課題解決の取組

昼休み・放課後を利用したインターネットや新聞データベースを利用した調べ学習

３
11/21（火）道徳(1h)

担任
学習のまとめ

調べたことをグループでまとめ発表方法を

考えを決める

４

11/22（水）総合(6h)

１日活動日（全教

員）

発表会
調べ学習の学級発表会。学級の代表グルー

プを決め午後から全体発表

５
11/28（火）道徳(1h)

（全教員）

情報モラルの大切さ

を相手に伝える川柳

学習成果を生かすため、テーマを決め、他

の人に伝わる情報モラル川柳について考え
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づくり る

６
12/7（木）国語(1h)

（全教員）

学習のまとめ 情報モラルに関する川柳を完成し、発表・

交流を行う※校内に授業公開

⑤取り扱うことにした内容

学習課題は、生徒の実態調査と教師の聞き取り調査の結果を踏まえ、ネット社会の

歩き方（CEC 2006）が取り扱っている内容から、次の７つを生徒に学ばせるべき内

容とした。そして、学級ごとにテーマを一つずつ選択させた。

授業で取り扱うことにしたテーマ

1. 誹謗・中傷に関すること

2. 肖像権・個人情報に関すること

3. 著作権に関すること

4. ネット上でのトラブルや知り合った人と会うことに関すること

5. コンピュータウイルス・スパイウエアに関すること

6. オークション・ネットショッピングに関すること

7. 電子メールの作法やネット利用に関すること

⑥実施した授業の概要

ア．事前準備

この授業を計画する以前の段階の８月下旬に長谷川氏が１年生を対象に情報

モラルの出前授業を行い、冒頭で本校の生徒の実態等と、恐怖心をあおるチェー

ンメールへの対処方法等について学習した。その後、ネット上のトラブルに巻き

込まれないために、情報モラルについてもっと詳しく学習していく予定であるこ

とを生徒に伝えた。また、第１学年の学年会に長谷川氏が参加し、授業の進め方、

情報モラルの指導についての疑問やネットトラブルの対応の仕方等について相談

し、授業を担当する教師とのコミュニケーションや連携を重視して授業準備を進

めた。

イ．授業計画

1.課題設定（１回目の授業）

体育館で全学級一斉授業を行い、学級ごとの学習課題とグループごとのテーマ

設定をした。

2. 〜課題探究（２回目 ３回目の授業）

調べ学習を行った。一学年の生徒全員が一度にコンピュータ教室を利用するこ

とができないため、１回目の授業後、昼休み・放課後、学級ごとにインターネ

ットを使い調べ学習ができるようにした。教員は、コンピュータ教室で生徒の

活動の様子や調べ学習の内容を確認するよう心がけた。

3.調べ学習のまとめ（４回目の授業）

調べ学習のまとめは、本校の総合的な学習の時間の１日活動日をあて、６時間

（300 分）の授業を行った。グループ調べ学習の段階では、課題を自分たちの

問題として捉えることが出来ない生徒もいたが、発表会の準備を進める過程で意

欲的な取組や工夫が見られるようになった。午後から体育館で各学級が工夫ある

発表を行い学んだことを交流した。最後に、長谷川氏が講評し、この日の活動を
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終えた。

4. 〜学習のまとめ（５ 6 回目の授業）

学習した内容の定着を図り、学んだことを他の生徒たちに伝えるために「情報

モラル川柳」をつくり、学習のまとめとした。全員が取り組む授業づくりをめざ

していることを第１学年の教師同士で確認し、担任、副担任が自分の担当外の学

級で授業を行うことにし、次のねらいと流れで学習した。

1.まとめの学習の授業のねらい

情報モラルの授業を通して学んだことを整理しまとめ、相手に伝わるよう川柳

などで表現し、情報モラルについて他の子どもたちに伝え、今後の生活に生かす

ことができるようになる。

2.授業の流れ

a.ネット上でトラブルは正しい行動が出来なければ自分が加害者・被害者になる

ことを他の子どもたちに川柳で表現し伝える。

b.テーマにそって発想を広げるためウエビングを使いキーワードを書き出す

c.キーワードを元に川柳をつくりグループ内で交流し、作品を相互評価し改良し、

短冊に書いて完成した。６回目の授業は、校内の全教師への普及・啓発をめざ

し他の学年の教師も参観する公開授業とした。

⑦2006 年度の情報モラルの授業の成果と課題

総合的な学習の時間を使った問題解決型の調べ学習を行った結果、当初「ネットで嫌

な思いをした生徒」が 23%いたが、翌年には 11%に減少した。このことから、生徒た

ちが、ネット上のトラブルの原因や解決策を調べて、まとめて、発表する学習は情報モ

ラルの授業としては一定の効果が期待できることがわかった。また、学年の全ての教員

が行う情報モラルの授業の試みでは、授業を行った教員の多くが文部科学省（2007）

の「教師の ICT 活用指導力の実態」に関する調査で、指導に自信を持ったと答えている。

情報モラル教育の必要性が叫ばれる一方、多くの教師が、どのように指導したら良い

かがわからず、情報モラルに詳しい一部の教師だけが指導しているケースが多いという

実態がある。総合的な学習の時間で扱う情報モラルの授業では、コンピュータやインタ

ーネットの詳しい知識が必要となる情報モラルの授業を計画するのではなく、教師一人

一人が日常の授業で行っている手法を生かし、情報モラルの内容を入れた活動を計画す

ることで、比較的簡単に情報モラルの授業ができることが明らかになった。

しかし、この授業では、授業の全体計画の原案を作ったり、授業をコーディネートし

たりする教員が必要であり、このことが翌年の 1 学年を対象とした授業では次のような

課題が出てきた。

（５）2007 年度の実践

2007 年度も 2006 年度と同様に、総合的な学習の時間に情報モラルの授業を行うこ

ととした。しかし、この学年には、授業をコーディネートする教員がいなかったため、総

合的な学習の担当者が、2006 年度の授業の資料を参考に、情報モラルの授業を計画・実

施した。その結果、2006 年度の成果と課題とは異なる課題も出てきた。
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（６）2007 年度の情報モラルの授業の成果と課題

2006 年度と 2007 年度ともほぼ同じ内容の授業を計画したが、2006 年度の第１学

年には、長谷川氏も学年の打ち合わせ会議に参加するなどして、授業の企画から実践まで

関わる形で実施したのに対し、2007 年度は情報教育担当者、長谷川氏ともに、学年会等

には参加せず、総合的な学習の時間の担当者に資料を提供したり、実践方法についての助

言をしたりするにとどめた。

また、2006 年度、2007 年度とも、全教員が総合的な学習の時間の中で生徒を指導す

る形をとったが、2006 年度は副担任も主担当になって学級を指導する機会を設けたが、

2007 年度は学年の教員の意向によってその機会を設けなかった。さらに、2006 年度は

情報モラルに関する 7 つのテーマを設定して実践したが、情報モラルの詳しい知識を持つ

教員がいない 2007 年度の 1 学年は、ネット上の誹謗中傷などのトラブルに限定する形

で実践した。

①2007 年度の学習計画

（14 時間：事前（技術・家庭科 2h、総合 11h、道徳 1h）

回 時期・関係教科等 学 習 内 容 学 習 計 画

事

前

5 月（技術分野）

9 月（技術分野）

動機付け、新聞データ

ベースの使い方（済）

「ネット社会の歩き方」の学習、道新データベース

を使い記事検索、印刷について学習

１ （総合） テーマ設定
オリエンテーション(テーマはネット上のトラブル

の解決に限定)

２ （総合） テーマ・課題設定 グループテーマの決定と課題設定

昼休み・放課後
新聞記事データベース

を利用し資料収集

新聞記事データベースを利用し課題解決のため記

事を探す

３ （総合） 調べ学習
収集した資料をもとにグループで調べ学習や課題

解決学習を行う。

昼休み・放課後
ネットを利用した資料

収集

昼休み、放課後を利用し、ネットを利用した資料収

集活動

４ （総合） 調べ学習
問題点の整理、課題解決の手だて、グループの考え

などを話しあう

５ （総合）
発表に向けた準備と発

表物作成
発表方法の検討

昼休み・放課後活

動

ネットを利用した課題

解決と発表物作成

必要に応じ、発表物作成のための準備活動を行う

（副担任を中心に）

６ （総合） 長谷川氏特別授業
実態調査の結果とネット上のトラブル対応、まとめ

学習の進め方

7

〜

9

（総合） 発表物作成
各学級ごとに発表物を作成する（コンピュータ教

室、各教室）

10 （総合） 学級内発表会 クラス内発表とクラス代表を決定

11 （総合） 学年発表会 各学級の代表の発表

12 （道徳） 学習のまとめ
情報モラル標語をつくり他の生徒たちに学んだこ

とを伝える
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②授業計画を立てる上で重視したこと

・ネット上で発生している問題を生徒が身近な問題として捉えられること

・発生した問題の影響について生徒が理解できること

・教員に技術的な知識や情報モラルに関する知識が無くても指導できる内容であること

・担当教科に関係なくすべての教員が関わる授業とすること

・全ての教員が経験したことがある指導方法にすること

・生徒に指導する中で、教員も学ぶことができるような方法をとること

・単に情報モラルの勉強をしただけでなく、生徒が学んだ情報モラルを他の生徒に伝え

る活動を盛り込むこと

・限られた授業時間内で、教員が生徒に学ばせるべきであると考える内容を含めること

このように 2006 年度と同様の学習を行った。生徒は、熱心に調べ学習に取り組み、情

報モラルに関する意識が高まったが、教員の情報モラルの指導に関する調査では、「生徒が

情報社会の特性について理解し、適切に判断し行動する態度を育成すること」に関する項

目では「ほとんどできない」と回答した教員の割合が 2006 年度と比較すると多かった。

（「教師の ICT 活用指導力の実態」に関する調査 文部科学省（200８））、これは、副担

任が授業を担当し、生徒を指導する機会が少なかったことが影響したことが考えられた。

その理由は、安全教育に関しては、担任、副担任全員で授業を行うことで、生徒ととも

に教員も事例について学ぶことができるが、副担任が授業の主担当として指導する機会が

ないと、指導者としてインターネットや携帯電話を利用することについて考える機会が少

ないため指導に自信が持てないという結果になったことが考えられる。

これらのことから、情報モラル教育は、すべての教員が授業を担当し、行う必要があり、

総合的な学習の時間でこの授業を行う場合は、その趣旨に沿い、すべての教員が主担当と

して授業を担当する機会を設ける必要があることがわかった。

２年間の取り組みから、2006 年度に開発した問題解決型の授業は全ての教員が情報モ

ラルの指導を行うための授業方法の一つと言えるが、総合的な学習の時間に情報モラルの

内容を扱う場合には、生徒の実態や教員の指導体制などが異なるため、毎年同じ内容の学

習をするのではなく、生徒の実態に合わせて授業を再構成する必要があるということがわ

かった。

これらのことから、入学当初の生徒の実態把握をしたうえで、３年間を見通した指導計

画を立てすべての教員が情報モラル教育に取り組む必要がある。

（７）総合的な学習の時間を中心とした実践のまとめ

このような経緯で本校では、総合的な学習の時間を中心とした情報モラル教育に取り組

み始めた。題材として扱った問題解決的な学習は、生徒が思考・判断する場面が多く、学

習後にネット上のトラブルが減少するなど一定の効果をあげた。

しかし、実践を始めた 2006 年度には、この実践が校内全体で受け入れられたわけでは

なく、「なぜ、総合的な学習の時間に情報モラル教育を行う必要があるのか」とか「年度当

初に計画のない取り組みを行うのはいかがなものか」といった批判もあったが、「学校改革」

の一つの方策として教員たちを巻き込み取り組みを進めることとした。すべての教員が組
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織的に情報モラル教育に取り組むためには、「きっかけ」が重要な鍵となるが、本校の場合、

「学校改革」というキーワードがあったため、比較的スムーズに実践を進めることができ

たといえる。

ところが、この実践は新しい学習指導要領への移行に伴う教育課程の変更により、総合

的な学習の時間に情報モラルの内容を実施することが困難となったため、 2008 年度か

ら、道徳の時間に情報モラルの学習を行うこととした。

（８）2008 年度の実践

2008 年度から本校は、新しい学習指導要領の移行期となり総合的な学習の時間が新学

習指導要領に沿った時間配当になり、第 1 学年で扱うことが困難になった。

そのため、情報モラルの授業について、特活・道徳係と相談し、学習指導要領に示され

た通り、道徳の時間に扱うことを検討し、全校体制で道徳の時間に情報モラルの授業に取

り組むことにした。そこで、3 年間を見通した授業計画を立案し、全学年での情報モラル

教育の実践を推進することとした。

教材は、2007 年度から、長谷川氏の依頼で、東京書籍の「情報モラルとコンピュータ」

教材の制作に本校の情報教育担当者も関わったため、アニメーション教材や研修資料を授

業で使うこととした。

①道徳の時間を中心とした実践

道徳の時間の情報モラルの授業でこのアニメーション教材を主に利用した理由は、ア

ニメーションの本数やオープンエンドのアニメーション教材が多いため、道徳的な心情、

判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うことが可能なこと、生徒たちが身につけた

知識や技術を活かし、問題に遭遇したときに、自ら考え判断し、正しい行動ができる力

を育てることが可能と考えたからである。

具体的には、アニメ-ション教材の中から指導が必要と考えられる内容を選択し、担任

または副担任が授業を行うこととした。

②2008 年度の道徳情報モラルの授業

道徳の時間に情報モラルの授業を行うにあたり、生徒の実態調査の結果から、メール

のトラブルやネット上への情報公開に関する学習が必要と考え、各学年、年 2-3 回の授

業を実施することとした。

アニメーション教材の中から次の内容を選択し、３年間を見通した指導計画を立てた。

1，2 年生でメールのトラブルに関する同じ内容の授業を行ったのは、1，2 年生のメー

ルのトラブルが多いので、初年度は同内容の学習を行う事にしたためである。

ア．2008 年の道徳情報モラルの授業

1 年生 2 年生 3 年生

1 回 ・メールは誤解を生じやす

いことを知って、上手に使

おう！

・メールは誤解を生じやすい

こ と を 知 っ て 、 上 手 に 使 お

う！、電子メールが来ない！

・コピーガードを解除して

DVD をコピー

2 回 ・チェーンメール ・ブログ炎上 ・プロフで個人情報公開

３回 ・ネット中毒 ・あぶない！出会い系サイト

に潜むわな

イ．2008 年の情報モラルの成果と課題

2008 年度の道徳の時間の情報モラルの授業は、アニメーション教材の指導案を
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使い、校内放送で各教室にアニメーションを配信する方法で行った。理由は、当時、

各教室にコンピュータや電子黒板、DVD などの情報機器が整備されていなかった

ためである。

校内放送を使いアニメーション教材を教室の 29 インチの TV に映して授業を行

ったため、アニメーションの内容が生徒たちに伝わらないという意見が出てきた。

また、授業がうまくいかないという意見も出てきた。理由は、指導案に書いてある

文言や内容が難しく、何をどのように指導してよいのかよくわからないということ

だった。

使用した指導案は、授業の流れは示しているが、用語や具体的な授業の進め方な

どの解説をしていないもののため、授業者によって学習内容が異なるという問題も

あった。

しかし、生徒たちにとって、アニメーション教材とワークシートを利用した情報

モラルの授業は、問題点や解決策の理解だけではなく、心情面から考える場面も設

定したため、授業後の感想から「これまで知らなかったことがわかった」という感

想も多く、効果的な学習であることを確認できた。

これらのことから、指導案の改定を行い、よりわかりやすい指導資料を作成する

こととし準備を始めた。

ウ．情報モラルの授業を行っても問題やトラブルは発生する

この年、ネットパトロールは各学校が行うことになっており、札幌市教育委員会

の指示でネットパトロールを実施した結果、当時流行していた、プロフィールサイ

トで個人情報を公開している生徒が多数いることがわかり指導が必要になった。

関係した生徒たちの全体指導、個別指導をしたあと急遽、予防のために該当学年

でネット上に個人情報を公開することの問題点と対応についての授業を計画し行っ

た。これらのことにより問題は解決できたが、情報モラルの授業を行っただけでは、

ネット上の問題やトラブルは解決しないことも明らかになった。

（９）2006 年度から 2008 年度の実践のまとめ

本校の情報モラル教育は、入学した生徒のネット利用の実態に危機感を持った１学年の

教員たちの実践からスタートした。当初は、総合的な学習の時間の問題解決的な学習によ

り、生徒たちが、問題やトラブルに遭遇したときの思考・判断・行動力を身につけるため

の学習を行い、一定の効果を確認した。その後、道徳の時間の情報モラルの授業を中心に

取り組むことに変更したが、全学年の教員たちが、自分たちの問題として捉え、意図的、

計画的に取り組むことで、予防教育・安全教育として効果をあげることができることを確

認した。また、予防教育にとどまらず、問題やトラブルが発生したときに、生徒指導の機

能を生かした指導を行うことでさらに効果を上げることも確認できた。

効果的な情報モラル教育を推進するためには、すべての教員が関わることが重要である

が、学校が組織として取り組むことは容易なことではない。外部の人材を活用した講演会

や安全教室は、生徒たちへの動機付けとしての効果は期待できるが、生徒たちにとって身

近な存在である教師たちが行う授業によって、さらに学習効果が期待できる。

3 年間の実践から、明らかになったことは、学校が教育課程に位置づけ、すべての教員
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が組織的に取り組む情報モラル教育は、効果が期待できるということであった。

（１０）2009 年-2011 年度の実践

2009 年度から 2011 年度の実践は、道徳情報モラルの授業の改善を中心に実践をす

すめた。また、2009 年度に文部科学省の実証実験校に指定され、電子黒板などの情報機

器が一気に整備されたことにより、2008 年度の道徳情報モラルの授業で課題だった、ア

ニメーション画面が見にくいという課題は解決した。

情報機器については、2009 年度から、３年間をかけ、全ての教室に、ノートパソコン、

DVD プレーヤー、実物投影機などを設置し、校内 LAN を用いた授業がいつでもできる環

境整備を完成させた。このことにより、道徳情報モラルだけではなく、各教科での情報機

器の利用が一気に進んだ。

また、2008 年度までの実践から、予防教育としての情報モラルの授業、生徒指導の機

能を生かした指導の効果を確認したが、問題は家庭で起きていることから、2009 年 2 月

には初めての試みとして保護者向け研修会を実施し、家庭への啓発活動にも取り組みはじ

めた。

①2009 年度の実践

2009 年に着任した学校長は、以前札幌市教育委員会管理課で情報担当係長をしてお

り、学校全体を見通した情報化に着手した。その結果、「学校 ICT 環境整備事業」（文部

科学省）の実証実験校に指定され、本校には電子黒板や実物投影機などの ICT 機器が整

備されることとなった。このことにより、校内 LAN、コンピュータ、電子黒板またはデ

ジタル TV を利用した情報モラルの授業が各教室で実施可能な環境が整備された。

このように整備された学習環境の中で、情報モラルの授業を中心とした実践がスター

トした。

②2009 年度の道徳情報モラルの授業

この年は、前年の反省から、授業の流れの詳細を記載した指導案、問題に対する学校

の対応や生徒への指導事項、道徳の時間の内容項目との関連、情報モラルの目標リスト

との関係などを示した指導資料の作成に取り組み、情報モラルの授業は、後期から取り

組むことにした。

ア．2009 年の道徳情報モラルの授業

1 年生 2 年生 3 年生

1 回 ・メールは誤解を生じやす

いことを知って、上手に使

おう！

・購入したゲームが届かない。

ネットショッピングを安全に

利用する

・安全にネットショッピン

グするには（特定商取引法）

2 回 ・ネット中毒 ・個人情報の公開は慎重に ・ネットショッピングとク

ーリングオフ

３回 ・ネットいじめ ・あぶない！出会い系サイト

に潜むわな

この年の道徳情報モラルの授業では、1 年生は道徳の内容の「主として自分自身

に関すること」、「主として他の人とのかかわりに関すること」と関連づけ、ネット

の利用のしかたや、文字情報だけでは誤解を生じやすいこと、ネットいじめの問題

について考える内容の授業とした。

2 年生では、前年度発生したネット上のトラブルへの対応の経験から、当時流行
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していた、プロフ等での個人情報の公開の問題や出会い系サイトの危険について学

習するとともに、生徒がネットショッピング等を利用している実態があることから、

消費者教育と関連づけ、トラブル事例について考える授業を行った。

3 学年では、中学校卒業後さらに利用が増えることが予想されるネットショッピン

グなどに対応できるよう、特定商取引法やクーリングオフについて学習することと

した。

③情報機器の整備

ア．情報機器の整備による学習効果

この年に整備された情報機器が、各教室で利用できるようになったことで、生徒

たちから、アニメーションの内容がよく理解できるようになったと言う授業の感想

が増えるようになった。生徒対象の実態調査でも次の結果となった。

情報機器を活用した授業の調査結果から(抜粋)

