
校内情報モラル教育推進に
向けた研修の在り方
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１ 研究の背景

(1) はじめに

情報社会の進展により，インターネットや携帯電話，スマートフォンなどの情報機器

が広く普及し，誰もが情報の受け手だけでなく，送り手としての役割も担うようにな

りました。それに伴い，児童生徒が巻き込まれるネットトラブルが増加し，その内容

も多様化しています。こうした状況を踏まえ，学校における情報モラル教育の充実が

求められており，秋田県総合教育センター（以下，センター）でも学校における情報

モラル教育推進を目指して様々な取組を行ってきました。

(2) 情報モラル教育に関する県内の現状

情報モラル教育の研修会に参加された教員からは，「携帯電話を持っている児童がほ

とんどいないから，情報モラル教育はまだ必要ないのではないか」という声や「情報

モラル教育の年間指導計画は学校にあるが，実際，どのように指導すればよいのか分

からない」という声が聞かれます。

各学校への聞き取りや学校要覧等からの見取りによると，県内の小・中・高等学校

において情報モラル教育の年間指導計画を作成している学校は約60％にとどまってい

ます。また，文部科学省が実施している「平成24年度学校における教育の情報化の実

態に関する調査（教育のＩＣＴ活用指導力）」によると，「情報モラルなどを指導する

能力」の項目において，「わりにできる」や「ややできる」と回答している教員は73.3

％となっていますが，全国平均には届いていません（図Ⅰ－１）。また，研究協力校で

ある県内３校の小学校の教員へのアンケート調査によると，「情報モラル教育を行う上
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Ⅰ 研究の概要

情報モラル教育年間指導計画の作成率 約６０％

秋田県内の現状（小学校，中学校，高等学校）

情報モラルに関して系統的な指導が
おこなわれているのか？

教員のＩＣＴ活用指導力（文部科学省）

『情報モラルなどを指導する能力』
「わりにできる」「ややできる」

７３．３％

（全国平均 ７４．８％）

図Ⅰ－１ 秋田県内の現状

研究協力校（小学校３校）の教員へのアンケート調査

１ 自分自身の情報モラルに関する
知識が不足している

２ 情報モラル教育の指導内容が絞り
にくい

３ 情報モラル教育の指導の方法が分
からない

８１．０％

４８．３％

４４．８％

４ 情報モラル教育の具体的な指導書
がない

３９．７％

情報モラル教育を行う上で不安に思うこと

図Ⅰ－２ アンケート調査結果
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で不安に思うこと」として，一番多く挙げられたのが「自分自身の情報モラルに関す

る知識が不足している」ことであり，その他に多かったものは図Ⅰ－２に示すとおり

となっています。

２ 研究のねらい

本研究は，各校において，全ての教員が情報モラル教育の必要性を感じ，情報モラ

ル教育についての共通理解を図りながら，組織的かつ計画的に情報モラル教育を推進

することを目指しています。

３ 研究の内容

(1) 教員の情報モラル教育の必要感を高めるため，校内研修会において，情報リテラ

シー教育支援事業から得られたデータ等を紹介し，県内でのネットトラブルの現状

を把握してもらいました。

(2) 情報モラル教育についての教員間の共通理解を図るため，全ての教員が情報モラ

ル教育年間指導計画の作成に関わることができる「ステップシート」を活用しまし

た。

(3) 「ステップシート」を活用した校内研修会を行い，組織的かつ計画的な情報モラ

ル教育推進のための年間指導計画を作成してもらいました。

秋田県総合教育センター 平成25年度 研究紀要
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１ 情報リテラシー教育支援事業