イ．情報機器の整備に伴う教員研修

この年は、各教室への情報機器の整備が完成しておらず、ノートパソコンを教室

に持ち込み授業を行ったが、機器を接続し授業を行う事に不安を持つ教員もいたた

め、電子黒板などの情報機器の利用について、授業で情報機器を活用している教員

を講師に少人数の学習会などを開き対応した。

放課後少人数での電子黒板の学習会の様子

情報機器の活用に関して、全教員が参加する校内研修を行うことがあるが、参加

人数の多い研修会では、自分で実際に操作し、使い方を理解する機会を設定するこ

とが難しいため、授業でうまく使えなかったという声をきくことがある。一方、少

人数の学習会では、実際に操作しながら活用方法を覚えることができるため、情報

機器を授業で活用することができるようになることを確認した。

１読めた 2読めない

生徒 80.6% 19.4%

教員 60.0% 40.0%

1できた ２できない

94.0% 6.0%

アニメの文字が読めたか

アニメの内容の理解
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ウ．学習環境の整備と情報モラルの授業

2009 年度に本校の各教室に電子黒板や大型のデジタル TV が整備されたことに

より、より手軽に、より簡単に情報モラルの授業ができるようになった。しかし、

2009 年度には、ノートパソコンを持ち各教室に行き、設置や設定を行ってから授

業を始めるという方法だったため授業の準備が大変だという意見もあった。

④保護者への啓発活動

2008 年度末に保護者への啓発が必要であることが明らかになり、保護者を対象とし

た研修会を試行し、2009 年度には、保護者向け研修会を本格的にスタートすることと

した。

この年の本校の人的環境は、学校長が札幌市教育委員会の情報担当経験者、情報担当

教員が北海道立教育研究所で教育の情報化担当経験者、PTA 会長が情報関連企業の社員

であり、保護者への啓発がスムーズに進む状況だった。

2010 年３月に、学校長、髙本 PTA 会長、尾崎が担当する保護者向け情報モラル研

修会を実施した。保護者向け研修会は、2010 年度末までに５回開催することとし、次

の内容で実施することにした。

第１回 こんなときどうする！ 自分たちがネットトラブルから子どもを守ろう！

第２回 子どもたちが利用しているサイトはどんなもの

第３回 危険がいっぱいのネットの世界 プロフ、Ｂｌｏｇ

第４回 携帯電話に強くなろう

第５回 子どもたちを危険から守るために親ができること

第 1 回の保護者向け研修会は参加者から「これまで理解できなかったことがわかりや

すい説明で理解できた」、「これからも継続して実施してほしい」という感想があった。

また、平日の夜は参加しにくいという声もあり、次年度から土曜日の午後に実施するこ

ととした。

ところが、保護者向け研修会に、参加を期待している保護者の参加はなく、幅広い啓

発活動が難しいことから、PTA 会長と発行している情報モラル通信の充実にも取り組む

こととした。

（１１）2010 年度の実践

各教室への情報機器の整備と道徳情報モラルの授業の詳細な指導資料が完成したことで

校内に情報モラルの授業は定着した。そこで、年度当初の校内研修会で３年間を見通した

情報モラルの授業の構想について説明し、着任した教員たちを含め全ての教員が情報モラ

ルの授業に取り組むことを確認した。また、問題やトラブルが発生したときの対応や生徒

指導についても確認した。

さらに、保護者向けの情報モラル研修会、情報モラル通信の発行にも力を入れることと

し、実践を行った。
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①2010 年度の情報モラルの授業

2010 年度には、生徒の実態や問題が発生する時期を考え、（『平成 18 年度文部科学

省委託事業「情報モラル等指導サポート事業」 やってみよう情報モラル教育』）の情

報モラル教育の目標リストを参考に、3 年間を見通したカリキュラムを作成し、各学年

道徳の時間に年３～４回の授業と各教科等で関連する内容について ICTを活用して授業

を行うこととした。

また、次のような、本校の情報モラル教育の構造図を作成し、情報モラル教育に取り

組むこととした。

情報モラル教育の構造図

この構造図では、情報モラル教育で育てたい力を、各教科、道徳の時間の授業を通し

て育てるとともに、問題発生時の適切な対応と問題解決、事後指導を通してネット上の

トラブルが拡散するのを防ぐ取り組みを学校全体で行うこととした。このように予防教

育、生徒の行動を把握した生徒指導を行うこととした。

ア．道徳「情報モラル」の２つのタイプの授業

生徒たちにより効果的な、道徳情報モラルの授業を行うために、次の二つのタイ

プの授業を計画した。

1.学習テーマに関連した、複数のアニメーションを使い（１５分程度）問題点の把

握、対応方法の検討、改善策などを考えるとともに、道徳の内容と関連づけ、

ワークシートを活用し心情面から迫る、問題解決型の授業。

2.長期休業中のすごし方（生活指導）や卒業後の生活などと関連させ、自分が何を

することでトラブルに巻き込まれたり、トラブルを起こしたりしないか考えなが

ら知識・技術を習得するとともに、道徳の内容とも関連させた授業。

2.の授業では、ネットの利用、家庭での生活などについての実態調査も実施し、

生徒の実態把握も行うこととした。

2010 年度は、二つのタイプの授業を組み合わせるとともに、各教科との関連

も示し、１年間を見通して、次のように情報モラルの授業を計画し、担任または

(1)教科：技術・家庭、

国語、社会、保体

関連事項の学習

(２) 道徳：各学年、喫緊

な課題をテーマに

心情に迫る学習

問題発生時

生徒指導の機能を生かした適切な

指導

情報モラル教育で育てたい力

身についた知識・技術を生かせる

思考力 正しい判断力 行動力 考える心

問題解決

事後指導
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副担任が授業を行うこととした。

イ．2010 年の情報モラルの授業

実施月 各教科等 道徳の時間

４月 ・メールトラブル【他の人とのかかわり】（１年 a.）

５月 ・著作権について調べよう【問題解決型

学習】技・家（１年）

６月 ・製作品のプレゼンテーション【電子掲示

板を利用した相互評価】 技・家（２年）

・契約・クーリングオフ【法教育】 社会（３

年）

・個人情報の公開は慎重に【自分自身に関すること】（２

年 a.）

・ネット上の様々なトラブルについて考えよう【集団や社

会とのかかわり】 （３年 a.）

７月 ・ゲーム中毒【自分自身に関すること】（１年 b.）

９月 ・コンピュータ・携帯電話の利用と健康へ

の影響【心身の健康】 保体（３年）

・悪質商法・ネット詐欺【集団や社会とのかかわり】（２年

a.）

10 月 ・契約 ・クーリングオフ【消費者教育】

技・家（１年）

・契約・クーリングオフ【集団や社会とのかかわり】（３年

a.）

・ネットいじめ【他の人とのかかわり】（１年 a.）

・ネット上で公開した情報は回収不能【集団や社会との

かかわり】（３年 a.）

12 月 ・電子掲示板、電子メール、チャット【イン

ターネットの利用】 技・家（３年）

・出会い系サイトに注意【自分自身に関すること】（２年

b.）

２月 ・賢い消費者になろう【集団や社会とのかかわり】（３年

b.）

2010 年からより効果的な情報モラルの授業をめざし、授業計画に各教科で取り

組む学習内容を追加した。このことにより、各教科で情報モラルと関連する内容が、

教科の学習に反映できると考えたためである。また、各教科で学習した知識や技術

を道徳情報モラルの授業に生かすことができると考えたからである。

道徳情報モラルの授業については定着し、各学年、計画通りに情報機器と指導資料

を活用した授業が実施できた。

ウ．各教科の情報モラルと関連させた授業

2012 年から学習指導要領が全面実施されることから、各教科移行期の授業を

実施することになった。技術・家庭科、技術分野も情報モラルの授業と関連させる

ために扱う題材を変更し、著作権に関する問題解決型の学習を 1 年生で行い、著作

権に関する内容と、問題解決型の学習のしかたを教えることとした。２年生では、

製作品のプレゼンテーションの学習で作品の相互評価に校内サーバーの掲示板機能

を使うこととし、ネット上の掲示板の利用について学習する機会を作った。この他、

社会科の法教育や家庭分野の消費者教育、保健体育の心身の健康の学習と情報モラ

ルの内容と関連させるなど、様々な学習の場面に情報モラルの内容を関連づけるよ

うにした。

エ．ネット上の問題やトラブルへの対応

情報モラルの授業を行うことで、ネット上の問題やトラブルへの予防効果がある

ことは確認できたが、ネット上の問題やトラブルが皆無になることはなかった。こ

の年の２学年生徒に次のような対応を行った。

1.2010 年度の 2 年生の実態

2010 年度の実態調査から、男子 45.6％、女子 67.4%、平均 55.9％であり、

2008 年度の 72.8%をピークに 16.9%減少した。

保護者向けの研修会などの啓発活動の効果や社会的に中学生に携帯電話を持



65

たせないという動きの影響も考えられるが、家庭に無線 LAN が普及しゲーム

機などでインターネットへの接続が可能になったことも考えられる。この年 5

月中旬に実施したネットパトロールでは、2 年生の 4.5%がプロフィールサイ

トで不適切な情報を公開していることがわかり、個別に指導を行うとともに、

当初の計画通り、２年生は６月に個人情報の公開に関する情報モラルの授業を

行った。

2.個人情報公開に関する授業

この授業は、「プロフィールサイトで個人情報を公開」（東京書籍）のアニメー

ション教材を利用し、ネット上に個人情報を公開することの問題点、起こりう

る危険性、対応策などについてワークショップ形式で行う授業であった。

この教材は 2008 年度に本校で起きた事例を参考に新たに開発した教材であ

り、生徒たちにワークショップで考えさせた内容を発表させ、教員がスライド

を使い学習のまとめを行う学習とした。しかし、実態調査の結果から、1 年生

の後半からプロフを利用する生徒がいることがわかり、もう少し早い時期にこ

の内容の学習をすべきであることが明らかになり、次年度からは１年生の後半

に「個人情報の公開は慎重に」という内容の授業を行うことにした。

3.2010 年度の情報モラルの授業の成果と課題

道徳の時間の情報モラルの授業については、改訂を重ね、指導資料を整備し、

授業を通して生徒や教員からできた意見や感想を参考に、さらに改善を行うと

いうことが定着してきた。さらに、各教員が授業の流れを考えやすいように学

習のポイントを示し、かつ、ワークシートの流れに沿って授業ができるように

した。また、電子黒板やデジタル TV を利用し、まとめの板書事項を学習のポ

イントとして表示するプレゼン資料も使えるようにした。

2010 年の授業では、学習効果を高めるために、問題解決学習を取り入れワー

クショップ型の授業も行ったが、生徒が思考する授業に慣れていない教員もい

たため、時間配分がうまくいかない学級などの課題も出て来た。授業で言語活

動を重視した学習が増えていくことを考えると、ワークショップなどの進め方

について研修を行う必要を感じた。

②整備した情報機器を活用することによる成果と課題

2010 年には電子黒板またはデジタル TV の整備が行われて、各教室でノートパソコ

ンを使った授業を行ったが、情報機器の準備に時間がかかるという意見が出てきた。そ

のため、電子黒板を整備した 2 年生の教室には、ノートパソコンと実物投影機を常設す

ることとし情報モラルの授業だけでなく、他の教科でも情報機器が活用されるようにな

った。そこで、夏季休業中に校長と数名の教員で全ての教室にノートパソコンを設置す

る作業を行った。このことにより、教室に行き電源を入れることで、すぐ授業を始める

ことができる学習環境が完成した。

また、これらの環境整備を行った後、１、３学年の教室にも実物投影機設置希望が増

えたため、研究助成金などで実物投影機の整備を行っていった。また、DVD プレーヤ

ーの常設を希望する声もあったため、学校予算で購入した。この結果、情報モラルの授

業だけでなく、自分が担当する教科の授業で実物投影機などの情報機器を上手に使う教
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員が増えた。

本校の場合、学校長のリーダーシップのもと、情報機器を授業で活用するための学習

環境の整備により情報機器を活用した授業が定着するという成果があった。課題として

は、自校予算で情報機器を整備していくためには、助成金などの獲得が必要なこと、故

障した場合の修理費の捻出が難しいことなどがわかった。

③保護者への啓発活動についての成果と課題

2010 年度４回の保護者向け研修会を実施する予定だったが、5 月 22 日(土)、12

月 11 日(土)、3 月 26 日(土)の３回実施することができた。学校長、PTA 会長、尾崎

が分担し、当初計画した内容で研修を行った。

12 月の研修会には、金城学院大学の長谷川准教授（当時）も参加し、情報提供など

をしていただいた。

2010 年度の保護者向け研修会は、前年度の反省から、土曜日午後に実施することと

したが、参加者は 30-50 名で期待したほどの参加はなかった。そのため、PTA 会長と

よりわかりやすい啓発資料になるように、情報モラル通信を工夫し発行した。

（１２）2011 年度の実践

2011 年度の実践は、2009 年から取り組んできた、情報機器を活用した道徳の時間の

情報モラルの授業、及び、保護者への啓発活動を中心に推進した。また、問題発生時には、

管理職、生徒指導部、研修部を中心に問題解決に向けた対応と帯時間を活用した情報モラ

ルの学習にも取り組み始めた。

①2011 年度の情報モラルの授業

アア．2011 年度の情報モラルの授業

情報モラルに関連する内容を扱う道徳の時間は各学年３～４時間であり、「情報モ

ラル教育の目標リスト」に示された内容をすべて扱うには無理がある。技術・家庭

では「情報の技術」に関する内容に情報モラルの内容があるが、各教科でも関連事

項を指導することが学習指導要領や教育の情報化に関する手引きで示されている。

そのため、2010 年度から各教科の単元・題材に情報モラルの内容と関連づけた指

導の試行を始め、2011 年から各教科と関連した学習を行うようにした。

2011 年度の 1 年生の技術・家庭科技術分野の授業では、入学当初に著作権に関

する調べ学習を 2010 年に引き続き実施した。著作権の学習は、「情報に関する技

術」の情報モラルに関する内容であり、通常は 1 時間程度で学ぶ内容であるが、思

考・判断・行動力を高めるための、学び方の基礎を学習することとし、12 時間配

当することとした。

インターネットを利用し情報の収集のしかた、情報の吟味のしかた、難しい言葉

の意味の理解と探求、わかりやすい発表資料の作成のしかた、相手に伝わる発表の

しかたなど中学校の学習で必要となる学び方の基本を習得することをめざした。こ

の学習の途中で、引用のしかたについて情報モラルのアニメーション教材を活用

するなど教材の工夫にも取り組んだ。理由は、この学習をすることでレポートを書

くために必要な引用のルールを知り、他の教科のレポート作成等でも応用できるよ

うになると考えたからである。



67

このように技術の授業の題材に情報モラルの内容をちりばめ、より一層の効果が

期待できる授業づくりに取り組んだ。また、製作品のプレゼンテーションの学習で

は、発表の相互評価の場面で、校内 LAN 内の掲示板を利用し行う相互評価も継続

した。

この学習では、ネット上の掲示板の利用は責任ある発言が大切なことを理解したう

えで、中間発表会で作品の改善点について、適切なアドバイスを行うこととし、ネ

ット上の自分の発言には常に責任を持つことを理解させる学習とした。

イ．2011 年度の情報モラルの授業の内容

実施

月

各教科等 道徳の時間

４月 ・著作権について調べよう【問題解決型

学習】技・家（１年）

・著作物の利用、引用のしかた。

・メールトラブル（１年）【他の人とのかかわり】

・個人情報の公開は慎重に【自分自身に関すること】（２

年）

５月 ・製作品のプレゼンテーション【電子掲示

板を利用した相互評価】 技・家（２年）

・ネット上の掲示板の利用のしかた

６月 ・コンピュータ・携帯電話の利用と健康へ

の影響【心身の健康】 保体（１年）

・ネット上の様々なトラブルについて考えよう【集団や社会

とのかかわり】 （３年）

７月 ・ゲーム中毒【自分自身に関すること】（１年）

・出会い系サイトに注意【自分自身に関すること】（２年）

９月 ・社会公民【法教育】 （３年）

契約・クーリングオフ

10 月 ・技術・家庭、家庭分野【消費者教育】

（１年）契約・クーリングオフ

・ネットいじめ【他の人とのかかわり】（１年）

・ネット上で公開した情報は回収不能【集団や社会とのか

かわり】（３年）

12 月 ・技術・家庭科、技術分野【インターネット

の利用】 （３年）

自分で html 言語で作成したWebページ

をインターネットで公開するときの注意

点

・電子メールの仕組みとメールトラブル【他の人とのか

かわり】携帯電話のメールとパソコンのメールの違い

によるトラブル(2 年)

２月 ・個人情報の公開は慎重に【自分自身に関すること】（１

年）

・ネット上の様々なトラブルについて考えよう【集団や社会

とのかかわり】悪質商法・ネット詐欺（２年）

・賢い消費者になろう【集団や社会とのかかわり】（３年）・

契約・クーリングオフ【集団や社会とのかかわり】（３年）

2010 年度の道徳情報モラルの授業の反省、及び、生徒の実態から 2011 年度

は、実施時期を変更し授業を行うこととした。また、道徳の内容項目との関連付け

も行った。なお、道徳情報モラルの詳細は次の通りである。

道徳情報モラルの学習内容の詳細

１学年【年 4 回】

４月下旬 「メールトラブルに関する内容」

2010 年度、５月の連休頃、1 年生がチェーンメール、迷惑メールなどメールを使用し

たトラブルを起こしたり、巻き込まれたりすることがあったので、この時期にメールトラ

ブルに関する内容を行うこととした。

７月下旬 「ゲーム中毒に関する内容（実態調査はマークシートを使用）」。

中学生になって初めての休みのすごし方と関連付け、ネット、ゲーム依存にならずに、健

全な生活習慣を身につけるためにこの学習を行う。

１２月 「ネットいじめ」

中学校生活にも慣れ、友だちとのトラブルも増える時期なので、ネットいじめに関する

内容をこの時期に学習する。

2 月 「個人情報の公開は慎重に」

小学校時代からゲームサイトや SNS などを利用している生徒がいること、1 年生の後
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半からネット上に個人情報を公開している生徒が増えることから、自分の個人情報を公開

することで起こりうる危険について知り、個人情報を悪用されるなどの被害にあわないた

めの手立について考える内容の学習をこの時期に行う。

２学年【年 4 回】

４月下旬 「個人情報の公開は慎重に」

2011 年度からこの内容は 1 年生で扱うこととしたが、新 2 年生は１年生で学習してい

ないため、連休中の生活と関連させ、ゲームサイトや SNS などで個人情報を公開するこ

とにより起りうるネット上のトラブルや危険性を知り、公開した個人情報を悪用され被害

にあわないための手立てについて考える内容の学習を行うこととした。

７月下旬 「出会い系サイトに注意（実態調査はマークシート）使用」

個人情報を公開することの危険性やネット上で知り合った、見ず知らずの人と安易に会

ったり、写真を送ったりすることの危険について考える授業をこの時期に行う。特に夏休

み中の過ごし方と関連させ、自ら危険に近づかないことを理解させる。

１２月 「電子メールの仕組みとメールトラブルについて」

電子メールが送受信される仕組みを考え、携帯電話のメールとパソコンのメールの違い

を理解し、誤解やトラブルが起きないようにする。また、この時期、メールのトラブルが

増加するため、冬休み中の生活と関連した内容の学習を行う。

２月 「悪質商法・ネット詐欺などの悪質犯罪とその対応」

ネット上で CD や DVD、ゲームソフト、衣料品などを購入する場合の返品・解約などの

条件とルールの理解、悪質商法やネット詐欺に遭わないための対応策について売る側、買

う側それぞれの立場から考える内容の学習を行う。

３学年【年３回】

６月 「ネット上の様々なトラブルについて考えよう」

フィッシング詐欺、架空請求、悪質商法、薬物販売などネット上で起きている様々な問

題やトラブルについて事例をもとに学習を行う。

９月 「ネット上で公開した情報は回収不能」

受験期を前に、ネット上に公開した情報についてその特性や危険性を理解し、不適切な

情報を発信しないことについて学習を行う。

２月 「ネット社会のルール、クーリングオフ制度」

中学校卒業後、ネットを上手に活用してよりよい生活を送るための制度や考えておきた

い事項、特定商取引法などの法律について事例をもとに学習を行う。

道徳「情報モラル」の授業は、2010 年から各学年 1 時間増やし、1 年生 4 時

間、２年生、4 時間、３年生３時間行うようにした。

理由は、小学校の時代からネットを利用する機会が増え、起こりうるトラブルや問

題が低年齢化、多様化してきているためであり、扱う内容を増やし、実施時期や内

容の再構成する必要が出てきたためである。

例えば、個人情報の公開については、プロフやブログだけではなく、ゲームサイ

トや SNS でも簡単に行えること、利用者の低年齢化により早い時期から学習する

必要が出てきた。そのため、これまで 2 年生で学習していた「個人情報の公開は慎

重に」という内容の学習は 1 年生に移動することとした。2 年生の生徒たちもこの

内容の学習していないため、2 年生の最初に学習することにした。しかし、小学生

向けネット・携帯電話の利用調査(2012 年 1 月)の結果から、2012 年度に入学す

る 1 年生はさらに早い時期にこの学習をする必要があることがわかった。このよう

に、情報モラルの授業は、生徒の実態に応じて再構成しながら実施していく必要が

あることが、2009 年度からの実践を通し明らかになってきた。

各学年の情報機器を活用した情報モラルの授業については、授業の準備を含め確

実に定着した。さらに、提示した指導資料をより生徒の実態に近づけるため、学年

の教員が集まり、学習内容の検討を行い、指導案を変更するなどの指導の工夫も行

われるようになってきた。
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学校全体で教育課程に位置づけた情報モラルの授業に取り組むことは、容易では