(1) 背景とねらい

パソコン，携帯型ゲーム機，スマートフォン等の児童生徒への普及が急速に進み，いわ

ゆる学校非公式サイトやプロフィールサイト，ソーシャル・ネットワーキング・サービス

（ＳＮＳ）における誹謗中傷等の「ネット上のいじめ」が増加傾向にあります。

児童生徒を「ネット上のいじめ」やトラブルから守るため，秋田県では学校非公式サイ

トの検索・監視を，平成21年度から実施していますが，県内児童生徒による不適切な書き

込みが依然として後を絶たない（平成21年度約2,300件，平成22年度約8,900件，平成23年

度約1,800件，平成24年度約1,800件)状況であり，中学校，高等学校を中心に監視を継続

する必要があります。各学校や個々の教員が日常業務の傍らにサイトの検索・監視等を行

うのは難しく，教員の多忙化防止の観点からも一元的に当該業務を行うことを望む声が多

くあります。

そこで，秋田県では検索・監視業務を民間企業に委託することにしました。スマートフ

ォン等を持つ前の小・中学校段階でのネットトラブル防止も考慮し，秋田県内全ての小・

中・高等学校及び特別支援学校の情報モラル教育及び情報リテラシー教育を充実させるた

め，学校非公式サイトの検索・監視等の状況を基に学校，保護者，地域の取組も支援して

いくこととしました。

(2) 事業の概要

県内全ての小・中・高等学校及び特別支援学校に関する「学校非公式サイト」の検索・

監視を行います（図Ⅱ－１）。また，検索・監視結果等を基に，教員を対象にしたネット

トラブル等に関する研修会を実施し，情報モラル教育を推進します。

図Ⅱ－１ 情報リテラシー教育支援事業のイメージ

秋田県総合教育センター 平成25年度 研究紀要

Ⅱ 研究の実際
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(3) 民間企業の業務内容

① 県内全ての小・中・高等学校及び特別

支援学校を対象としたインターネット上

のパソコンサイト及びスマートフォン等

のサイトで開設されている「学校非公式

サイト」の検索

② 不適切な情報の掲載があった場合のサ

イト運営者への削除依頼及び県教育庁該

当各課への報告

③ 「情報提供受付窓口」（図Ⅱ－２）を設

置し，不適切なサイトに関する情報の受

付，及び提供された情報についての調査

④ 学校における情報モラル教育及び情報リテラシー教育の推進やネットトラブルに関

する研修会の実施

２ ネットトラブルの現状（検索・監視結果から）

(1) 不適切な書込みの校種別・地域別状況から

平成24年度に確認された不適切な書込みの校種別状況は，表Ⅱ－１のようになりました。

表中の青の数字は，前年度(平成23年度)より減少を，赤の数字は増加を示しています。掲

示板サイトにおいて，小学校の不適切な書込みが増加しており，プロフィールサイトにお

ける不適切な書込みは中学校で増加しています。傾向として低年齢化が見られます。

図Ⅱ－２

情報リテラシー教育支援事業の情報提供

受付窓口イメージ

秋田県総合教育センター 平成25年度 研究紀要

「情報リテラシー教育支援事業
情報提供受付窓口」

http://www.assw.jp/

表Ⅱ－１ 平成24年度 不適切な書込の校種別・地域別状況 （件数）
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(2) 時間帯による不適切な書込み件数の状況から

平成23年度と平成24年度を比較すると，平成24年度は全体の不適切な書込み件数

が減少しています。しかし，登校時や昼時の時間帯，放課後直後の時間帯（15時～1

7時）における不適切な書込み件数が増加している傾向が見られます（図Ⅱ－３）。

(3) 曜日による不適切な書込み件数の状況から

平成23年度と平成24年度を比較すると，平成23年度は休日（土曜・日曜）におけ

る不適切な書込み件数が多かったのですが，平成24年度は平日における不適切な書込

み件数が多くなっています。学校での出来事に素早く反応し，感情的になった状態

での不適切な書込み件数が増加している状況が見受けられます（図Ⅱ－４）。

図Ⅱ－３ 時間帯による不適切な書込み件数

図Ⅱ－４ 曜日による不適切な書込み件数
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(4) 不適切な書込み件数の経年変化から

平成25年度の不適切な書込み件数は，平成23年度，平成24年度と比較して増加の

傾向にあります。

また，不適切な書込みの内訳からは，圧倒的に個人情報の掲載が多いことが分か

ります。更に，情報提供を受けた件数も増加傾向にあります（表Ⅱ－２，３）。

表Ⅱ－２ 平成25年度検索・監視等実績

表Ⅱ－３ 平成22年度～平成24年度検索・監視等実績
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３ ステップシートの構成