ないし、授業をすることで、問題やトラブルが皆無になることはない。しかし、情

報モラルの授業を行うことで、生徒や教員の意識が変化し、トラブルや問題が発生

しても指導がしやすくなる。このことから、教育課程に位置づけた情報モラルの授

業が大切なことは明らかである。

②保護者への啓発活動

2011 年度は保護者向け研修会を３回計画したが、都合で 7 月 23 日(土)の１回実施

しただけだった。情報モラル通信についても年２回しか発行できなかった。

2006 年度から６年間にわたる情報モラル教育の効果が出始め、保護者も子供たちの

ネット利用について意識が高まってきたこと、保護者向け研修会の参加者が少なく、啓

発活動について再考が必要な時期でもあった。

③ネット上のトラブルの発生

2011 年度は、ネット上の大きな問題やトラブルの発生はほとんどなかったが、12

月末にゲーム機などの違法改造や著作権に違反する行為を自慢している生徒の SNS サ

イトが炎上(何らかの問題がきっかけになりネット上の巨大掲示板で非難、批判、誹謗・

中傷などが集中すること）し、巨大掲示板でも、炎上していることが、学校への問合せ

の電話から発覚するという事例が発生した。

この問題は、学校が一切反応しないという対応策を決め学校への問合せの電話やメー

ルに反応しなかったところ、翌日には収束したが、この時の書き込みは、いつまでもネ

ット上に残ることになった。炎上を起こした生徒は、不登校気味で、情報モラルの授業

を受けていなかったのだが、問題への対応と生徒の指導、事後指導を行った。

このような問題が起きたことで、情報モラルの授業や生徒指導の機能を生かした指導、

保護者への啓発以外に必要なことがある事を検討する機会となり、2012 年以降実践し

ている、三層構造情報モラル教育アプローチによる情報モラル教育を行うことになった。

④実践発表会の実施(6 年間の実践のまとめ)

2011 年度にちゅうでん教育財団の第 11 回教育振興助成に採択され、６年間のまと

めとして、2012 年の 2 月 24 日(木)に実践発表会を実施した。内容は日常の道徳情報

モラルの授業の全学年、全学級公開、金城学院大学の長谷川准教授（当時）と髙本 PTA

会長による生徒向け講演、情報モラル教育に関するパネルディスカッションを行った。

当日の実践発表会には、60 名を超える参加者があり、６年間の実践のまとめをする

ことができた。この年度で学校長の異動、髙本 PTA 会長が退任し、新たな情報モラル

教育の取り組みを検討することになった。

（１３）2009 年度から 2011 年度の実践のまとめ

学習環境が整備され、道徳の時間を中心とする情報モラル授業、保護者への啓発活動な

どに取り組んだ３年間の実践のまとめは次の通りである。

1. 道徳の時間で情報モラルの授業を行う場合は、教育課程の位置づけを明確にし、3 年間を見通

した授業計画を立て、生徒の実態に応じて実施する内容や配列を変え、実態に応じた授業内

容にする必要がある。また、知識や技術の理解にとどまることなく、道徳の内容や内容項目

を関連させ、心情面に迫る内容の授業にする必要がある。

2. 各教室に整備された電子黒板、大型のデジタル TV や校内 LAN、授業用コンピュータなどを
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活用し、詳細な指導資料を作成し、アニメーション教材を使った授業を行うことで、複数の

学級の生徒たちに同質の授業を行うことができる。そのためには、教員が指導内容を共通理

解しやすい指導資料を準備することがポイントとなる。

3. 情報モラルの授業を行ったからといって、ネット上の問題やトラブルがなくなる訳ではない。

中学校段階の生徒は失敗もするし間違うこともある。しかし、情報モラルの授業を行うこと

で生徒や教員の意識が変わり、問題が起きても深刻な問題になる前に問題解決できることが

期待できる。

4. 情報モラルの授業を行うだけではなく、生徒指導の機能を生かした指導と関連づけることで効

果があがる。また、生徒が日頃から教員に相談しやすい雰囲気を作っておくことで、問題が

大きくなる前に手を打つことが可能になる。情報モラル教育は予防効果のある情報モラルの

授業、効果的な生徒指導とあわせて、未然防止教育を行うことでより大きな効果が期待でき

る。

5. 保護者への啓発活動については、効果をあげるための工夫が必要となる。

（１４）2012 年度-2014 年度の実践

2011 年度の２月に実施した実践発表会では、近隣の小学校の協力を得て、小学校５，

６年生のネット利用に関する調査を実施した。その結果、携帯電話やスマホの所持率が高

く、携帯端末やゲーム機などの利用が多いという実態、ネット上のトラブルが多発してい

るが指導が難しいという課題が明らかになった。また、2011 年の夏には、LINE が発表

され、利用者が急速に増加した時期でもあった。これまで、入学して来た生徒たちと異な

るネットの利用状況の生徒たちが入学してくることになり、情報モラルの授業や指導など、

さらに再構成する必要に迫られることとなった。

①2012 年度の実践

2012 年度の実践は、毎年年度当初に 1 年生で実施する技術分野の授業のレディネス

調査や全学年の生徒対象に実施する携帯電話やインターネットの利用状況に関する調

査結果を元に、道徳情報モラルの授業に、新たに追加されたアニメーションを利用する

こととした。そのため指導資料の内容の改定を行うなど、情報環境の変化に対応したも

のとした。また、保護者への啓発活動も継続し実施することとした。さらに、複雑化す

るネット上の問題やトラブルに対応するため、問題解決のための対応について生徒指導

と連携した取り組みにも力を入れることとした。

2②入学した生徒たちへの対応

2011 年度に小学校高学年を対象に実施した実態調査の結果から、SNS やゲームサ

イトで個人情報を公開している生徒がいることを予測し、４月に実施する１年生の情報

モラルの授業で、個人情報の公開に関する内容の学習を実施することにし、指導資料を

修正した。また、全校生徒を対象にした携帯電話やインターネットの利用実態調査を計

画し、５月に実施した。この調査は、市内の中学校、空知管内の小学校の協力を得て実

施し、他校との比較を行うこともできた。

入学した 1 年生については、ネットゲームなどで見ず知らずの人とのやり取りをして

いる生徒が多いことやアメーバーピグなどの SNS で個人情報を公開している生徒がい

ることがわかり、早い時期にこれらのことについて学習する必要があるため、年間の授

業計画を再構成して対応することとした。

2012 年頃から、各家庭に Wi-Fi 環境が広く普及し、音楽プレーヤーやゲーム機でも

インターネットに接続し、スマートフォンと同様、コンピュータとほぼ同じ機能が利用

できるようになってきた。入学した１年生の 15％がこれらの情報機器を利用している
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こともわかり、新たな対応も必要となった。また、２、３年生については、ネットの利

用時間などに課題はあるが、個人情報の発信などネットの利用方法については、他校と

比較して問題が少ないことがわかった。しかし、デジタルデータの特性やインターネッ

トの特性を理解せずに情報発信している生徒は少数だがいるため、これらのことに関係

する内容の学習も行うこととし、年間指導計画を立案した。

③2011 年度の情報モラルの授業

ア．2012 年の情報モラルの授業

2012 年度当初は、ゲームサイトや SNS などで個人情報を公開したり、見ず知

らずの人と交流したりすることに課題があると考え、情報モラルの年間指導計画を

立案したが、LINE などの SNS が急速に普及した。LINE はプロフィールサイトや

Twitter などの SNS と異なり、閉鎖的な環境でのやり取りが行われるようになり、

ネットいじめなどのトラブルや問題が見えない環境で行われるようになり、この対

応も必要になってきた。

イ．2012 年度の情報モラルの授業の内容

2012 年の情報モラルの授業は、生徒たちのネット利用の変化に伴い次のような

構成とした。また、生徒たちの SNS などの利用状況を考え、指導資料の修正を行

い授業を行うこととした。

各教科の情報モラルの内容との関連および道徳情報モラルの学習内容

実施 各教科等 道徳情報モラル

４月 ・著作権について調べよう (技・家１年）

・著作物の利用、引用のしかた。

・個人情報の公開は慎重に （1 年）

５月 ・製作品のプレゼンテーション技・家（２

年）・ネット上の掲示板の利用のしかた

・ネット上の様々なトラブルについて考えよう （２年）

６月 ・コンピュータ・携帯電話の利用と健康へ

の影響 保体（１年）

・ネット上の様々なトラブルについて考えよう （３年）

７月 ・ゲーム中毒 （１年）

・出会い系サイトに注意 （２年）

９月 ・社会公民 （３年）

契約・クーリングオフ

・電子メールの仕組みとメールトラブル、携帯電話のメー

ルとパソコンのメールの違いによるトラブル (２年)

10 月 ・技術・家庭、家庭分野 （１年）

契約・クーリングオフ

・ネット上で公開した情報は回収不能 （３年）

12 月 ・技術・家庭科、技術分野 （３年）

自分がhtml 言語で作成したWebページ

をインターネットで公開するときの注意

点

1 月 ・ネットいじめ （１年）

２月 ・出会い系サイトに注意 （１年）

・賢い消費者になろう （３年）

ウ．情報モラル教育の三層高層化

新たなしくみが次々に出てくることによって、ネット上の問題やトラブルは複雑

化していくが、情報モラル教育の基本的な考え方や身につけたい力は変わるもので

はない。しかし、これまでのように道徳情報モラルや各教科の授業だけでは対応が

難しく、さまざまな問題が起こる可能性も高くなってきた。

2012 年度までは、道徳情報モラルの授業で予防教育、生徒指導の機能を生かし

た指導で問題への対応、保護者への啓発活動で家庭と連携した指導を目指してきた
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が、これだけでは問題が解決するのが難しいため、未然防止教育も必要と考え、予

防教育、未然防止教育、問題への対応と事後指導・事後教育、保護者への啓発を全

校体制で行う、三層構造アプローチによる情報モラル教育に取り組むことにした。

理由は、担任と生徒たちの信頼関係が確立しているクラスでは、問題が大きくなる

前に、生徒が担任に相談することがあり、問題が未然に解決する例が出てきたこと

から、三層化した情報モラル教育が有効と考えたからである。

エ．保護者への啓発活動

2012 年度は、保護者向け情報モラル研修会を実施するための人的環境が学校長

の異動、PTA 会長の退任で大きく変化したが、前 PTA 会長と金城学院大学の長谷

川教授の協力で、８月に１回研修会を実施することができた。

参加者からは、保護者向け情報モラル研修会の継続を望む声もあり、年１回を目標

に実施することを確認した。

④2013 年度の実践

LINE が 2011 年の発表以来利用者が増え続け、この年、全世界で３億人、日本で

5000 万人となり、ネットパトロールでは対応できない、個人、グループのやり取りに

変化していった。そのため、情報モラルの授業を行い、予防効果を期待しても、生徒た

ちの行動が伴わず、LINE を利用することに関する、友だち間のトラブルが増加してき

た。

これらのことから、LINE などの SNS の利用に関する情報モラルの授業を増やすなど

の対応を行ったが、札幌市教育委員会のネットパトロールで 2 名の生徒が個人情報を公

開していることがわかり、確認したところ、新たに Twitter などを利用し、個人情報を

公開している生徒が 6%程度いることが明らかになった。

これまでは、道徳情報モラルの授業を中心に予防教育に取り組んできたが、発生する

問題に対応するために必要な知識や技術を学ぶ学習が必要になり、朝の 10 分間の帯時

間で学習する読み物教材を作成し、全学年で実施した。

啓発活動については、８月に保護者だけでなく、市内の教員も対象に LINE に関する

研修を前 PTA 会長の高本氏と TV 会議システムを使い名古屋から長谷川教授を講師に

実施したが、80 名を超える参加があった。

このように喫緊な課題としてネット上の問題やトラブルが増加し、情報モラル教育の

内容も再検討が必要となった。

⑤2013 年の情報モラルの授業

ア．2013 年の情報モラルの授業

ネットの利用に関する調査から、ネット上の見ず知らずの相手とのやり取りが増

加していること、LINE や Twitter などの SNS で個人情報を含む情報の公開をして

いる生徒が増えていることから、これまでの情報モラルの構成や実施時期を大幅に

変えた情報モラルの授業を計画した。また、小学校時代に無制限にネットを利用し

てきた生徒がいることから、１年生で年間５時間、2 年生４時間、３年生３時間の

情報モラルの授業を実施した。

イ．2013 年度の情報モラルの授業の内容
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各教科の情報モラルの内容との関連および道徳情報モラルの学習内容

実施

月

各教科等 道徳情報モラル

４月 ・著作権について調べよう 技・家（１年）

著作物の利用、引用のしかた。

・個人情報の公開は慎重に （２年）

・LINE などの SNS 依存 （２年）

５月 ・製作品のプレゼンテーションの 技・家

（２年）

ネット上の掲示板の利用のしかた

６月 ・コンピュータ・携帯電話の利用と健康へ

の影響 保体（１年）

・ネット上の様々なトラブルについて考えよう （３年）

７月 ・ゲーム中毒 （１年）

・電子メールの仕組みとメールトラブル （２年）

・LINE などの SNS 依存 （３年）

９月 ・社会公民 （３年）

契約・クーリングオフ

・メールは誤解をまねきやすい （１年）

・ネット上で公開した情報は回収不能 （３年）

10 月 ・技術・家庭、家庭分野 （１年）

契約・クーリングオフ

12 月 ・技術・家庭科、技術分野 （３年）

自分で html 言語で作成したWebページ

をインターネットで公開するときの注意

点

・ネットいじめ （１年）

・LINE の危険性とトラブル防止 （２年）

２月 ・出会い系サイトに注意（１年）

.・悪質商法 （2 年）

・賢い消費者になろう （３年）

⑥個人情報公開に関する指導

2013 年の９月に Twitter で個人情報を公開している生徒がいることがわかり、指導

することとした。実態を把握するため、ネットパトロールを実施し、フォロワーなどの

つながりから 30 名ほどを特定し、事実関係の確認、関係生徒の指導、問題のある情報

発信をしている生徒の個別指導を行った。しかし、ネットへの個人情報の公開が広まる

のを防ぐため、朝の帯時間を利用し、何が問題でどのような対応をすべきか考えさせる

授業を生徒の発達段階に応じ、内容を変え、全学年で実施した。これらの取り組みで、

拡散することはなかった。

これまでは、年数回の情報モラルの授業で対応してきたが、これからは、問題が発生

した時点で問題への対応と学校全体への指導が必要なことを確認した。

⑦保護者への啓発活動

LINE などを利用したネット上の問題やトラブルが起きていることから、2013 年度

も８月に情報モラル研修会を実施することとした。これまでは、主に保護者を対象にし

た内容の研修会とし、啓発活動を目的に実施したが、市内の学校にも案内したところ、

40 名以上の教職員の参加があり、合計 80 名以上の参加者となった。この参加者数は、

これまでの情報モラル研修会の中で一番多い人数で、教職員の関心の高まりを感じた。

しかし、多くの学校では、問題への対応は生徒指導中心であり、授業で情報モラルに

関する内容を扱っている学校が多くはないこともわかってきた。

このことから、三層構造化した情報モラル教育の啓発や普及が必要だと考えた。

⑧2014 年度の実践

本年度の実践で特に力を入れたのが、入学する１年生のネット利用について、入学前

にネットパトロールを行い、問題点の確認を行い、入学後すぐに指導をしたことである。

理由は、小学校との引継ぎで、小学校時代からネットを利用した問題やトラブルが多発
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していたことを確認したからである。

問題が大きくなる前に、未然防止教育をすることは、2012 年度から行っているが、

スマホやタブレット端末利用の低年齢化や Wi-Fi の普及で家族の見ていないところで利

用できる環境が広まったことで、さまざまな問題が起きるようになった。

その対応は、本校が情報モラル教育を開始した 2006 年度と比較するといっそう困難

になっている。そのため、本年度は、ネットパトロールや対応方法について、情報担当

教諭だけではなく、各学年の生徒指導担当教員が対応し、指導に当たることにした。

ア．2014 年の情報モラルの授業

LINE の利用者が増加し、言葉の行き違いによるトラブルが起きていることを考

え、１年生の年度当初の情報モラルの授業で、「文字情報は誤解をまねきやすい」と

いう内容の学習をすることとした。この授業は 2011 年までは、5 月の連休頃にメ

ールのトラブルが多いことから４月に実施していたが、SNS 等の利用が増え、個人

情報の公開に関する学習を優先させたため、この時期に学習しないことにしたが、

SNS 等の利用状況を考えると、早い時期に学習すべきと考えたからである。

そのため、個人情報の公開に関する学習は 5 月に行った。また、実態調査から、

1 年生男子の 72%が年度当初に、パズドラをやっていることが明らかになったた

め、夏休みの生活と関連させ、ゲーム中毒に関する学習を 7 月に行った。

この結果、2014 年度の１年生から年６回の情報モラルの授業を行うこととした。

２年生については、LINE などの SNS の利用が多いことを考え、LINE のトラブル

やネット依存に関する内容の学習を行うこととした。

イ．2014 年度の情報モラルの授業の内容

各教科の情報モラルの内容との関連および道徳情報モラルの学習内容

実施月 各教科等 道徳の時間

４月 ・著作権について調べよう【問題解決型

学習】技・家（１年）

・著作物の利用、引用のしかた。

・メールは誤解をまねきやすい （１年）

・ネットでコミュニケーション（LINE などの SNS の危険性と

トラブル防止） （2 年）

５月 ・個人情報の公開は慎重に （１年）

６月 ・コンピュータ・携帯電話の利用と健康へ

の影響【心身の健康】 （保体１年）

・様々なネットトラブルと対応 （３年）

７月 ・製作品のプレゼンテーション【電子掲示

板を利用した相互評価】 技・家（２年）

・ネット上の掲示板の利用のしかた

・ゲーム中毒と依存 （１年）

・LINE などの SNS 依存（２年）

９月 ・社会公民【法教育】 （３年）

契約・クーリングオフ

・引き裂かれた友情 （１年）

・ネット上で公開した情報は回収不能 （３年）

11 月 ・技術・家庭、家庭分野【消費者教育】

（１年）契約・クーリングオフ

・悪質商法・ネット詐欺 （２年）

12 月 ・技術・家庭科、技術分野【インターネット

の利用】 （３年）自分で html 言語で作

成した Web ページをインターネットで公

開するときの注意点

・ネットいじめ （１年）

２月 ・出会い系サイトに注意（１年）

.・Twitter などによる情報発信とその影響 （２年）

・賢い消費者になろう・クーリングオフ （３年）

ウ．未然防止教育と生徒指導

1.新入生の指導

2014 年 3 月末に関係の小学校名をキーワードにネットパトロールを行った。
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その結果、数名の生徒たちが、Twitter を使い、学校名や顔のわかる写真を公開

し、中学校では禁止している友だちの家への宿泊など生活面にも課題があること

がわかった。

そこで、画像や Twitter への書き込みのスクリーンショット撮り印刷して事実

関係の確認と問題のある書き込みを削除するような指導を学年の教員たちで行っ

た。

このことにより、Twitter で個人情報を公開する生徒は増えることはなかった。

2.Twitter で情報を公開している生徒の指導

2014 年 9 月、札幌市教育委員会のネットパトロールで個人情報を公開してい

る生徒が１名いるという報告を受けた。この生徒は昨年もネットパトロールで個

人情報を公開していると報告のあった生徒だったので家庭と連絡を取り指導にあ

たった。

これまでは、情報担当教諭がネットパトロールを行い確認をしていたが、本年

度から生徒指導部を中心にネットパトロールを行うこととし、その方法や指導の

流れに関する資料を作成し対応した。その結果、31 名の生徒たちが Twitter で

情報を公開していることを確認し、公開の状況に応じ個別の指導をした。生徒へ

の聞き取りから、他校の生徒がやっているので、自分も個人情報を公開したとい

う回答があった。

このことから、自校で情報モラル教育に取り組んでいても、近隣の学校が同様

の情報モラル教育を行っていなければ、ネット上のつながりだけではなく、学習

塾やクラブチームなどのつながりからネット上の問題やトラブルが拡散すること

も確認できた。

エ．啓発活動

インターネットや情報機器の環境が大きく変化しており、問題が複雑化している

ため、2014 年度は、保護者への啓発活動のほかに、保護者向け研修会実施日の午

前中に本校教職員を対象にした研修会を前 PTA 会長の高本氏を招き実施した。特

に生徒たちの LINE や Twitter など SNS の利用などについて研修を行った。午後

からは保護者向けの研修会を実施し、本年度は 40 数名の参加があった

⑨2012 年度から 2014 年度の実践のまとめ

この 3 年間はスマートフォンや Wi-Fi 環境で利用可能なタブレット型端末、音楽プレ

ーヤー、ゲーム機などの利用が急速に増えており、2014 年 12 月の生徒対象の調査で

は累計 96%の生徒たちが何らかのインターネットに接続可能な情報機器を所持してい

ることがわかった。ひとつも利用していない生徒は 5.6%であり、家族との共用ではな

い個人利用が可能な情報機器をほとんどの生徒たちが利用していることがわかった。

また、1 日２時間以上ネットを利用している生徒が 20.6％、2 時間以上ゲームをし

ている生徒が 20.3％いることが明らかになった。

このように情報機器を利用する生徒たちの低年齢化、SNS やネットゲームなどの利用

の増加など大きな変化が起きている。そのため、情報モラルの授業だけではなく、未然

防止教育、事後指導・事後教育も全校体制で取り組むことが重要になってきた。
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（１５）9 年間の実践のまとめ

本校の情報モラル教育は、2006 年の生徒の実態から危機感を持った教員たちが、当初

は学年体制、その後全校体制で情報モラルの授業を行うところからスタートした。その結

果、ネット上のトラブルや問題は、徐々に減少していったが、環境の変化により情報モラ

ル教育の方法や内容が変化してきた。しかし、学校が組織的に、教育課程に位置づけた情

報モラル教育にすべての教員が取り組むことで、たとえ、問題やトラブルが起きても対応

は可能だということが本実践からわかったことである。

今後、教員の異動等により、2006 年当時の教員たちの危機感や情報モラル教育に取り

組んだ経緯を知らない状況になり、情報モラル教育の予防効果や担任と生徒との信頼関係

の上に成り立つ、事前防止教育が行われず、生徒指導だけで、問題解決を行うようになっ

たときには、問題への対応に追われることになるのではないかと考える。

情報モラル教育は、情報モラルの授業、未然防止教育、事後指導・事後教育がバランス

よく行われることで効果が現れるということが９年間の実践から明らかになったことであ

り、このことはすべての学校に検討していただきたいことでもある。

次の章では、これまでの９年間の実践をもとに取り組みを始めた、三層構造アプローチ

による情報モラル教育について紹介する。
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第 4 章では、9 年間に渡る本校の情報モラル教育の実践について期したのだが、本校の

情報モラル教育は、総合的な学習の時間の情報モラルの授業から始まり、道徳の時間の情

報モラルの授業、事後指導・再発防止教育、保護者への啓発活動など試行錯誤を重ねなが

ら、教育課程への位置づけ、全ての教員が行う情報モラル教育に取り組むことで、一定の

効果が期待できることを確認した。さらに、情報モラル教育を推進する中で、問題が大き

くなる前に問題解決をめざす、未然防止教育が重要なことも確認した。これらの実践を通

して得た知見から、三層構造アプローチによる情報モラル教育と位置づけた。

本章では、本校が 2012 年度から３年間、実践・研究を推進してきた三層構造アプロー

チによる情報モラル教育についてまとめた。

（１）三層構造アプローチによる情報モラル教育とは

学習指導要領(文部科学省 2008)では、道徳だけでなく、各教科で情報モラルを指導す

ることを定めている。また、「教育の情報化に関する手引き」(文部科学省 2010)におい

ても、情報モラルの指導に関する各教科等の指導事例を紹介し、情報モラル教育を全校体

制で行うことや地域や保護者と連携した取り組みなどが必要であると述べている。

文科省が示しているような教育課程や道徳の指導計画等に位置づけて情報モラルの授業

を行うことは、問題発生を予防するために、非常に重要であると考えられる。しかし長年

にわたって道徳の授業が行われてきても、いじめなどの問題が無くならないことから、情

報モラルの授業を行うことだけで問題をなくすことはできない。

ところが、問題が発生した際に学校が対応できることは限られている。学校や警察でも

裁判所でもなく教育機関であることを考えれば、問題への対応は教育的なアプローチでも

って行うことを本来の対応であるといえる。

今西(2001)は現存する中国最古の医学書「黄帝内経」から“上工不治已病、治未病”（日

本語訳“良医は、すでに病気になっているものを治さずに、未病を治す”）を紹介し、「未

病とは健康ではないが、といってはっきりした病気にかかっているわけではない状態で、

病気の前段階あるいは半健康的な状態と定義できる」としている。それを「養生」の考え

方をもって治療することの重要性を説いている。

これを教育に当てはめて考えると、学校は、問題が発生してから対応するのではなく、

問題発生の前段階あるいは問題が起こりかけている段階で指導を行い、問題発生を未然に

防ぎ良好な状態にする教育を行うことが望ましいと考えられる。

その場合、「予防教育」と問題発生後の「事後指導・再発防止教育」だけでなく、予兆を

発見した際の未然防止教育が必要となる。そこで、長谷川・尾崎は、「予防教育」、「未然防

止教育」、「事後指導・再発防止教育」の三層構造を持たせた情報モラル教育の方法を「三

層構造情報モラル教育アプローチ」と名付け、本校で実践を行い、実践を通じて一定の効

果があることを確認した。

５ 三層構造アプローチによる情報モラル教育



①三層構造アプローチ１道徳

第 4 章の 9 年間の実践の

業は、一定の予防効果があることが

を行うためには、生徒の実態

が発生しやすい時期を推測

育課程に位置づけた実践を

の時間の配慮事項には、「道徳

留意すること。」と示されており

れていることになっている

ところが、2014 年 9 月

の生徒たちが「中学校時代情報

317 名対象）と回答している

多くの生徒たちが道徳の時間

道徳の時間に情報モラルの

かし、意図的で計画的な情報

果や抑止効果が現れてくる

るだけではなく、知識・技術

場面を設定することでネット

できる。また、担任が情報

さらに、例えネット上の問題

行っているため、生徒が自分

これまでにも、本校に異動

ルの授業を行っていることで

があったが、2014 年 12

授業をすることで生徒の指導

た。（回答数 28 名/対象 30
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三層構造情報モラル教育

道徳の時間の情報モラルの授業

の中で述べているとおり、道徳の時間に行う

があることが確認できている。予防効果のある

実態やネットや携帯端末の利用状況を把握し

推測し、３年間の見通しを持った情報モラルの

を行うことが必要である。また、学習指導要領

道徳の内容との関連を踏まえて、情報モラルに

されており、各学校で道徳の時間に「情報モラル

れていることになっている。

月に、近隣の高校 1 年生を対象に実施した調査

中学校時代情報モラルの授業を受けたことはない」（

している。この質問では道徳の時間に限定しなかったため

時間に情報モラルの授業を受けていないことが

モラルの授業を行っても、すぐにその効果が現れることはない

情報モラルの授業を３年間継続していくことで

れてくる。特に、道徳の時間の情報モラルの授業では

技術についても理解できるような授業の構成

することでネット上の問題やトラブルの原因や対応方法

情報モラルの授業を行うことで説得力のある授業

問題やトラブルが起きたとしても、担任が情報

自分の間違いや問題に気がつき指導がしやすい

異動してきた教員の聞き取り調査で「他校との

っていることで、問題やトラブルが起きても指導がしやすい

12 月に本校教職員を対象にした調査結果では

指導がしやすいと思う」と回答した教職員は

30 名）これらのことから、教育課程に位置

う、情報モラルの授

のある情報モラルの授業

し、問題やトラブル

モラルの授業を計画し、教

学習指導要領「道徳」の道徳

モラルに関する指導に

モラル」の授業が行わ

調査では 22．1％

」（札幌市内の高校、

しなかったため、さらに

けていないことが推測できる。

れることはない。し

していくことで、徐々に予防効

では、心情面から迫

構成と生徒たちの思考

対応方法を理解することが

授業も可能になる。

情報モラルの授業を

がしやすい。

との違いは情報モラ

がしやすい」という感想

では、「情報モラルの

は 92.9％にのぼっ

位置づけ、全ての教員
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が意図的、計画的に行う情報モラルの授業が、予防効果の期待できる授業と言えそうだ。

多くの学校では、自分たちが何をどのように指導して良いかわからないという理由で、

企業や警察から講師を招き、年１回程度の講演などを行っていることが多いようだ。し

かし、このような講演は、動機付けとしての効果はあっても、生徒対は、多種多様

な問題やトラブルの原因や解決策を理解することは難しい。そのため、生徒たちが、問

題やトラブルの原因や解決策がわからないまま、自分のまわりに伝わってくる情報を何

も疑わずに信じて、ネット上で情報発信したり、行動した りすることで問題やトラブ

ルが起きている。

情報モラルの授業は、道徳の時間の授業が中心となるが、例えば数学の累乗の学習を

するときに、チェーンメールを例に拡散していく状況を計算で示し、理解させることや、

社会科の法教育の学習で、クーリングオブを例に学習するとか、国語の授業で文字情報

は誤解を招きやすいことを学習するときにメールのやりとりを例に考えさせるなど、各

教科に関連づけた情報モラルの学習をすることで、より効果的で予防効果のある情報モ

ラルの授業とすることができる。

このような情報モラルの授業を行うに至ったのは、始めて道徳情報モラルの授業を行

った２００８年度の課題であった、簡便な指導案では、授業のねらいや授業を通して生

徒たちに育てたい力が何なのか担任がしっかり理解できずに、授業内容が担任によって

異なるという課題があったからである。また、簡便な指導案では、専門的な知識を持た

ない教員は、どのように授業を進めると効果的なのかわからず、道徳情報モラルの授業

を行う自信がないという問題もあった。

そこで、授業の意図やねらいを明確にし、授業の展開や流れがより詳しくわかる指導

資料を作成することとした。指導資料には情報モラル教育の目標リストと道徳の内容項

目を示し、授業を通して育てたい力がわかるようにした。この指導資料を事前に教員が

確認することで、情報モラルの授業に自信の持てない教員も、ポイントを押さえた授業

がしやすくなった。

指導資料の方針

・ 道徳の内容項目と情報モラル教育の目標リストを関連付け、授業のねらい、授

業を通して育てたい力を明確にしたこと。

・ 道徳の時間の授業と異なり、道徳情報モラルの授業では、問題やトラブルを解

決するために必要な知識や技術も理解できるような内容を入れたこと。

・ 思考・判断・行動力を高めるために、思考場面やグループディスカッション、

ワークショップ型の学習などを入れ、生徒たちが思考・判断する場面を設定す

るとともに授業のまとめで教員が大切なことを説明するようにしたこと。

・ 問題やトラブルが起きたときに、ただ禁止するのではなく、何が問題でどのよ

うに解決したらよいのかが理解できる学習内容としたこと。

・ 学習内容にあるような問題やトラブルが発生した場合の学校や教員の対応方法

について説明をいれたこと。

・ 問題やトラブルに関する詳細な資料を準備し、それを授業前に読むことで、授

業者が問題点について理解できるようにしたこと。

これらのことを意識した指導資料を作成した。
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ア．道徳情報モラルの年間授業時数

当初は、１、2 年生は、年３回、３年生は２回の計画で情報モラルの授業を行

い、生徒たちが、起こす可能性のある問題やトラブルに対応するための授業とし

た。

2010 年から、生徒の実態調査の結果を参考に３年間を見通した情報モラルの

指導計画を作成し授業を行うこととした。

生徒の実態に即した授業を行う必要があることから、2010 年度から生徒の実態

調査結果を元に、３年間を見通した道徳の全体計画と道徳の時間の情報モラルの

指導計画を作成し授業実践をすすめることとした。その結果、1、２年生は年 4

回、3 年生は年３回の授業を行うこととした。

その後、多種多様化するネット上のトラブルを防ぐ事、情報機器の利用が毎年低

年齢化しているが、小学校で意図的・計画的な情報モラルの授業が行われていな

いため、１年生対象の授業は年々増加し 2014 年度は６回実施している。

イ．授業を行う教員の変容

このように見通しを持った、道徳情報モラルの授業を計画し、指導資料を事前

に教員に配ることで次のような変化が起きてきた

1. 授業の前後に情報モラルの授業に関する職員室の会話も増え、授業の進め方や

振り返りが行われるようになり、全ての教員が道徳の時間に情報モラルの授業

を行う体制が確立した。

2. 校内研修会等で情報モラルの授業に関する研修は行わないが、年度当初、異動

してきた教員たちが、電子黒板などやアニメーション教材の使い方について自

主的に放課後勉強会を行い授業の準備をするなど前向きな取り組みが行わる

ようになった。

ウ．道徳情報モラルの授業の効果

生徒たちは、様々な交友関係やネット上に流通している真偽の不確かな情報

から、インターネットの利用に関する知識を得ることが多い。しかし、これら

の情報がすべて正しいとは限らないこと、デジタルデータやインターネットの

特性を理解しないまま、情報のやり取りや、情報発信を行うことから、問題や

トラブルが起こることが多いと考えられる。また、情報モラルの授業を行って

いない学校では、外部講師を活用した授業や講演会を行うことがあるが、生徒

たちが情報モラルに関心を持つ動機付けにはなるが、その後、情報モラルの授

業を継続しなければ、多種多様な問題やトラブルに対応できずに問題を起こす

可能性がある。

そのようなことにならないよう、本校では情報モラルの授業の実践を進めて

きたが、道徳の時間に情報モラルの授業を行うことで、多くの生徒たちは問題

やトラブルに直面したときに何をどうすべきか理解しているため、問題やトラ

ブルに近づかないことが多く、ネット上の問題やトラブルがあまり起こらない

「予防効果」が確認できた。

また、例え問題やトラブルが発生したとしても、情報モラルの授業で既習内

容であれば、そのことに関連する内容の指導を行うことで、生徒たちが問題点
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に気がつきやすいため問題解決しやすいということも明らかになった。

このように、道徳情報モラルの授業を学校全体が組織として、意図的・計画的

に実施することでネット上の問題やトラブルに関する「予防教育」となることが

確認できた。

エ．情報モラルの授業を効果的に行うための学習環境)

道徳情報モラルの授業を全校体制で組織的に行うためには、3 年間を見通した

計画の作成や詳細な指導資料の作成が効果的なことがわかった。

もう一点重要な要件は、情報機器環境の整備である。国、市町村教育委員会は

情報機器の整備に莫大な予算を使い、コンピュータ教室の整備を進めてきた。し

かし、情報モラルの授業を全ての教員が行うためには、普通教室、特別教室で日

常的に利用できる情報機器環境である。

その理由は、情報モラルの授業を行うごとに、パソコンやプロジェクタなどを

教室に持ち込む方法では、情報機器をセットするのに時間がかかり、情報機器の

活用に苦手意識のある教員にとっては高いハードルになる。そのため、スイッチ

を入れるだけでアニメーション教材を利用できる教室の環境をつくることで敷居

を下げることができ授業がしやすくなるからである。

本校では、全ての教室に、50inch 以上の電子黒板またはデジタル TV、パソ

コン、実物投影機、DVD プレーヤーなどを整備したが、情報モラルの授業以外

に日常の各教科の授業でも活用されるようになり、現在では約４０％の教員が授

業で情報機器を使っている。

情報機器環境の整備には、教育委員会の環境整備だけでは、不十分なことが多

い、本校では、校内で調整を行いながら教材備品費や研究助成金を充てている。

このような学校の努力も大切である。

本校の９年間の実践から予防効果を高める情報モラルの授業を行うために明ら

かになったことは、詳細な指導資料と指導案の作成、全ての教室の情報機器の整

備が重要ということである。

②問題やトラブルが広まるのを防ぐ未然防止教育

全校体制で取り組む道徳の時間の情報モラルの授業が定着し、ネット上の問題やトラ

ブルは減少したが、皆無になることはなかった。当初は、問題が起きた場合、生徒指導

の機能を生かした指導を行うこととしたが、問題が大きくなってから対応したのでは、

問題が解決しにくいという課題が出てきた。

そこで、ネット上の問題やトラブルが大きくなる前に、未然に察知し、指導を行うこ

とができれば、より効果的なのではないかと考えた。そのため、「未病の治療」を参考

に 2011 年度から、未然防止教育の試行を始め、2012 年度から実践を行っている。

本校が行っている未然防止教育は、次のようなことである。

オ．実態把握と指導

未然防止教育で効果が期待できたことは、生徒の実態把握や実態調査の結果か

ら、今後起きそうな問題やトラブルを察知し、対応策を実施することである。問

題が発覚したときには、広範囲に拡散し、収集がつかない状態になっていること

が多い。しかし、そのような状況になる前に教員が気がつき対応することで、問
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題が大きくなる前に解決できることもある。

例えば、本年度入学した生徒たちは、小学校高学年頃から多くの児童がネット

を利用し、問題やトラブルを起こしていたことが、小学校との引き継ぎ打合せで

わかった。

そこで、中学校入学前にネットパトロールを行い、不適切な情報や個人情報を

公開している生徒を特定し、入学後すぐに指導するとともに、個人情報を公開す

ることの危険性について５月の情報モラルの授業で学習した。

このことで、その後、ネット上に個人情報を公開する生徒が増えることはなか

った。実態把握、状況確認を行い、問題が拡散する前の早い段階での指導を行う

ことが大切である。この事例の詳細については次章に記すが、積極的に生徒の実

態を確認し、即対応する未然防止教育は効果がある。

もう一つの未然防止教育は、担任と生徒の信頼関係を構築することで、問題が

起きそうな時点で、生徒が相談するようになることだ。2014 年 12 月の教師対

象の調査から「生徒からトラブルが起こる前に相談を受けた」と回答した教員は

32.1％だった。

本校の場合、2006 年度から取り組んだ学校改革が進み、生徒が落ち着きを取

り戻すと、担任との人間関係もよくなり、相談しやすい雰囲気ができあがってき

た。また、担任が生徒の様子をしっかり観察することで、言動の変化に気がつく

ことも増えてきた。これらのことから、未然防止教育が重要になる。しかし、未

然防止教育だけを行うのではなく、全校体制で取り組む情報モラルの授業、事後

指導・事後教育、未然防止教育をバランス良く行うことで、ネット上の問題やト

ラブルが起こりにくくなることがわかった。

③事後指導・事後教育

ネット上の問題やトラブルが発生した場合、生徒指導部を中心に問題やトラブルへの

対応と関係生徒の指導を行うが、対処療法的に関係生徒たちを指導しただけでは、生徒

たちは何が問題でどうすべきだったかということが理解できないまま「ダメ」、「やって

はいけない」ということに終始し根本的な問題解決には至らない場合があり、同じよう

なトラブルを繰り返すことになる。また、校内の全ての生徒たちが問題点やトラブルの

原因や解決策を理解できる指導が難しいため、問題が広がる可能性もある。

このような問題を解決するためには、問題発生時の校内体制を確立しておくことが必

要だ。事前に検討した対応方法に沿って、管理職、生徒指導・情報教育の担当者が、問

題のを見極め、問題解決に向けた対応のしかたや指導の流れについて検討し、指導方針

に従い、関係した生徒の事後指導と事後教育を行うとともに、全校生徒への指導が必要

な場合には、学年集会や朝の帯時間を使った情報モラルの学習なども行う。

このように、「予防教育」、「未然防止教育」、「事後指導・事後教育」の三層構造アプロ

ーチによる情報モラル教育をバランスよく行うことで、ネット上の問題やトラブルは減

少する。そのためには、学校全体で組織的に取り組む情報モラル教育が重要であること

が、本実践から明確になった。
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④地域・家庭との連携

三層構造アプローチによる、情報モラル教育は効果的だが、ネット上のトラブルや問

題のほとんどは家庭で起きているが、それを学校に持ち込み、校内の生徒同士のトラブ

ルになることが多い。このことを防ぐためには、家庭で保護者が必要な対応ができるよ

うにする必要がある。そこで、家庭への啓発活動が必要になる。

本校では、保護者向け情報モラル研修会と地域・家庭向け情報モラル通信の発行を通

して啓発活動を行ってきた。このことにより保護者の情報モラル教育に対する意識は高

まっているが、課題も見えてきた。

ア．保護者向け情報モラル研修会

保護者向け研修会については、長谷川教授、前 PTA 会長の高本氏の協力を得て、

2011 年度以降、継続続して実施してきた。現在はＰＴＡの研修事業として夏季休

業中に実施しているが、近隣の学校の保護者や教員、地域の人たちなどの参加も増

えている。

しかし、ネット上の問題やトラブルを起こす生徒の保護者が、研修会に参加する

ことがないことが課題となっている。保護者向けの啓発活動が必要な理由は、多く

の保護者が学生の頃には、インターネットは広く一般に普及していなかったため、

インターネットや情報機器の特性や正しい知識がないまま利用しており、自分の子

供たちの指導ができていないことが考えられる。そのため、ネット上への個人情報

の公開など危険な目にあう可能性のある利用を自分の子供がしていても問題点を理

解させ、指導することが難しいという問題がある。また、中には情報機器の操作や

使い方がわからないため、自分の子供の指導ができないという保護者もいる。

そこで、専門家を招き、生徒たちのインターネットの利用状況や起きている問題

の内容、問題が起きたときの対応、家庭のルール作りなどについて研修を行ってい

るのだが、指導が必要な生徒の保護者が研修会に参加することはない。そのため、

研修会に参加しなくても、保護者たちが理解できるよう、「情報モラル通信」を

2009 年度から年数回発行している。

最近は、情報モラル通信を長期休業前などに発行し、現在、起きている問題の事

例の紹介と対応のしかたを中心に地域や家庭への啓発を行っている。このように、

保護者向け研修会や情報モラル通信などの啓発活動を学校が行っていくことで保護

者も徐々に変容していく。

本校の 9 年間の実践から明らかになったことは、全校体制で全ての教職員が自分

たちの問題として情報モラルの問題を捉え、全員が関わる三層構造情報モラル教育

アプローチによる組織的な情報モラル教育を行うことで、時間はかかるが確実に生

徒たちも教員たちも保護者たちも変容することが確認できたことである。

情報モラルの授業だけを行っていても、全員の生徒が問題を起こさないわけでは

ないため、予想した効果が期待できないことが考えられる。また、問題が起きてか

ら、生徒指導を行い、禁止したり制約したりしても生徒たちが問題の本質に気がつ

かなければ同じようなことが繰り返されるようになる。そのため、予防効果を考え

た道徳情報モラルの授業、生徒たちと信頼関係を築き、相談しやすい雰囲気を作り

未然防止指導を行う未然防止教育、問題やトラブルが起きてしまったときに組織と
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して速やかに対応し、全校生徒への事後指導、事後教育行う必要がある。さらに、

地域や保護者の啓発を繰り返し、子供たちを見守り、指導と対応を行う保護者の啓

発をバランスよく行う情報モラル教育を行うことが現段階では効果的であると考え

ている。

情報社会は今後も進展し、ネット上の問題やトラブルはさらに複雑化し、問題解決が難

しくなることが予想できる。しかし、全校体制による組織的な情報モラル教育を全ての学

校が行うことができるようになると、問題は徐々に解決していくのではないかと考える。

情報モラル教育は、「情報活用の実践力」、「情報の科学的な理解」、「情報社会に参画する

態度」を教育活動を通して育むことができれば、情報社会を生き抜くための知恵や態度が

自ずと育成できるはずである。そのことを忘れずに、生徒たちがこれからの情報社会を生

き抜く力を身につけることができるような情報モラル教育に取り組む必要がある。

６章では、本校が取り組んだ、未然防止教育と事後指導、事後教育の事例を紹介する。
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5 章では、三層構造アプローチによる情報モラル教育について記した。この章では、情

報モラルの授業、未然防止教育、事後指導・事後教育の具体について記す。

（１）予防効果を考えた情報モラル教育の授業例

本校の９年間の実践の中で最初に取り組んだのが情報モラルの授業である。当初は、総

合的な学習の時間の題材として問題事例をもとに原因や対応策を考えるグループ学習を行

い、現在は、ネットを利用する際の知識・技術の習得と心情面から考える道徳情報モラル

の授業を行っている。

情報モラルの授業は、生徒の実態を把握し、年間の指導計画を立て実施しているのだが、

入学してくる１年生の授業は年々回数が増え、本年度は年 6 回行う事にした。これは、情

報機器利用の低年齢化と情報モラルの授業があまり行われていないという実態を踏まえ、

中学校１年生で情報機器やネットの利用についてしっかり学習する必要があると考えてい

るからだ。

本年度は、小学校から、LINE やメールを使っている生徒が多いという実態があるため、

文字情報のやりとりが招く誤解やチェーンメールの学習、個人情報を公開することで起こ

る問題やトラブルについて考える学習が早急に必要と考え、４月と５月に実施することと

した。この授業は、この数年行っていなかったが、LINE やメールを利用したトラブルが

起きることを予想し、以前使用した指導資料を修正することとした。

文字情報は誤解を招きやすいということ。チェーンメールについて理解し、適切な対応

を行うなど、授業で押さえるべき基本的な内容の変更はないが、学習のポイントを現在の

ネットの状況にあわせた内容とし、本年度異動してきた教員がポイントを押さえ授業がし

やすい内容に変更した。

授業の内容は、担任が一方的に説明をするのではなく、生徒たちが思考する場面を設定

している。情報モラルの授業では、問題点や問題の原因，理由、解決策などを生徒たちが

各々考え、意見を交流することで、ネット上の問題やトラブルについて、自分たちの問題

として考えることができること、その考えや意見について担任がわかりやすく説明するこ

とで、正しい知識や技術を身につけることができること。自分の考えを交流することで、

相手の気持ちになり、心情面の理解も深まることなどが考えられる。情報モラルの授業を

行わなければ、知識・技術や心情面から問題を考えることがないため、正しくない行動が

広まる可能性もある。

これらのことを考えると生徒たちの思考場面を設定した、情報モラルの授業を行うこと

で、予防効果が期待できることになる。

ここでは、2014 年４月に１年生を対象にした、メールのトラブルに関する情報モラル

の指導資料を紹介する。

なお、この指導資料は、東京書籍の「情報モラルとコンピュータ」のアニメーション教

材を使用した指導資料である。

６ 三層構造アプローチによる実践事例
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①道徳の時間の情報モラルの指導案の例

道徳の時間指導案 第１学年 第１回

平成 26 年 4 月 25 日(金) ５校時

札幌市立平岡中学校 第 1 学年

L4-01

L4-04

メールは誤解を生じやすいこと

を知って、上手に使おう！

チェーンメール

「情報モラル指導モデルカリキュラム表」への対応

学習のテーマ

メールや LINE などの文字情報だけで

は、伝わらないことがあり誤解や行き違い

からトラブルが起こるため注意が必要な

ことを学習します。また、チェーンメールな

どの迷惑メールを受け取った場合の対応

についても考えます。

大目標
① 情報社会への参画において、責任

ある態度で臨み、義務を果たす

中目標

ａ4-1：情報社会における自分の責任や

義務について考え、行動する

対象

中学校第１学年 道徳の時間の目標との関連

①主として他の人とのかかわりに関すること

それぞれの個性や立場を尊重し、それぞれのも

のの見かたや考え方があることに気づき、お互

いに学びあう広い心をもつ

学習のポイント
中学校に入学し 3 週間がすぎ生徒たちは徐々に学校生活にも慣れ、小学校時代とは異なる

交友関係もできつつあります。そのような中、メールや LINE のトークなどを利用することで、誤

解や行き違いから友だちとトラブルを起こす生徒も出てきます。

そこで今回は、文字情報（絵文字やスタンプを含む）だけでは意思疎通が難しいため、届いた

メールの文字だけを見て、けんかやトラブルが起きる可能性があるため、相手に誤解を招かない

ようなメールを送る必要があることを考えます。また、例年ゴールデンウィークの時期に保護者

から相談の増えるチェーンメールなどの迷惑メールについて学習するとともに、複数の人たちに

メールを送る場合の注意点を学習します。

技術のレディネステストの調査の結果から、 携帯電話、コンピュータ、ゲーム機などの利用結

果は次の通りでした。１年生の男子の携帯電話・スマホの所有率は高くないこと、女子の中には

中学 1年生になりスマホを購入した生徒がいることがわかりました。携帯電話の所有率は高くな

かったですが、ニンテンドー３ＤＳの所有率はほぼ 100％であり、iPodTouch や iPad などスマホで

できることはすべてできる携帯端末の利用者もいること、小学校時代から携帯電話やインター

ネットを無制限に利用し続けTwitter で個人情報を公開していた生徒もいることから、今後、イン

ターネットや携帯電話の利用について十分な学習が必要そうです。

最近は、全国的にもインターネットに接続しているゲーム機が増える傾向にあります。ゲーム

機には、電子メールの他に、掲示板、チャットの機能があるためこれらの機能を利用することによ

る事件・事故などのトラブルが多発しています。また、タブレット端末はインターネットだけでなく

LINE などのアプリをインストールできること、携帯電話と異なり、WI-FI を使うためフィルタリング

の設定が必要ですが設定していないことが多く、ネット利用の無法地帯化している状態です。

今回の授業はメールに関する学習ですが、調査の結果から、3DS のチャット機能や、LINE など

のトークと呼ばれる簡易メール機能でも、メールと同様の文字情報のやりとりでトラブルが起こ

ることが考えられること、LINE などのグループのトーク機能は複数の友だちとの一度に全員と

やり取りが可能なことから、一対一のメールのトラブルだけではなく、仲間はずしや無視、いじめ

などのトラブルを起こしたり、巻き込まれたりすることがないよう、ゴールデンウィーク中の生活

と関連させ指導をお願いします。

電話や直接会って会話する場合、声の様子や表情等で相手の気持ちや考えを理解すること

が可能です。しかし、メールや簡易メール、チャット、掲示板のように文字や絵文字、スタンプだけ

のやりとりで情報を伝え合う場合、相手に送り手の思いが十分伝わらないことがあります。
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その結果、誤解を生じ、子供たちの場合、トラブルに発展してしまうこともあります。このよう

なトラブルを避けるためには、情報を発信する前に、読み手の立場に立って、わかりやすく伝え

ることができているかを確認してから送信すること、また仮に、受け取ったメッセージに対し不快

感を持っても、それが文字や絵だけであるから、自分が誤解している可能性も考えて早合点し

ないようにすることが必要なことを理解させてください。

子供たちの中には、絵文字やスタンプを使えば誤解を生じないという考えも増えています。し

かし、友だち同士、直接会って話をすることの大切さも理解できるよう指導をお願いします。

チェーンメールについては、子供たちは、チェーンメールであることを理解していても、恐怖感

から複数の人に送信してしまう場合があります。チェーンメールを止めても誰が止めたかは自分

以外にはわからないことや、仮に受け取っても転送しないことがマナーであることを指導してく

ださい。

また、最近は、メール本文の URL をクリックすると、フィッシング詐欺サイトや個人情報をだまし

とるサイト、出会い系サイトなどに登録されてしまうものもあり注意が必要です、この場合、弁護

士などの法律の専門家や、警察、国民生活センター等の公的な機関に相談する必要があること

を理解させ、親に相談するようにさせてください。

この他、メールを複数の人に出す場合、メールの CC 機能を使い複数のメールアドレスを指定し

送信することがありますが、この場合 CC（カーボンコピー）では、メールを受信した全員のメール

アドレスが表示されるため知らない人に自分のメールアドレスを知られる危険があるため、CC で

はなく BCC（ブラインドカーボンコピー）にアドレスを書き、無断で友だちのメールアドレスを公開し

てしまうことがないよう注意が必要なことも伝えてください。

メールのトラブルが起きたときに、よく確認しないうちに第三者にそのことについて自分の不

満や怒りの気持ちを発信することがあります。このことが原因で、けんかになった例が本校でも

ありますので、絶対にすべきでないことも理解させ、ネットを上手に使うこと、健全で好ましい友

達関係を築くことなどをこの学習を通して学ばせてください。
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学習活動 指導の流れ

導

入

１．電子メールやゲームサイトの

チャットや LINE のトークなどの便

利なところを手紙や電話と比較

してワークシートにまとめ発表す

る。

○日常の生活を振り返り、電子メールやゲームサイト

のチャットや LINE のトークなどの便利なところを手紙

や電話と比較し表にまとめてみよう。

・電子メールを利用していない生徒もいるが、便利

さをについて考えさせ、まとめるようにする。

・便利さと同時にトラブルになりやすいことにも気が

つかせるとよい。

展

開

２．「メールは誤解を生じやすい

ことを知って、上手に使おう！」

のアニメーションを視聴する。

３．なぜミキの言葉がナオコに伝

わらなかったのかワークシートに

まとめ発表する。

４．どのような内容のメールを書

けばよかったのか、ワークシート

に自分の考えたメールの文を書

き 2-3 人発表する。

５．ナオコがとった行動の問題点

とその理由をワークシートに書き

話し合う。

６．チェーンメールのアニメーショ

ンを視聴し、次の場面について

問題点を話し合う。

(1)ナオコが友達に送信する場

面

(2)迷惑メールが届くようになっ

た場面

７．チェーンメールを受け取ったと

きの対応策について考え、話し

合う。

８．友だちとメールのやり取りが

原因でトラブルになった。チェー

ンメールを送られ迷惑するなど

メールのトラブルが起きないた

○デジタル TV とノート PC、教育用ネットワークに接続

し、インターネットエクスプローラを起動し、「情報モラ

ルとコンピュータ」をクリックし、「生徒」をクリックし、

「情報モラル」－「アニメーション」の順にクリックし、ア

ニメーション一覧を表示させておく。

1.電子メール－2.「メールは誤解を生じやすいことを知

って、上手に使おう！」の画面をクリックし「はじめか

ら」をクリックするとアニメーションがスタートする。

○行き違いが生じた理由を考えさせ発表させる。

○どのようなメールを書くべきだったか考えさせ、それ

ぞれが書いたメールを 2-3 人に発表させる。

○ナオコの行動についての問題点とそのことで起きそ

うなトラブルについて考えさせ話し合わせる。

→ほかの人に余計な話をすることで問題が大きくなる

ことに気づかせる。

※アニメの「まとめ」を使い説明をする。終わったら「メ

ニューに戻る」をクリックし一覧を表示させておく。

○1.電子メール－3.「チェーンメール」の画面をクリック

しアニメーションを視聴させる。

○ナオコ自身に危険意識が低いことを理解させる。

○着メロ無料など甘い言葉の落とし穴に気づかせる

○無料プレゼントをクリックし個人情報を送信したこと

で情報がもれたことに気がつかせる。（最近は高額支

払い詐欺サイトにつながることもある）

○チェーンメールをとめても誰にもわからない

○チェーンメールを転送すると多くの人に迷惑がかか

る

○迷惑メールの対処方法を説明する

○チェーンメールがどのくらい増えるか黒板に計算式

を書いて説明するとわかりやすい

5 人に出していくと 10 世代目で 9、765、625 人になる

(５×５×５×５×５×５×５×５×５×５)

10人に出していくと 9世代目で 1、000、000、000 人日

本の人口よりもはるかに多くなることに気がつかせる

とよい。

○メールのトラブルが起きたときは、直接話をするよう

にして問題解決を試みる

○お互いに誤解していた時は素直にあやまる。

○うまく問題が解決しなくても、問題を広げないよう



89

学校の対応：

文字や絵文字、スタンプなどだけの電子メールやチャット、トークの場合、意図したことが相手

に伝わらず、トラブルに発展することがあります。自分自身の書いた電子メールの内容を、相手

の立場に立って読み返し、意図したことが伝わる内容になっているかどうかふり返らせることが

大切です。学習時に、送り手と受け手の両方の立場に立たせて考えさせることにより、いっそう

読み手を意識した表現をさせることができるでしょう。

今回のアニメーションでは、特定の生徒へのメールであり、お互いに問題解決をし、仲直りをし

た設定にしてありますが、第三者への悪口メールや掲示板等へのかき込みをした場合、不特定

多数にその情報が広がり、取り返しのつかない被害を与える場合があります。また、場合によっ

ては、名誉毀損だとして被害を受けた人から訴えられたり、最悪の場合には犯罪につながってし

まったりすることもあることについても指導してください。

万が一、被害者になった生徒から相談を受けた場合は、保護者に事情を説明するとともに、問

題のメールや掲示板上に書かれたコメントを印刷したり、デジカメで撮影したりして、その状況を

記録するよう指示しましょう。掲示板にかかれた悪口が公開されている場合は、その掲示板の管

理人への削除依頼の仕方などのアドバイスも必要ですし、状況によっては、警察に相談すること

を検討してもらう必要もあります。

個人情報に対して危機意識の低い子どもたちは、安易にインターネット上に個人情報を漏洩

してしまう場合があります。迷惑メールの中には安全なものばかりではなく、ウイルスが添付して

いたり、開くだけで危険なサイトにつながるものもあります。

ま

と

め

めには、どのようなことに気をつ

けるべきか、ワークシートに自分

の考えをまとめ発表する。

９．連休中の生活のしかたや友だ

ちとのかかわり方について先生

の話を聞く

10．今日の授業の感想をワーク

シートにまとめる。

にする。

○チェーンメールなどが原因で被害にあったときには、

自分ひとりで解決せずに、必ず大人に相談するように

してください。

もう一つ大切なことを話します。

複数の人にメールを出すときに宛先の欄に全員のメ

ールアドレスを書いたり、CC（カーボンコピー）欄にアド

レスを書いて送信すると送った人全員のメールアドレス

がメールを受け取った人全員にわかってしまいます。

全員が知り合いでメールアドレスを知っている場合に

は問題は起きませんが、そうでない場合には無断でメ

ールアドレスを他の人に伝えたことになります。このよ

うな時には CC 欄にアドレスを書くのではなく、BCC（ブ

ラインドカーボンコピー）欄に自分以外の人のメールア

ドレスを書いて送ると誰にメールを送ったかはわからな

くなります。複数の人にメールを送る時は注意しましょ

う。

このように、メールの使い方には注意すべきことが

いろいろあります。今後情報モラルの授業で学習して

いきます。

○連休中の生活のしかたについて生徒指導部の資料

も参考に指導する。

○今日の授業の感想をワークシートに書かせる。

※メールに依存することなく、その場面や状況に応じ

て、適切な対応の仕方を考えることが大切なことを理

解させてください。



チェーンメール・迷惑メールが届

子供たちには、見覚えのない

ルなどが送られてきた場合には

いような設定をするようにアドバ

チェーンメールなどの迷惑メールが

ぐためにも、インターネット上に

ように指導します。

このほか、チェーンメールなどが

ず大人に相談することをこの時期

板書例 板書はしなくてもよいですが

い。

電 話

手 紙

電子メール

90

届いたときの対応

えのない電子メールやチャット、トークに返信したりせず

には、すぐ削除するように伝えましょう。また、迷惑

アドバイスしてください。

メールが送られてくるきっかけとなる子供たち

に個人情報を書き込む場合は、保護者と相談した

チェーンメールなどが原因で被害にあったときには、自分ひとりで

時期に指導しておいてください。

はしなくてもよいですが、板書例を見て授業の展開

特 性 （よいところ）

りせず、怪しい電子メー

迷惑メールを受信しな

たちの安易な行動を防

した上で、入力させる

ひとりで解決せずに、必

展開を考えてくださ
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①道徳の時間の情報モラルのワークシートの例

1 年生 道徳情報モラル メールトラブル ワークシート

月 日 １年 組 名前
１．電子メールゲームサイトのチャットや LINE のトークなどの便利なところ

を電話・手紙と比較して考えてみましょう。

特 性 （よいところ）

電 話

手 紙

電子メール

２．なぜ、ミキの言葉がナオコに伝わらず行き違いが生じたのか理由をかきま

しょう。

３．どのような内容のメールを書けばミキの言葉がナオコにつたわったのでし

ょうか。自分でメールの文章を考え書いてみましょう。

４．ナオコのとった行動の問題点とその理由をかきましょう。

問題点：

理 由：

５．チェーンメールを受け取ったときの対応策をかきましょう。

６．５人の人にチェーンメールを出していくと 10 世代目には何人にメールが

届くか計算して結果をかきましょう。

７．友だちとメールトラブルが起きないためにどのようなことに気をつけるべ

きでしょうか．

８．今日の学習でわかったこと、これから気をつけたいこと、授業の感想など

を書きましょう。
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（２）未然防止教育の事例

小学校との生徒の引き継ぎ打合せで、C 小学校の生徒指導が困難な状況にあり、ネット

の利用状況も良くないことがわかり、入学後のネットの問題やトラブルが起こる可能性が

高いため、本校に入学前の児童を対象にネットパトロールを行った。

ネットパトロールでは LINE などの利用状況について調べることは難しいが、Twitter

で公開している情報からネットの利用状況を確認することができる。3 月末のネットパト

ロールでは、Twitter 上で、4 月からの進学先として本校の名前をあげたり、個人を特定

できる画像を公開していたりする事例を確認した。そこで、関係する画像のキャプチャー・

印刷と URL の記録を行った。次にフォロワーを確認し、本校に入学してくる予定の児童

の確認を行い記録をした。その結果、３名の女子が個人を特定できる情報を公開している

ことがわかった。

ネットパトロールを行う場合、指導をするときの根拠となる、画像や書き込みの保存と、

URL を記録することは不可欠であり、指導後の確認や事後教育を行う時に必要になる。

入学式に保存したデータから本人の特定を行い、翌日、本人たちから事実関係の確認を

行い、デジタルデータ、インターネットの特性について教えた上で、ネット上に公開すべ

きではない不適切な画像や書き込みを削除するよう指導した。

さらに家庭に指導内容と今後の対応について連絡した。また、技術・家庭科、技術分野

の授業で行った、レディネス調査から、小学校時代にネット上に個人情報を公開している

生徒やネット上の人たちと交流している生徒もいたことから、情報モラルの授業計画を変

更し、個人情報を公開することの危険性について５月の情報モラルの授業で学習すること

とした。

このような未然防止の指導を行ったことで、その後、Twitter などで個人情報を公開す

る生徒が増えることはなかった。実態把握、状況確認を行い、問題が拡散する前の早い段

階での指導を行うことが大切である。

ネット上に個人情報を公開している新入学生への指導の流れ

・収集した情報をもとにネットパトロールの実行と画像などの保存

↓

・事実関係の確認と関係生徒が問題を理解できる指導、家庭への連絡

↓

・情報モラルの授業で学年の生徒たちに情報モラルの授業で予防教育

ネット上の問題やトラブルが拡散することを防ぐためには、教員が情報の収集を行い、

先回りして事実関係を調査し、教員たちが協力し、情報モラルの授業と同様に組織的に問

題に対応し解決していくことが重要である。

ネットパトロールは手間も時間もかかるため、このことを目的とすることは本来の学校

の業務ではない。しかし、未然防止の手段として、必要に応じて複数の教員が手分けして

行うことで、問題が大きくなる前に未然に問題やトラブルの兆候を発見することも可能で

ある。

この他、担任との信頼関係が構築されると、生徒たちは問題やトラブルが起きそうに

なると生徒たちが相談しやすい雰囲気ができあがる。本校の 2012 年の調査では、最初に
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相談する人は親と回答した生徒が 48.6％であり、二番目に相談する人として担任の先生

と回答した生徒が 17.3％と高かった。

未然に問題やトラブルを察知し対応するためには、ネットのトラブルや問題について、

担任に相談しやすい状況をつくっておくことが大切である。

（３）事後指導・事後教育の事例

業者委託でネットパトロールを行っている場合、Twitter やネット上の掲示板などで学

校名や個人を特定できる情報を公開している生徒について、数ヶ月に１度、教育委員会か

ら連絡がくる。

この情報をもとに、学校が組織的な対応をすることで、問題が起きたり、拡散したりす

る前に未然に防止できることになる。ここでは、2013 年 9 月の指導事例を紹介する。

①学校が行うネットパトロール

連絡のあった生徒の Twitter の URL を確認し、その生徒のフォロワーを確認し、関

係の生徒をリストアップしていく。さらにリストアップした生徒のフォロワーを調べ、

芋づる式に個人情報を発信している生徒、個人情報の発信はしていないが個人を特定で

きる生徒の Twitter の URL を記録し、問題のある画像や書き込みのスクリーンショッ

トを保存していく。この時リストアップした生徒は 30 人ほどだった。

この数はネット利用の実態調査で(2013.5 調査)Twitter や SNSを利用している生徒

の中で書き込みをしていると回答した生徒の割合とほぼ同じであり全校の 6％の生徒で

あった。

この数は、情報モラルの予防効果があったのか、複数の学校のデータと比較すると多

くはなかった。この段階で指導を行えば、さらに個人情報を公開する生徒が増えないで

あろうと考え、全校体制の指導を行うこととした。

②事実関係の確認

Twitter に関する指導について（事後指導・事後教育の事例）

ア．Twitter で個人情報を公開している生徒指導のねらい

市教委のネットパトロールの報告書から Twitter で個人情報を公開している生徒

１名の報告があった。この生徒を起点に友だち関係（Twitter では「フォロワー」

と言う）を調べると本校生徒の中に問題のある Twitter の利用のしかたをしている

生徒がいることがわかった。そこで、今後、ネットトラブルが起きた場合、より多

くの教職員が対応できるよう、管理職、生徒指導部、研修部、教務部が連携し、ど

のような「事後指導」、「事後教育」をすべきか、指導実践を通して考えることとし

た。

イ．Twitter に関する指導の流れ

1.実態の把握

実態把握を行い,証拠となる画像を保存し、関係する生徒の一覧表を作成する。

→各学年の生徒指導部を中心に

この時点では、生徒たちに Twitter 利用状況を調査していることを知られない

ようにネットパトロールを行う。調査していることが広まるとフォロワー以外に

非公開の設定や自分の Twitter を削除する生徒が出てくることが考えられるため。

2.事実関係の把握

各学年の生徒指導部が生徒からの事実関係の聞き取りを行う

→この時、ダメとかやめろという指導をするのではなく、あくまでも事実関係

について生徒から聞き取りを行い一覧表にまとめる。また、問題のある書き込み
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や公開した写真を速やかに削除するよう促す。

3.事実関係の確認方法

根拠となる資料がない状態で指導しても生徒たちは納得したり反省したりする

のではなく、指導に対する違和感や不満を持つ可能性があるので、根拠となる資

料の作成を行い、問題点を確認する必要がある。

今回の事例では、市教委からの連絡で「A 子」の Twitter で写真や個人情報を

公開していることがわかった。そこで、「A 子」が Twitter で公開している問題点

は、顔写真の公開、個人情報の公開（ちゅうがくさんねんせい、現ひらおかちゅう

など）。また、問題のある画像や書き込みはスクリーンショット（[Print Screen] キ

ーを押す（全画面キャプチャーする場合）。現在開いている画像のみキャプチャーす

るには[Alt]キーを押しながら[Print Screen]し、ワードなどに貼り付けて保存する。

もしくはアクセサリー内のペイントに貼り付け加工することも可能。

次に、「A 子」のフォロワーの中で明らかに平岡中の生徒であることがわかる生

徒のフォロワーについても同様の作業を行い、Excel の表に情報を追加していく。

この作業を繰り返し、平岡中で Twitter を利用している生徒を探し出し、記録事項

を Excel の次のような表に記録していく

これらの情報から、Twitter を利用している本校生徒を探し出していく。

Twitter のフォロワーや書き込み内容の確認を行うために、学年ごとににアカウン

トを作成してある。

管理職 ×△○ 1 学年 ○○○ 2 学年 ×××3 学年 △○×

パスワードは＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Twitter へのログイン ログイン後の画面 この状態でここに URL を入力する

ログイン後、「A 子」の URL https://twitter.com/hogehoge をブラウザソフ

トの URL を入力する欄に入力（もしくは Excel ファイルに記載してある URL から

関係するサイトを開き）「A 子」の Twitter を確認する。この時、Twitter のアカウ

ントを持っている教員も生徒指導用に作成したアカウントを使う。

→各教員の校務処理機からは確認できませんが、校長、教頭の校務処理機から確

認することができる。

「A 子」の Twitter に表示される、「フォロワー」の部分をクリックし、「A 子」
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をフォローしている（友だち）の確認をし、Excel の表にハンドル名（Twitter に

表示されている名前）を記載し、フォロワーの Twitter の URL をコピーし Excel

の表に貼り付けていく。

実態把握のための一覧表の例

ウ．指導方針の確認

集めた情報を整理し、指導方針・内容を確認する。

→作成した一覧表と聞き取り結果を元にどのような指導をするか生徒指導部と

検討する。

1. A 子のように、昨年も指導を受けているが、3 年生になり再度問題のある写

真、内容（学校名学年など）を公開しているので保護者を呼んで生徒指導部と

担任が指導する。

2. 昨年は指導を受けていないが、問題のある写真などを公開している生徒につ

いては、各学年の生徒指導部と担任で指導を行う。また、担任が家庭に連絡し、

つぶやきが５回、「A 子」がフォロー（見ている）

が 54 件、フォロワー（「A 子」の書き込みを見て

いる）友だちが 47 件（人）いること、最後のつ

ぶやきが 9 月 10 日だったということがわかる
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注意を促す。

3. 特に問題のある写真や書き込みを公開していない生徒にについては、問題の

ある写真や内容を公開していた生徒のフォロワーとして名前が挙がってきたこ

とを教え、自分にとって不利になるような Twitter の利用のしかたをしないよ

う担任が注意をする。

といった指導方針を確認し、指導を行う。

エ．指導

確認した事実関係・利用状況から各担任、担当者が、指導方針で決定した必要

な指導を行う。

オ．事後教育

帯時間“平岡タイム”を使い Twitter の利用について正しい知識や技術を身に

つけるための学習を行う。

→関係生徒の指導状況を確認し、研修部が学年に応じた指導資料を作成し、平

岡タイムで全学年の生徒たちが学習する。

次ページに帯時間で行う事後教育の例を紹介する。
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③帯時間を利用した事後教育の例

平岡タイム 情報モラル１（1，2，3 年生用） 2013 年 9 月 17 日

１ なぜ、アキさんの学校名や自宅が知られてしまったと思いますか。自分の考えを書い

てください。

２ 先生の話を聞きながら大切なことをメモしていきましょう。

３ 今日の平岡タイムの感想を書きましょう。

年 組 番 （氏 名）

中 2 のアキさんはお母さんにスマホを買ってもらい大喜びで友達のユイさんに使い方

を教えてもらいました。ユイさんはツイッターや LINE や便利なアプリを入れて設定もし

て く れ て 毎 日 学 校 の こ と や 部 活 の こ と を 楽 し く つ ぶ や き あ っ て い ま し た 。

スマホで撮影した写真もツイッターにアップしていました。ある日、ユイさんと一緒に

自宅で撮影した写真をアップしてつぶやいたら、ヒロミさんという中学 2 年生の女の子

らしい人から「かわいいね友だちになってほしいな」というつぶやきがかえってきました。

その後、アキさんとユイさんとヒロミさんで学校や友だちのことなどをつぶやきあい楽

しい日々が続きました。ある日ヒロミさんから体の悩みがあるとつぶやいたので 2 人は

相談にのってあげました。「自分は他の人と違うのかな？」と写真も送られてきたのでユ

イさんがアキさんの体の写真を撮影し「違わないでしょと」励ましてあげました。その後

もちょっと恥ずかしい写真も交換するようになりました。

ある日ヒロミさんから「俺は高校生の男子だ。もっと恥ずかしい写真を送れ。送らない

と学校に写真を送るぞ。おまえの家にも行くからな」と言われました。

2 人はツイッターでは学校名や自宅の住所を公開していなかったのでヒロミさんをブ

ロックすれば大丈夫と考えヒロミさんとは関わらないことにして安心していました。

ところが、ある日の朝、学校に行こうとしたら郵便受けに自分が送った写真をプリント

した紙が入っていました。アキさんは怖くてどうして良いのかわからなくなりました。



98

④帯時間を利用した事後教育の教師用指導資料の例

平岡タイム 情報モラル １（1，2，3 年生用）教師用指導資料 2013 年 9 月 17 日

上の文を担任が読む。次に、なぜ、アキさんの学校名や自宅が知られてしまったとか自

分 の

考えを 1 分程度で書かせ、2-3 人に発表させる。その後、次のことを生徒に説明する。

１ 今回の事例では、スマホを初めて使ったアキさんは使い方がわからずユイさんにア

プリのダウンロードや設定をしてもらいました。しかしユイさんもスマホの安全な設

定のしかたを知らなかったため問題がおきました。

２ 一つ目はツイート（つぶやき）を公開設定にしていたため、友だちだけとつぶやき

あいをしているつもりだったけど、ネット上の誰もがつぶやきを見たり、リツイート

（返信）を書いたりすることができたこと。そのためヒロミと名乗る男子高校生が女

子中学生になりすましてアキさんたちに近づくことができました。

３ 二つ目は、アキさんたちは、なりすましに気がつかず信用して、なんでもつぶやき

あうようになり、ヒロミと名乗る男子から悩みの相談をうけ親身に考え自分の写真ま

で送ってしまいました。スマホのカメラには位置情報を記録する GPS 機能がついて

いるため撮影した写真がどの場所で撮影したか知られてしまうのです。そのため家の

住所がばれ、住所から学校名も知られ脅されることになりました。

今回の事例では、見ず知らずの人を何の疑いも持たず、女子中学生だと思い込んで自分

の情報を出し続けたことで問題が起きました。また、ツイートを公開にしていため、ヒロ

ミだけでなく世界中の全ての人に恥ずかしい写真を公開してしまいました。これらの写真

は誰がダウンロードしどのような使われ方をするかわかりません。ヒロミだけではなく他

の人間からも脅迫される可能性があります。理由は、写真に位置情報がついているため

Google ストリートビューで家を確認されてから脅迫されることも考えられるからです。

知らない人とつながらない、情報を公開しないよう十分に注意してください。

５月の調査からスマホや iPod タッチ、iPad などを所有している人が増えていることが

わかりました。しかし、スマホの機能やツイッターなどのアプリの特性を理解せずに利用

している生徒がいることもわかりました。今回の事例にもあるようにこの状態でスマホを

使うことはとても危険なことです。好奇心から安全な使い方を理解しないまま情報の公開

や写真の公開はすべきではありません。また、この事例でもそうですが、ついつい話が弾

み深夜遅くまで長時間つぶやき続けている人もいるようです。このような依存状態になる

と勉強も手につかなくなり成績も下がってきます。

いままでにない楽しさを感じ、ネットの世界に入り込んでしまい自分を危険にさらす行

中 2 のアキさんはお母さんにスマホを買ってもらい大喜びで友達のユイさんに使い方

を教えてもらいました。ユイさんはツイッターや LINE や便利なアプリを入れて設定もし

てくれて毎日学校のことや部活のことを楽しくつぶやきあっていました。

スマホで撮影した写真もツイッターにアップしていました。ある日、ユイさんと一緒に

自宅で撮影した写真をアップしてつぶやいたら、ヒロミさんという中学 2 年生の女の子

らしい人から「かわいいね友だちになってほしいな」というつぶやきがかえってきました。

その後、アキさんとユイさんとヒロミさんで学校や友だちのことなどをつぶやきあい楽

しい日々が続きました。ある日ヒロミさんから体の悩みがあるとつぶやいたので 2 人は

相談にのってあげました。「自分は他の人と違うのかな？」と写真も送られてきたのでユ

イさんがアキさんの体の写真を撮影し「違わないでしょ」と励ましてあげました。その後

もちょっと恥ずかしい写真も交換するようになりました。

ある日ヒロミさんから「俺は高校生の男子だ。もっと恥ずかしい写真を送れ。送らない

と学校に写真を送るぞ。おまえの家にも行くからな」と言われました。

2 人はツイッターでは学校名や自宅の住所を公開していなかったのでヒロミさんをブ

ロックすれば大丈夫と考えヒロミさんとは関わらないことにして安心していました。

ところが、ある日の朝、学校に行こうとしたら郵便受けに自分が送った写真をプリント

した紙が入っていました。アキさんは怖くてどうして良いのかわからなくなりました。
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為はやめまし ょう。 そしてよくわ からな いまま使うの は絶対 にやめてくだ さい。

⑤指導後の利用状況の確認

指導後 2 週間をめどに指導した生徒個々の Twitter について作成した一覧表をもとに

確認する。

⑥指導後の追指導

改善のない生徒について保護者・本人の指導を行う。

このようにネット上の問題やトラブルに対して、予防効果のある情報モラルの授業、問

題が広がる前に行う未然防止教育、問題が起きた場合に行う事後指導・事後教育の三層構

造で組織的な取り組みを行うことでネット上の問題やトラブルが徐々に減少していくこと

になった。
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（１）９年間の実践をふり返って

平岡中学校の情報モラル教育は、金城学院大学長谷川元洋教授の協力を得て、ネット上

のトラブルや問題が起きたときに、生徒たちが自ら考え、判断する力を身につけ、問題解

決できる行動力を育てることを目的に試行錯誤しながら実践・研究を進めてきた。

2006 年当時はメールや掲示板を使った、いわゆるネットいじめが問題になっていた時

代で、本校でも入学してきた生徒たちの間でネットを利用したいじめが起きていた。そこ

で、情報モラル教育の研究者の長谷川先生に１年生の生徒向けの出前授業を依頼し生徒た

ちへの問題の対応をしようと考えたが、実態調査の結果から危機感を持ち、教員たちが自

分たちの問題として捉え、情報モラル教育に取り組むことになった。

そのため、本校の情報モラル教育は、生徒指導からのアプローチからではなく、情報モ

ラルの授業からのアプローチからスタートしているところが他の学校と異なる点である。

ネット上の問題やトラブルが発生すると、問題への対応と生徒の指導を行うのだが、指

導だけを行っても生徒が変容することは難しい。しかも、次々と起こる問題に対応するの

が精一杯になる。情報モラルの授業は即効性がないため、意図的、計画的に繰り返し、知

識や技術と心情面に迫る思考・判断力をはぐくむ授業を行っていくことで、生徒たちの意

識が少しずつ変化していくのだが、特効薬を期待して教師の一方的な授業を行っても焼け

石に水状態に陥る。また、外部講師の講演を行っても動機付けにはなっても継続した授業

を行わなければ効果は現れない。

このようなことから、「問題は家庭で起きているのだから、あえて学校が指導することで

はない」とか、「ネットの問題は自分たちにはわからないことなので対応できない」などの

理由付けをし放置している事例も見受けられるが、これでは、さらに指導が困難な状況に

なってしまう。

この紀要では、本校の９年間の情報モラル教育を時系列に示し、三層構造アプローチに

よる情報モラル教育、情報モラル教育の実践の具体を記載した。この 9 年間の情報モラル

教育の知見が、各学校の情報モラル教育につながっていくことができればと願っている。

①９年間の実践研究の成果

本校の実践・研究から情報モラル教育は次のような取り組みを行うことで、効果が現

れてくることを確認した。

ア．学校全体が組織的にかつ教育課程に位置づけた情報モラルの授業を行う。

イ．生徒の実態を把握した上で、意図的で計画的な情報モラルの授業を行う。

ウ．全ての教員が自分たちの問題として捉え、全員が情報モラルの授業を行う。

エ．情報モラルの授業を通して予防教育、生徒の実態把握を行い未然防止教育、そし

て問題が起きた場合の指導と事後教育という三層構造で、バランス良く情報モラル

教育を行う。

オ．問題は家庭で起きていることから、保護者への啓発活動を行う。また、これらの

取り組みを日常的に実践していくことで、時間はかかるが生徒たちは徐々に変容

していくことも確認できた。

７ 9 年間の情報モラル教育の成果と課題
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もちろん全ての生徒が情報モラル教育によって、トラブルや問題を起こさないの

ではなく、これまでの実態調査の結果から、全校生徒の 6％程度がトラブルや問題

を起こす可能性があり、1%の生徒たちが問題を起こしているか、起こす可能性が

高いということも確認した。

ネットの利用に関しては、中学校時代は禁止したり制限したりすることが必要と

いう考え方もある。しかし、生徒たちが、これからの社会で生きぬくために大切な

ことは、問題解決を先延ばしすることではなく、発達段階に応じた教育を行うこと

である。学校は生徒たちを危険から遠ざけ、安全で安心な生活を送るための教育活

動を行うが、変化の激しい情報社会を生きぬくために必要な力を育てることも忘れ

てはならない。

そのため、本校では、思考・判断・行動力などをはぐくむ教育の実践を継続して

きた。本校がこのような情報モラル教育を実践できた一番の要因は、「本校の教師た

ちは、決定したことは、責任を持って行う」ということができたからだと考えてい

る。

学校が組織として機能し、教職員が協力しあい、生徒の教育を行っていくとい

う当たり前のことなのだが、これが意外と難しいのが学校でもある。これは、教員

の仕事が独立採算制の個人商店的な部分があり、組織的な動きが苦手ということに

起因していると考える。しかし、本校の教師たちは、自分の特性を生かした教育を

行いつつ、全ての教師が「決めたことはしっかりやる」ということができたからこ

そ、９年間の情報モラル教育の実践・研究ができたのだと考える。組織的な教師の

取り組みが確立できたのも大きな成果だと言える。

また、本校の情報モラル教育に協力し続けていただいた長谷川先生の助言により、

三層構造アプローチによる情報モラル教育が確立できたことも大きな成果だと考え

る。

このように本校が情報モラル教育を推進してきたことで、ネット上のトラブルや

問題を指導している過程でも生徒たちが情報モラルの授業で学習したことを理解し

ているため、問題が大きくならずに済んだという事例もある。

例えば、デジタルデータやインターネットの特性を学習しているので、自ら危険

な情報発信はしなかったといった行動につながる事例もあった。また、多くの生徒

たちは、危険に近づかないとか著作権を意識した利用をしていることも確認できた。

情報モラルの授業を行うことで生徒の意識が高まり、行動につながっていることも

本校の情報モラル教育の成果と言える。

これらの知見を生かし、これからも情報モラル教育に取り組んでいきたいと考え

る。

②情報モラル教育の今後の課題

9 年間の情報モラル教育の実践を行う中で、ここ数年で生徒たちに大きな変化が現れ

ていることが、実態調査等で明らかになってきた。そのことが、学校が情報モラル教育

を推進する上の課題となってきている。

ここ数年で、スマートフォンやネットに接続できるゲーム機やタブレット端末などの

情報機器の利用開始年齢の低年齢化が進んでいる。このことにより、中学校入学後すぐ
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に、ネット上のトラブルや問題を起こす生徒がいることが課題となりつつある。

昨年度と本年度の実態調査の結果から、携帯を使

い始めた時期を比較すると、昨年度までは、中 1 で

使い始める生徒が 21.1％と一番多かったが、本年

度入学した生徒は、小学校高学年と回答した生徒が

27.9％と大きく変化している。このことにより、入

学した生徒たちは、知識や技術がないまま情報機器

を利用し、トラブルや問題を起こしている。

情報機器の利用が低年齢化していることを考える

と、中学校だけで情報モラル教育を行うのではなく

校区内の小学校と連携した情報モラル教育を早急に

進める必要がある。

また、スマートフォン、携帯端末などが急速に普及し、インターネットに接続できる

ゲーム機の所持が増加し、コンピュータでできることの全てが、これらの情報機器でで

きるようになることで、よりパーソナルな利用が可能になり、誰の目にも触れずに自室

にこもり、これらの端末で「できること」を制限なしで利用するようになってきた。そ

のためトラブルや問題の発見が遅れたり、見ず知らずの人たちとネット上で深く交流し

たりする事例も起きている。調査結果から、携帯電話やゲーム機の所持率は大きく変化

がないが、タブレット

端 末 の 所 持 率 は 、

34.9％から 43.8％に

増加している。また、

LINE の 利 用 率 が

24.8％から

60.7％と急増してい

る。

タブレット端末では

LINE が利用できるた

め、誰も見ることがで

きない空間で様々な人たちとつながりを持ち、様々な

トラブルも起きている。このように指導の手が回らない、利用により、ネット利用の指

導が今後さらに困難になっていくことが考えられることが課題と言えそうだ。

ゲームアプリのパズドラは、今年入学した 1 年生を対象に行ったレディネス調査で男

子の 72％が利用していると回答しているが、９月の調査の学校全体集計では 48.6％に

とどまっている。

ゲームアプリは流行の移り変わりが早いが、依存性が高いため注意が必要なのだが、

パーソナルユースが進んでいる現状を考えると家庭での指導が難しくなっていくこと

が考えられる。

タブレット端末の普及でこれまでよりさらに問題が複雑化し、これまでの情報モラル
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教育を単に継続するだけでは、その効果も少な

くなっていくことも考えられる。

本校の実践で検討を要する課題も明らかにな

ってきた。ネット上のトラブルや問題が起きた

ときに相談する人についての調査結果を見ると、

2012 年と本年度では、相談相手が変化してい

ることがわかる。

最初に相談する人として、2012 年度には、

「保護者」と回答した生徒が 48.6％だったの

に対し、本年度は 56.9％と増加している。ま

た、友だちに相談すると回答した生徒が 2012

年度の 18.5％から 29.3％と増加している。

一方、祖父母、兄弟に相談する生徒は減少し

ている。ネット上で知り合った人に相談する生

徒がほとんどいないことは情報モラル教育の効

果と考えることはできるが、問題解決の正しい

方策があるとは言えない友だちに相談する生徒

が増えていることは、課題と言えそうで、今後、

この問題を解決するための情報モラルの授業を

行っていく必要がありそうだ。

次に２番目に相談する人について、友だちと回答した生徒は 2012 年度の 33.5％か

ら 2014 年度の 18.0％に大きく減少している。これは、一番目に友だちに相談してい

る生徒が増えているためだと考えられる。また、二番目に相談する人を担任と回答した

生徒が 2012 年度と比較して 8.4％減少している。これまで、他校の実態調査結果と比

較すると「二番目に相談する人が担任」という回答が本校は多かったが、他校の調査結

果に近づいてきている。

未然防止教育を効果的に行うためには、生徒からの相談が少なくなると対応が遅くな

ることが考えられるため、このことの原因と対策を検討していく必要がありそうだ。

③これからの情報モラル教育

「ネット上のトラブルや問題が起きたときに、生徒たちが自ら考え、判断する力を身

につけ、問題解決できる行動力を育てる」という情報モラル教育の目的は変わることは

ない。しかし、情報社会は刻々と進化し、新しい技術や仕組みが増えていく。インター

ネット社会がどんどん便利になり、できることがどんどん増えていく。このような変化

に対 応するためには、教師たちが、自分たちの問題として、ネット上のトラブルや問

題と向き合い、情報モラル教育を推進していく必要がある。

対処療法的な指導や禁止制限だけでは、ネット上の問題は解決することはないし、情

報活用能力が身についていかなければ、生徒たちは情報社会を生きぬく事はできない。

そのためにも情報モラル教育の実践が広まることを願わずにはいられない。

〜 〜全ての子供たちに情報教育を これからこのことが一つの重要な鍵になるはずであ

る。
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（２）９年間の共同研究の成果と課題

金城学院大学 長谷川元洋

①共同研究のきっかけ

私が平岡中学校を初めて訪問したのは平成１８(2006)年 8 月 28 日（月）であった。

前日まで、新冠町のレ・コード館で日本教育工学会の夏の合宿研究会を行う予定があっ

たため、延泊して平岡中学校の生徒に情報モラルの話をしてほしいと尾崎先生から依頼

を受けたことがきっかけであった。その時は、一回限りの訪問のつもりであり、まさか

9 年間も平岡中学校に関わることになるとは思ってもみなかった。まったく知らない中

学校の生徒の皆さんに話をするために、簡単なアンケートをお願いしたところ、8 月 25

日（金）の始業式後のホームルームでアンケートを採っていただき、生徒会役員の生徒

さんが集計作業をしたデータを送っていただけた。8 月 28 日の出前授業では、生徒会

役員の生徒さんが、アンケート結果を報告してから、私の授業が始まった。アンケート

結果の中で、女子生徒の約１／３は「メールやネットで嫌な思いをしたことがある」と

回答し、授業の中で積極的に発言する生徒が多数いた。生徒が自身にとって重要な問題

だと考えている状況が顕在化した 1 時間であった。そこから、9 年間にわたる平岡中学

校と長谷川の共同研究が始まった。以下、平岡中学校の先生といっしょに研究をしてき

た者として成果と課題を簡単に示す。

②成 果

平岡中学校の成果として、次のことをあげたい。

ア．これから情報モラル教育に取組始める学校が無理なく始めることができるモデル

を示した。（「文部科学省委託事業 すべての先生のための情報モラル等の指導・実

践キックオフガイド」に収録）

イ．組織として計画的に情報モラル教育を行うモデルを示した。

ウ．人事異動により教員が入れ替わっていく公立学校で継続的な取組を行うことがで

きた。

エ．情報モラルに限らず、ICT 活用を全教員が行う状況を作ることができた。

オ．自発的なミニ研修会が行われる状況を作ることができた。

カ．開発したアニメーション教材（東京書籍「情報モラルとコンピュータ」）を活用し

て、学年統一の内容で授業をするモデルを示した。

全国の学校にモデルを示すことができたことが最大の成果である。2014 年秋の教育工

学会全国大会での尾崎先生の発表の後、「そのような取組ができているモデル的な学校があ

るのか」と驚きの声が寄せられた。20０９年の PTA 研修会で、「平岡中学校の情報モラ

ル教育は日本一」と申したが、それは今も変わっていないと思う。

③成功要因

成功要因として次のことをあげる。

ア．三橋校長先生、高田校長先生、村上校長先生、古谷校長先生と四代にわたる校長

先生が外部の人間を受け入れてくださったこと。

イ．2006 年度の 1 年生の学年の先生（当時、現校長先生もその学年の先生でいらっ

しゃった）が、第１回目のアンケート結果に危機感を感じ、協力し合って問題解決

に向けて行動を起こしたこと。
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ウ．2007 年度の 1 年生の学年の先生が前年度の取組を引き継いだこと。

エ．毎年アンケートを実施し、生徒の実態にあった年間指導計画を策定し、情報モラ

ル教育を実践したこと。

オ．市教委からのネットパトロールの報告結果を生徒が問題を起こさないための未然

防止教育に役立てたこと。

カ．平岡中学校と長谷川の双方にメリットのある関係を構築できたこと。（Win Win

の関係）

キ．メールで頻繁に打ち合わせをして、地理的な問題を解消したこと。（この文章を書

いている 2015/02/08 の 22:05 の段階で尾崎先生と長谷川との連絡・相談用メ

ーリングリストの通番は４９74 である。それ以外に、高本前 PTA 会長との連絡も

数十通以上行っているため、9年間で 5000通を超えるメールのやり取りをした。）

歴代の校長先生が、外部と連携して、学校だけでは対応が難しい問題に対応しようとい

う方針をお持ちであったことが、大きいと思う。「開かれた学校」という言葉が使われるよ

うになってから 20 年以上たっているが、平岡中学校に関わらせていただく前に何校も研

究協力依頼を断られていたため、まったく開かれていない学校が多いのが実態であると思

っていたが、平岡中学校は開かれた学校であった。

また、当時の 1 年生の先生方が、アンケート結果を正面から、嫌な思いをしている生徒

の気持ちを考え、教育の力でもって問題解決をするように行動を移したことに敬服する。

アンケートデータに基づいて情報モラル教育を行うことは、その後の平岡中学校の情報モ

ラル教育の基本になった。医学では Evidence Based Medicine という言葉があるが、平

岡中学校の情報モラル教育は Evidence Based Information Ethics Education と言え

る。また、アンケートデータや情報モラル教育の取組の結果は、人事異動で平岡中学校に

着任した先生が、情報モラル教育の必要性を納得してもらうための根拠となったことが実

践を継続させることができた要因であると言えよう。

札 幌 と 名 古 屋 の 直 線 距 離 は ９ ５ ５ .4 Ｋ ｍ （ 都 道 府 県 庁 間 距 離 ： 国 土 地 理 院

http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/kencho/kenchokan1.html ）であるが、イン

ターネットの有効活用によって、日常的な協力体制を維持できたことも要因である。

④今後の課題

今後の課題として次のことをあげる。

ア．これまで中心となって情報モラル教育を推進してきた尾崎先生がいない状況でも

組織的な情報モラル教育の実践を継続すること。

イ．平岡中学校の取組を他校に広げること。

ウ．保護者、地域住民と連携した取組の実践とその継続をすること。

平成 2３（２０１１）年度からは学校評議員をおおせつかるようになったことは平

岡中学校が私を受け入れてくださった証しであると考えている。平成 27 年度も継

続して学校評議員を担当させていただく予定になっていることから、ここに感謝の

意を表す。また、引き続き厚情を賜りたい。
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（１）保護者としてできること

金城学院大学 教授 長谷川元洋

■情報モラル教育は「しつけ」と「判断力」の育成

子供たちがインターネットを安全に、かつ有効に、利用できるようになるために、保護

者として何をすべきでしょうか？私は、インターネットは増幅装置であると考えています。

インターネットを利用すると良い行いはより良く、悪い行いはより悪くすることができま

す。例えば、インターネット上には様々な良い教材がたくさんあり、それらを活用すれば

学習効果を高められます。しかし、インターネットを使ったいじめもできてしまいます。

インターネットは道具にすぎず、それの使い方の問題であると言えます。

子どもたちには、しっかりと教育と指導をし、子どもたちがスマートフォンやゲーム機、

音楽プレーヤー、パソコンなどの情報端末を、安全に、かつ有効に、活用できるように育

てる必要があります。そのためには、「しつけ」と「判断力」の育成が必要です。

■子どもと話し合うために必要な準備

「しつけ」と「判断力の育成」をするために、子どもとインターネットの使い方につい

て話し合い、気付かせたり、教えたりすることが必要です。

自分はスマートフォンやコンピュータに詳しくないため、それはできないとおっしゃる

方が多くいらっしゃいますが、それほど難しいことではありません。例えば、自転車を安

全に運転するには、「信号を守る」（交通ルールを守る）、「スピードを出しすぎない」（安全

運転をする）、「歩行者を後ろから追い抜く際にはベルを鳴らす」（人を傷つけないための配

慮をする）、「夕方は早めにライトを点灯する」（自分が被害者になる可能性を減らす）、「交

差点では左右をよく確認する」（まわりの状況をよく確かめ、判断に必要な情報を得る）等

の指導をしますが、これは、自身が自転車の運転をできるかどうかに関係無く指導できる

内容です。

自分自身が自転車に乗らなくても、子どもが自転車にのる様子を目にすることができる

ことから、危険性や問題点を理解できるから指導できると言えます。つまり、まずはイン

ターネット上での危険性や問題点を知ることが子どもと話し合うための準備になります。

危険性や問題点を知れば、安全に、かつ、有効に活用するための指導は容易にできます。

「マナーやルールを守る」、「人を傷つけないための心づかいをする」、「自分が問題や危険

に巻き込まれる可能性を減らすようにする」、「人間関係を大切にする」、「少ない情報だけ

で判断しない」、「不適切と判断できる情報は避ける」、「自分の勉強や活動の効果を上げる

ように使う」等の指導をすれば良いのです。これは、スマートフォンやコンピュータに関

する特別な知識がなくても指導可能です。

■手軽に情報を得られる平岡中学校の情報モラル通信、研修会

平岡中学校では、保護者がインターネット上の危険性や問題点を手軽に知ることができ

る資料が情報モラル通信にまとめられて提供されています。過去に発行されたものも平岡

８ 特別寄稿
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中学校のＷｅｂサイトからダウンロードできるため、まだお読みでない方はぜひ、読んで

みてください。また、平岡中学校ＰＴＡが開催する研修会に参加することで、資料を読ん

だだけでは分からないことを知れたり、質問したりできます。また、困った事があった時

に相談に乗ってくれそうな人と知り合うこともできるでしょう。大人も子どもも困った時

は一人で悩まないことが問題を解決するために重要です。

さらに、私が監修した「保護者と子どものためのスマホ・ケータイトラブル読本」(愛知

県教育委員会 2014)1もぜひお読みください。フィルタリングや９つの問題事例の解説、

家庭でのルール作りに関する資料が掲載されています。コピーＯＫマークが付けられてい

ますので、研修会等で配布することも可能です。

■ 保護者が知っておくべき問題事例

保護者が知っておくべき問題事例として、次の６つがあります。上に示した平岡中

学校の「情報モラル通信」や「ケータイ・スマホトラブル読本」を読むと、これらの

具体的な問題事例を知ることができます。実際に起きている問題や事件をもとにした

資料であること、もしかしたら我が子も問題に巻き込まれてしまうかもしれないと思

いながらお読みください。子どもを心配する保護者の気持ちが子どもを守る「最高の

フィルタリング」になります。

１）時間の浪費

２）ネット上で知り合った人との交流

３）友人関係のトラブル

４）経済的被害

５）不正アクセス禁止法違反、著作権法違反

６）不適切な情報へのアクセス

■スマートフォン、ゲーム機、音楽プレーヤー、パソコン等の情報機器の家庭での利用ル

ール作りと運用

10 年ほど前から家庭での利用ルールを定めることが推奨されており、札幌市は「家庭

のルール作りを推進するための啓発資料」(札幌市 2011)2をＷｅｂサイトで提供してい

ます。

家庭でのルールは作る過程とその運用過程の両方が大切です。最終的には、ルールが無

くても問題無い状態にすることが目標です。ぜひ、親子で話し合いながらルールを作りま

しょう。また、ルールを作った後、ルールを守れなかった時や子どもがルールを変えてほ

しいと言ってきたときにも話し合いましょう。時間がかかり、また、時には親子で衝突す

ることもあるかもしれません。しかし子どもの健全な成長を願いながら粘り強く取り組む

ことで、子どもに社会常識と判断力を身につけさせることができます。情報モラル教育は、

「しつけ」と「判断力の育成」であると考えて、子どもの成長を楽しみながらじっくりと

取り組むことをお勧めします。
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■ルールの例

ここではルールの例を紹介するとともに、そのルールに関連する事柄を説明します。家

庭でルールを作るにあたって、話し合う際の参考にしてください。

(1) 問題が発生した際に迅速に対応するためのルールの例

＜ルール例＞困ったことがあったらすぐに保護者や先生に相談する。

（説明）ネット利用に関する問題は、情報が拡散したり、行動がエスカレートしたりする

可能性が高いため、問題が小さいうちに解決することが重要です。「おこらないから、困っ

た時はすぐに相談しなさい」と言ってあげましょう。

(2) 適切な利用時間とするためのルールの例

＜ルール例＞家で利用する時間は、夜○時までにします。（親に預けます。または、決めら

れた場所で充電します。）

＜ルール例＞寝る前に決められた場所に置いて充電します。（寝床に持ち込みません。）

（説明）就寝前にディスプレイのまぶしい光を浴びていると睡眠に悪影響があると言われ

ています。成長ホルモンの分泌が盛んになる時間にしっかりと睡眠を取ることが成長のた

めに有益です。心身ともに成長する時期ですから、しっかりと睡眠を取るようにしましょ

う。

＜ルール例＞一日の利用時間は○時間以内にする。

（説明）自分で自由にできる時間を有効に活用することは大変重要です。毎日 2 時間 20

分以上、スマートフォン等を 1 年間使えば、1 年間の授業時間数以上の時間を使ってしま

うことになります。自分の将来のために有益な時間の使い方ができるよう、時間管理能力

を身につけさせましょう。

(3) 学習の効果を上げるためのルール

＜ルール例＞勉強中は、電源を OFF にする。（直前までメッセージアプリを使っていた場

合は、勉強しなければいけないから電源を OFF にすることを相手に伝える。）

（説明）勉強に、集中できる状況を作ることは、勉強の効率を高めるために大変重要です。

勉強時間の長さだけでなく、その質に着目させ、勉強の邪魔が入らない状況を作るための

工夫をさせましょう。また、直前までメッセージ交換をしていた相手に、勉強をするため

にしばらく電源を切ることを伝えることで無用なトラブルを避けることができます。

＜ルール例＞インターネットを使った調べ学習では、分からないことを必ず辞書や辞典で

調べる。

（説明）インターネットを使った調べ学習は、簡単に目的とする情報を得られ、便利です。

その際には、資料の出典を明記するだけでなく、「ただ写しただけ」、「プリントアウトした

だけ」、「切り抜いただけ」にならないよう、辞書や辞典、資料等を使って内容を理解する

ように指導しましょう。個人使用や授業での使用など、著作権法で特例が認められている

ケースであっても、学習に役立つような資料の利用の仕方をすると良いでしょう。子ども

に調べている内容について質問し、それを説明させるようにすると、指導のきっかけを得
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られるでしょう。

(4) 家族の会話の時間を大切にするためのルール

＜ルール例＞食事の時はケータイ・スマホに触りません。

（説明）食事の時間の家族の会話は、家族にとって大切な時間であることを説明しましょ

う。

(5) 相手と自分を大切にするためのルール

＜ルール例＞許可を得てから人の写真を撮る。

（説明）ディジタルデータがインターネット上に流出するとその情報を完全に消し去るこ

とができなくなります。許可を得てから人の写真を撮ることが必要であることを理解させ

ましょう。ましてや、人が嫌がる姿をスマートフォンやゲーム機等で撮影することはして

はいけないことも教えましょう。また、自身が撮影の許可を求められた際には、インター

ネット上に流出してしまった場合でも困らない写真かどうかを考えて判断するようにすべ

きであることを教えましょう。

＜ルール例＞ケータイ・スマホ、ネットを使って人の悪口を書いたりしない。

（説明）日常生活でも他人の悪口を言うことはしてはいけませんし、簡単にコピーできる

ディジタルデータの形でネットに書き込むことはなおさらしてはいけないことを教えまし

ょう。よく、特定の友達しか読めない設定にしてあるからと、本人が読んだら心を傷つけ

るようなことを書いてしまうケースがあるようですが、その書き込みが転送されれば、隠

すことはできなくなりますし、そもそも、人の心を傷つけるような言葉を書くことは人と

して許されません。また、社会に出れば、気の合わない人とも一緒に仕事をしなければな

らないことなどに触れ、大人になるまでに、気の合わない人とも良好な人間関係を作れる

ようになることの必要性についても教えましょう。

＜ルール例＞ケータイ・スマホ、ネットを使わない人を仲間はずれにしません。

（理由）実生活でしてはいけないことはネット上でもしてはいけません。人の気持ちを傷

つけたり、権利を侵害したりすることは人として許されません。また、そのようなことを

するために、保護者は子どもにケータイ、スマホを買い与えているのではありません。大

人になれば、考え方の違う人とも一緒に仕事をしなければなりません。自分の周りの人と

良い関係を築けるようになるように努力してください。

(6) 法律を守るためのルール

＜ルール例＞著作権を尊重する。（著作権法）

（解説）ディジタルデータは容易にコピーできますが、だからといって、著作権に違反し

て良いわけではありません。著作権を尊重した行動をすることは、情報化社会では大変大

切なことであることを教えましょう。

＜ルール例＞他人のパスワードを勝手に使用したり、他に伝えたりしない。（不正アクセス

禁止法）

（解説）他人のパスワードを勝手に使ったり、他に伝えたりすると、不正アクセス禁止法
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に違反してしまいます。ネットゲームで他人のパスワードを不正に利用して、警察に補導

される小中学生が実際にいます。人の物を盗むことは悪いことであることを教えるように、

他人のパスワードを使うことも悪いことであることを教えて上げましょう。

(7) 適切な情報アクセスのためのルール

＜ルール例＞アプリのインストールは保護者の許可を得て行う。

＜ルール例＞フィルタリングを解除しない。

＜ルール例＞あまり良くない情報だと感じたら、見ないようにする。

（説明）スマートフォンでは、インターネット上のサービスをアプリ経由で利用すること

が多い点が特徴の一つです。出会い系サイトを利用するアプリ、成人向けの情報を見るた

めのアプリ、ＳＮＳに接続するアプリなどがあることから、閲覧可能なＷeb ページをフィ

ルタリング等によって制限することに加えて、使用するアプリを制限することが重要です。

また、フィルタリングアプリで制限されない情報でも子どもには不適切なものがあります。

そのような情報に遭遇した際に、自分でその情報から遠ざかるようにすべきであることを

教えましょう。

(8) 親が子どもの行動を監督できるようにするためのルール

＜ルール例＞スマートフォンのパスワードや利用しているＳＮＳ等のパスワードを保護者

に教える。

＜ルール例＞スマートフォンを使って行っていることを、画面を見せながら、時々、保護

者に説明する。

（説明）SNS 等の会員制サービスの中での子どもの行動を把握するには、そのサービスの

パスワードを保護者が知っている必要があります。または、ＳＮＳで子どもと「友達」に

なって、子どもの書き込んだ内容を把握できるようにしましょう。そもそも、親に言えな

いようなことはしないことが前提であることを理解させましょう。この件に関して、子ど

ものプライバシーを問題にする方がいらっしゃいますが、インターネット上で起きている

炎上事件を見るとそこではプライバシーが保護されていない状況があります。報道機関が

自主規制により報道していない情報、友人、家族の情報までが、インターネット上の誰か

によって収集されて、「まとめサイト」と呼ばれるサイトで公開されてしまいます。SNS

に書き込む内容は、子どもにとっては友達限定のプライバシーに関する情報であるかもし

れませんが、ディジタルデータの形で書き込んだ内容は、自分では制御不能な情報になっ

ていることを理解させ、絶対に人に知られたくないプライバシー情報はネットに投稿しな

いことはもちろんのこと、ディジタル化もしないことが重要であることも教えてあげまし

ょう。
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(9) お金を使いすぎてしまわないためのルール

＜ルール例＞

ゲーム内課金やアプリや音楽の購入はその都度、保護者の許可を得て行う。

（説明）無料ゲームであっても、より楽しむには料金を支払う必要があるケースがありま

す。携帯電話の通話料と一緒に支払うようにしていたり、クレジットカード払いにしてい

たりすると、思わぬ高額請求を受けることがあります。実際にゲームのアイテムの購入代

金として 50 万円ほど請求されたケースも発生していますので、そのような状況にならな

いように、自動的に支払が発生しないように設定しておき、購入時に保護者の許可を得る

ようにさせましょう。

(10) 犯罪に巻き込まれないようにするためのルール

＜ルール例＞知らない相手からのメールやメッセージなどに返信しません。

（理由）警察庁3が、児童を狙った犯罪の被疑者に聞き取った調査結果によれば、児童をね

らった理由の一つとして「返信があったから」があります。つまり、返信があったことで、

「脈がある」と判断していることになります。不用意に返信をすることで自分が狙われて

しまう危険性があります。

思春期の子どもは親に相談できない秘密をもつこともあります。どのような時も親は子

どもの味方であり、必ず相談するように指導しましょう。

■ ルールについての話し合いの重要性

ルールを策定した後は、そのルールを守れないケースや子どもからルールを変えてほし

いと要望が出されることがあるでしょう。その時はルールを作った時と同じように親子で

話し合って、守れるように行動を改めたり、守れる現実的なルールに変更したりしていく

と良いでしょう。その繰り返しが、子どもに自分で考え、判断する力を養います。

■ 情報化社会で生きていくために必要な力の育成

社会の情報化は今後も進展していくことでしょう。それにともない、情報機器を使わな

ければならない状況はますます増加すると思われます。情報化社会の中を生きていかなけ

ればならない子供たちに必要な「しつけ」と「判断力の育成」を保護者として行いましょ

う。

1愛知県教育委員会編・長谷川元洋監修(2014)、保護者と子どものための スマホ・ケー

タイトラブル読本、 http://www.pref.aichi.jp/0000069200.html (最終アクセス日

2015/02/01)
2 札幌市（2011）、ケータイやインターネットを利用する際の家庭のルール作り、

http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/johomoral/rule/rule.html （最終アクセス

日 2015/02/01）
3 警察庁(2015)、サイバー犯罪対策、http://www.npa.go.jp/cyber/（最終アクセス日

015/02/01）
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（２）地域・家庭ができること

富士通株式会社 アシスタントマネージャ

平岡中学校 元 PTA 会長 高本 茂

■インターネット環境の変化と情報モラル

インターネットの普及は、私たちの生活を大きく変えてきました。現在では、インター

ネット環境があることが当たり前すぎて、それがなかった時の生活を思い出せないほどで

す。インターネットが研究者のみの世界から一般の家庭に普及するにはそれほど時間はか

かりませんでした。しかし、それは暗黙のルールのもと運用されていた世界から、それま

でのルールや常識が通用しない世界への変化でもありました。そして今では、利用者が大

人から子どもたちへと変化し、３度目の大きな変化をむかえていると言えます。

普及し始めた頃には、インターネットに接続する「作業」が都度必要でしたが、現在で

は常時接続されていることが当たり前になっています。その頃は、家庭の固定電話の回線

を利用しインターネットへ接続していましたが、現在ではインターネット回線上で電話を

はじめとする各種のコミュニケ－ションが可能になっています。つまり、まったく逆の仕

組みになっていることになります。そのくらいの大きな変化があったともいえます。

・一部の研究者から世界中の人へ

・大人から子どもたちへ

・時間による従量課金から常時接続の固定課金へ

・インフラの上の一つサービスから複数のサービスを支える社会インフラへ

この大きな変化に教育（家庭・学校）や道徳（社会）は追いつけていないのかもしれま

せん。

家庭のインターネット環境は常時接続されているので、インターネットの世界に接続す

るという意識は全くありません。ブラウザを使うことで、手元にある情報のようにインタ

ーネット上の様々な情報にアクセスできる時代になりました。それはまるで、車などで移

動することなく瞬間的に目的の場所に到達できることと同じようなことですが、それぞれ

の場所には必ずルールやマナーが存在しています。私たちの目に見える世界にあるルール

やマナーは、自分一人で生きるためには不要ですが、多くの人たちと協調して生きていく

には必ず必要になるものです。インターネット上の世界にも同じことが言えます。唯一の

違いは、ネット上の相手は目に見えないということです。

このルールやマナーが、情報モラルということになります。つまり、情報モラルはイン

ターネットを利用する上で必要となるマナーやルールのことを言い、情報社会を生きる子

どもたちだけではなく、私たち大人にも必要不可欠なスキルなのです。

インターネットに接続する意識がないため、いつのまにか別の世界に飛び込み、そこに

自分とは別の人がいることに気づかず利用すると何らかのトラブルが巻き込まれる可能性

があります。知らぬ間に誰かを傷つけたり、知らぬ間に誰かに傷つけられたり、文字や言

葉だけではなく、インターネット上の世界に閉じずに実世界に被害が及ぶこともあります。

また、ハードウェア（機械）の進化は、インターネットへのアクセスを大きく変えた要因

の一つになります。以前は、インターネットにアクセスするためには、パソコンが必要で

した。現在では手のひらの中で携帯電話やスマートホン、ゲーム機などを通じてアクセス

することができます。

このことは、家庭内に縛られていたインターネットアクセスの場所の制限を取り払うこ

とになりました。しかも、無料の WiFi（無線 LAN)サービスがそれを助長し、私たち（子

どもたち）は大きな自由を手に入れることができたともいえます。

子どもたちが情報モラルを学ばなければいけない一番の理由は、インターネットの世界
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との境界線が透明で、親の知らない場所でアクセスできる環境が当たり前にある時代にな

ったからです。子どもたちはその透明なドアを向こう側を知らずに開けてしまいます。幼

稚な経験で新しい世界に飛び込めば、恐れよりも興味・好奇心・わくわく感でいっぱいに

なるに違いありません。私たちが子どもの頃と比較して、今の子どもたちを取り巻く環境

は全く違います。自動車のある世界とない世界ではルールは全く違うように、いままでと

同じ教育、同じ躾ですべてうまくいくのでしょうか。

■インターネット特有のトラブル

実社会でも様々なトラブルに遭遇する可能性がありますが、インターネット上の世界で

も同様のことが言えます。ただし、そこには大きな違いがあります。それは、匿名性が高

いと言うことです。テレビ電話のような顔を確認できるアプリケーションを除けば、SNS

やメール、Web ページ等は相手が誰なのか、どんな人なのかわからずにコミュニケーショ

ンすることが可能です。偽のサイトに誘導されたり、想像と真逆の相手に騙されたり、大

人でも被害にあう可能性があります。

一方、よく知る相手、例えばクラスの友だちなどとネット上でコミュニケーションでき

るアプリケーションが子どもたちには人気があります。この場合、相手がわかるので騙さ

れるようことはありませんが、知らぬ間に傷つけてしまうことがしばしば起きています。

それは、会話と文字によるコミュニケーションの違いに気づいていないために起こります。

A:「明日、うちに遊びに来てよ」

B：「いくいく」

C：「私もいく」

少しだけ時間がたってから

D：「俺もいく」

A：「なんでくるの?」

これは、歩いて来るのか自転車で来るのか聞いたつもりですが、相手によっては『来な

いで』という意味にも取れる状況です。この些細なズレを修復できないと、いじめや孤立

につながります。くだらないと思う大人も少なくないと思いますが、子どもたちは、ネッ

トの世界と現実の世界をうまくつなげられない場合も多いため、この小さな躓きが大きな

問題の種になり得るのです。私たち大人は、親は、そこから理解することが大切です。

■成長期の子どもたちに重要な 3 つの視点

成長期の子どもたちに大事な視点として、

・社会を知る

・仲間を知る

・自分を知る

という話をよくしています。

この情報社会と言われる時代に、便利になることの裏に何があるのか想像する。自分が

買い物をしたり、ネットに書き込むと何が起きるのか想像する。ニュースや報道で何が伝

えられているか知ろうとする。こういうことが社会を知るために重要な行動になります。

社会を知ることで、正しく判断するための基本が身に付きます。子どもたちは、家庭と

学校と習い事でしか大人との接点がありません。どんな仕事があるかも、親の仕事ですら

詳しく知らないかもしれません。子どもたちの現実社会は、とても小さな世界です。子ど

もたちの世界を広げる手助けを、親はしなければなりません。そのためには、親も社会を

知らなければいけません。知ったふりをするのが最もよくない親の行動です。知らないこ

とは簡単に調べられる時代です。子どもと一緒に調べたり、子どもに聞いたりするなど共

に学ぶ姿勢も大切だと思います。

子どもたちにとって身近な存在である友達を知ることは、コミュニケ－ションの基礎を

つくります。相手がどう思うのか、どう感じるのかを考えて話すことは大切なことです。
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なんとなく知っているつもりですが、実はそれほど知らないのが友達です。友達の定義

も私たち大人の時代とは違っています。ネット上で知り合った顔も知らない人も友達、ゲ

ームサイトで一緒に遊んだだけの関係も友達と呼ぶことがあります。楽しいし気が合うと

いうことだけで友達候補になれます。ネット上の世界に友達がいることが、周りに対し少

しだけ優越感を感じる場合もあります。友達の関係に濃淡があるのは、今も昔も同じです

が、ネット上の友達は本人を特定できないため、相手に悪意があるとだまされやすくなり

ます。昔の文通は、顔を知らずに手紙を書いていましたが、相手の住所がわかりました。

情報社会の住所（メールアドレスや各アプリケーションの ID)は、複数持つことも容易

に変更することも可能です。このことを知るだけでも、ネット上の友達とリアルな友達は

違うと認識できます。

習い事や部活などの関係で、放課後に友達遊ぶ時間は少なくなっています。そうすると

ネット上でのコミュニケーションは、子どもたちにとって重要な「場」になっていきます。

一度手に入れた友達との常時接続を簡単に手放せないのもわかる気もします。しかし、相

手には相手の時間があり、自分にも自分の時間があるということをしっかり認識させるこ

とが重要です。大切に思うということは、そういう相手の時間を尊重することであり、相

手の時間を奪うことではありません。

自分を知るということは、大人でも簡単なことではありません。いいところも悪いとこ

ろも知った上で、自分の存在価値を知ること、つまり、自己肯定感を高めることが重要で

す。

子どもたちには難しい話しになるので、いつも３つの「情」を考えるように話していま

す。それは、「愛情」「友情」「情緒」の３つになります。愛情とは、親の子に対する愛情の

ことです。子どもたちにとっては、あまりに日常すぎて、当たり前だと思っていることが

実は親の愛情です。朝起こしてくれることや、お弁当を作ってくれること、部活や塾の送

迎や習い事をさせてもらっていることなど、自分が親の小さな愛情の積み重ねで支えられ

ていることに気づくことが、自己肯定感を高めます。

また、「友情」は子どもたちの家庭以外でのもっとも重要な人との接点であり、クラス

メートや部活などが多くは対象となります。相手にとって自分がなんらかの役に立ってい

ると明確に感じられることはないかもしれませんが、友達との他愛もない会話にもその機

会はあり、友達といることが楽しいと思えることが自己肯定感を高めることにつながって

います。そういう意味では、ネット上の友達との楽しい時間は、子どもたち自身も気づい

ていない自己肯定感を求める気持ちの表れなのかもしれません。

「情緒」は、自分の感情をコントロールすることを指しています。今の子は「キレやす

い」と言われることがありますが、自分の思いを一度飲み込んで考える余裕が生まれれば

そう言われることもなくなるのではないでしょうか。ネット時代の子どもたちは、すぐに

答えを欲しがります。スマホがあれば、知らない言葉も情報もすぐに手に入れられます。

紙の辞書を使っていた私たちとは答に対する欲求の強さが違う気がしています。ゲームに

しても、地道に攻略するというよりは、レアアイテムを入手し、早く強くなり、早く先に

進めることを望んでいます。友達に自慢することが一つの目的ですが、そういう気持ちを

逆手にとってネット上でのトラブルも発生しています。

子どもたちを取り巻く環境が私たちの時代とは違うことは周知の事実ですが、答えに対

する欲求に余裕がないことが、トラブルと無関係であると言い切れない気がしてなりませ

ん。

自分で自分をコントロールするというのは、自己の欲求との戦いです。社会と共生する

には、自制心を持つことが重要なのは言うまでもありません。

多くの人に接することは大人になるために重要ですが、今の子どもたちは、現実社会よ

りも先に仮想社会（ネット）上で多くの人とすることが当たり前になりつつあります。
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現実社会では、親や先生以外の大人との接点が少ないのにもかかわらず、ネット上では

同世代を含めた多くの人と接点を持っています。SNS などのやり取りは日常的に行われて

います。したがって、トラブルもそこで起きる可能性が高いのは当然のことだといえます。

子どもたちは、よちよち歩きの時のように後ろから見守れるほどネット上をゆっくり歩

いていません。その広さ、スピードに親はついていけません。親ができることの一つは、

ネットを隅々まで知ることではなく、子どもを知ろうとすること、会話をする環境を作る

ことではないでしょうか。そのことが、親の知らない子どもの世界を知るきっかけになり

ますし、なにより、子どもたちも知らず知らずのうちに、自己肯定感を感じる時間になる

のではないでしょうか。

■誤った対応と子どもたちの気持ち

最近 LINE や Facebook、Twitter などでのトラブルが増えているのはメディアの情報

や報道などでご存知だと思いますが、その対応として

・スマホを禁止する

・LINE などのアプリを禁止する

などの対応がいくつかの教育委員会で実施されています。この対応は、問題を解決する

のでしょうか？使わなければトラブルは起こらないという考えは、トラブルが起こるたび

に規制の範囲を広げていくことになります。それは、「今」だけをとらえた対処療法的な対

応にすぎません。子どもの卒業後を含む成長や社会変化という観点は全く含まれていませ

ん。

学校裏サイト、プロフ、モバゲー、グリー、アメーバピグ、LINE、Twitter と子どもた

ちの多くが利用するアプリケーションは変化してきています。しかし、トラブルの原因や

パターンはそれほど変わりません。文字のコミュニケ－ションによるすれ違い、気持ちの

表現・理解の稚拙さ、相手に対する思い込み、匿名性による度を過ぎた行動の顕示など、

機器やツールを奪うことではなく、道徳観や倫理観で解決できることがたくさんあります。

それらを踏まえたうえで、各機器やツール毎の注意事項などの指導が必要です。

ネット上には、「すべき」設定について記載されているサイトがたくさんあります。興

味を持ってそれらを調べてみることは、問題解決の入口です。奪うことや禁止することで

はなく、子どもたちに正しい使い方を理解させることこそが、情報モラル教育の重要なポ

イントの一つではないでしょうか。子どもたちにとっても、規制や抑圧を感じるのではな

く、自分たちの気持ちに近いところで理解出来るのではないでしょうか。

■情報モラルは家庭内教育がカギ

最近は、様々な問題を学校で対応することが増えているように思います。情報モラル関

連でも、ネット上のトラブルは学校で対応することが多いと聞いています。しかし、学校

で教えられることには限界があります。情報モラルの一般的なことについては指導できま

すが、個別の事象や個別のアプリケーションに対応していくのは困難です。そもそも、道

徳観や倫理観、人とのかかわりなどは、家庭で教えるべきものです。

子どもにとって最も身近な大人が保護者です。社会とどう接するべきかは、親の背中を

見て感じ・学んでいくはずです。それは、スマホや携帯電話を与える前からのことで、与

えたからといって変わるものでもありません。

スマホや携帯を与えたときにはルール作りが大事だと言われていますが、ほとんどの家

庭で形骸化しています。子どもには、ルールを守らなければ取り上げると言っておきなが

ら、実際には取り上げない。これでは、ルールはないのと同じです。そのことで、子ども

と言い争いになるのが面倒なのかもしれませんが、一度でも実行することが大切です。親

がどのくらい徹底できるかが、子どもを守ることにつながると考えてください。そして、

子どもたちと LINE のようなアプリケーションを一緒に使ってみてください。その便利さ
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や子どもたちが「ハマる」理由が見えてくると思います。そうすれば、自ずと対応も見え

てくるはずです。あらためて家族会議をする必要はありませんが、日常会話の中で取り上

げるだけでも子どもの様子がわかりますし、学校の様子もわかると思います。すべてを知

ってから対応しなくても、子どもに教えてもらいながら対応することもできるはずです。

ともかく始めてみませんか。

■地域の見守りに求められるもの

子どもたちの気持ちや内面に関わることは、家庭や学校で対応できても、地域では対応

できないと思われがちです。しかし、大人との関わりを増やすことが大切なのは先に述べ

たとおりです。そういう意味では、小さな頃から挨拶をかわすなどの当たり前のことは、

子どもたちのモラルを育てる助けになります。人とのかかわりというのは、少なからず

影響を与えるものなのです。そういう意味では、町内会のラジオ体操や、夏祭りなどは規

模が縮小していますが、本来はとても大事な行事だと思います。

核家族化が進み、隣人とのかかわりも減ってきていますが、挨拶をしっかりすることだ

けでも、気持ちよく生活できるものです。地域の方には、子どもたちの見守りとして、時

間のない保護者に代わり通学時の安全への配慮などをしていただいています。この活動は、

単なる交通安全だけではなく、挨拶を通じて町へのかかわりを意識できるものです。こう

した地域の活動の中にも、社会性を育む要素があるわけです。あらためて地域に感謝する

とともに、情報社会を生きる子どもたちの現実社会のサポーターとしても重要な存在だと

思います。
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本校の情報モラル教育の取り組みを顧みて

教頭 佐々木 崇博

開校３０周年の節目を迎えるにあたって、９年間の研究の成果を集約し、研究紀要を刊行するに

至ったことを心から嬉しく思います。

２１世紀は、新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動

の基盤として飛躍的に重要性を増す、いわゆる「知識基盤社会」の時代であり、確かな学力、豊か

な心、健やかな体の調和を重視する「生きる力」をはぐくむことがますます重要となっています。

その中で電子黒板や実物投影機などＩＣＴ機器はより使いやすく、生徒の学力向上の手助けとして

日々進化をしています。それと同様にスマホを代表とするインターネットに接続可能な機器も日々

進化し、多くの大人はその進化について行けず、使うことに臆病になっています。それに反して、

子どもたちは使うことで使い方をマスターしています。大人たちは使い方をマスターしていないこ

とから、子どもたちへの指導に対しても臆病になっているのが現状です。又、多くの学校の教職員

においても、その傾向は見られると思います。

本校の情報モラル教育の実践は、９年前の生徒たちのインターネット利用の問題からスタートし

ました。試行錯誤を繰り返し、現在の形である担任による道徳の時間に行う情報モラルの授業が定

着しました。事前に研修部から提示された指導案をもとに教材を確かめたり、担任どうしで指導法

やデジタル機器の使い方を確かめ合うなど自然発生的な研修会が行われるようになり、すべての先

生方が、情報モラル教育に携わる風土が出来上がってきました。

情報モラル教育を継続してわかったことは、情報モラル教育の授業を行っても即効性はないが、

継続することでじわじわと生徒の意識や行動が変化していくということでした。

情報モラル教育だけではなく、決して焦ることなく、急がず、時間を惜しまず、着実に人を育て

るという視点に立つことが、後に自立した判断力のある人格に結実することを確信して、これから

も校内での取り組みを進めていこうと思います。

最後に、今回の研究のまとめにあたり、研究推進の中核として奮闘していただいた研修部の先生

方を始め、本校の全教職員、関係した多くの方々に敬意を表したいと思います。

札幌市立平岡中学校 開校３０周年記念研究紀要

～９年間の校内研究と情報モラル教育のまとめ～

２０１５年２月２４日発行

発行者：札幌市立平岡中学校長 古谷 雅幸

００４－０８７２ 札幌市清田区平岡２条５丁目４番１０号

札幌市立平岡中学校

電話：０１１－８８３－３７６１

ＦＡＸ：０１１－８８３－３４９７

e-mail：hiraoka-j@sapporo-c.ed.jp
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