(1) 情報モラル教育の内容と目的

「ここからはじめる情報モラル指導者研

修ハンドブック」（文部科学省委託事業）

によると，情報モラル教育の内容は大きく

二つに分けられます。一つは相手を思いや

る気持ちや自分の言動に責任をもつことな

どの倫理的な態度（心を磨く領域）を育て

ることです。もう一つは，個人情報の保護

やなりすましの危険から身を守るなどの情

報安全の考え方（知恵を磨く領域）を育て

ることです。

また，この「心を磨く領域」と「知恵を

磨く領域」の二つを相互に関連させながら「情報社会を生きる上での正しい判断力」

を身に付けさせなければならず，それらの判断力を拠り所にして，よりよい情報社

会の創出を目指す実践的な力を育てることが情報モラル教育の目的となるとしてい

ます（図Ⅱ－５）。

(2) ステップシート活用の目的

ステップシートは各学校で年間指導計画を作成する際に活用するものとしました。

活用の目的は次の三つです。

① 情報モラル教育の指導内容を明確化する。

② 情報モラル教育を扱う教科等を教員間で共通理解する。

③ 情報モラル教育の指導時期を教員間で共通理解する。

(3) ステップシートの構成

ステップシートは小学校低学年用，中学

年用，高学年用があります。それぞれ，指

導分野，指導内容，指導する時間の欄で構

成されています。

① 指導分野

「心を磨く領域」と「知恵を磨く領

域」を相互に関連させながら指導でき

るよう，図Ⅱ－６にある６分野を設定

しました。
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図Ⅱ－５ 情報モラル教育の内容と目的

図Ⅱ－６ 指導分野

情報モラル教育の内容と目的

心を磨く領域
相手を思いやり，発信に責任をもつ
ルールやマナーを守る

知恵を磨く領域
情報社会の特性の理解
情報と安全に向き合う方法

正しい
判断力

情報モラルの
実践力

「ここからはじめる情報モラル指導者研修ハンドブック」より

情報モラル教育の内容を６分野に分類

Ⅳ コミュニケーション上のルールとマナー

Ⅰ プライバシー・個人情報

Ⅱ 肖像権・著作権

Ⅲ 情報の信頼性

Ⅴ 健康上の問題

Ⅵ 情報社会のセキュリティー
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② 指導内容

六つの指導分野について，低学年，中学年，高学年それぞれの発達の段階に応

じた指導内容を１～４項目設定しました（資料１～３参照）。

③ 指導する時間

情報モラル教育を行う時間として「行事」，「道徳」，「特別活動」，「総合的な

学習の時間」，「教科」，「その他」の６項目を設定しました。

４ ステップシートを活用した年間指導計画の作成

ステップシートと年間指導計画枠を使い，次の三つの手順で年間指導計画を完成さ

せます。児童生徒の実態や学校事情に配慮して作業を進めることが大切です。

(1) ステップシートへの記入（手順１）

ステップシートにある全ての指導内容に

ついて，指導できる時間を考え，６項目の

いずれか，または複数に丸を付けます（図

Ⅱ－７）。

この手順１は，教員一人一人が個々に検

討します。

(2) 年間指導計画枠への記入（手順２）

ステップシートにある指導内容を指導す

る時期を考え，指導内容の番号（①，②，

③・・・）や教科名等を年間指導計画枠に

プロットしていきます（図Ⅱ－８）。

児童生徒の実態に応じて，他の学年の指

導内容を年間指導計画に位置付けることも

あります。図Ⅱ－８にある「低⑦」とは，

中学年や高学年の年間指導計画に低学年の

⑦の指導内容を位置付けている例です。

この手順２も，教員一人一人が個々で検

討します。

秋田県総合教育センター 平成25年度 研究紀要

手順１ 指導できる時間を考える （個）

思った通りに○
１つ，複数でも可
それぞれの学校事情

国語

図Ⅱ－７ 手順１

手順２ 指導する時期を考える （個）

③

国語
④

低⑦

図Ⅱ－８ 手順２
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(3) 年間指導計画の検討（手順３）

学年部又は学年団でグループを作り，年

間指導計画を検討します。はじめに，手順

１，２で作成した，ステップシート及び年

間指導計画枠を基に，一人一人の考えを付

箋紙に記入し，新たな年間指導計画の枠に

貼り付けていきます。グループ全員の付箋

紙が貼られた後に，全体での検討を加え，

年間指導計画を完成させます（図Ⅱ－９）。

(4) 年間指導計画の見直し

研修会で作成した年間指導計画を基に情

報モラル教育を進めていきますが，日々の

実践の中で，児童の実態や学校事情に合わ

ない等の不都合が生じた場合は，年間指導

計画を修正します。修正をする場合は付箋

紙を移動，貼り付け，削除します（図Ⅱ－

10）。このような作業を繰り返すことで，年

間指導計画が改良され，より実効性の高いも

のへと変化していきます。

手順３ 年間指導計画を検討 （グループ）

国語⑦正しく情報を伝えよう

⑨大きな絵はがき

年間指導計画を見直す

国語⑦正しく情報を伝えよう

⑨大きな絵はがき追

図Ⅱ－９ 手順３

図Ⅱ－10 年間指導計画の見直し



- 32 -

１ 研究の成果

(1) 情報リテラシー教育支援事業から得られた県内のネットトラブル等に関するデ

ータを校内研修会で活用することにより，参加者には情報社会で起きている様々

な問題を身近な問題として捉えてもらうことができました。また，同時に情報モ

ラル教育の必要性も実感してもらうことができました。

(2) ステップシートを活用することで，小学校の各学年における情報モラル教育の

指導内容を明確化することができました。

(3) 校内研修会において，ステップシートと年間指導計画枠を活用して年間指導計

画を作成してもらうことで，各学年における情報モラル教育の指導内容と指導時

期を教員間で共通理解することができました。また，ステップシートへの記入を

年間指導計画作成の前に位置付けることで年間指導計画作成の難しさを緩和する

効果もありました。

(4) 全ての教員が意見を出し合い，年間指導計画の作成を進めることで，校内での

情報モラル教育推進について共通理解を図ることができました。

２ 今後へ向けて

(1) 今年度，研究協力校において作成していただいた年間指導計画の活用状況につ

いては検証できませんでした。来年度は，その検証を行い，より実効性のある年

間指導計画作成のための校内研修会の在り方を探っていきたいと考えています。

(2) 各学校において情報モラル教育に関する校内研修会を実施し，全ての教員が意

見を出し合いながら共通理解を図り，年間指導計画の作成を行うことは大きな意

義があると考えます。今年度は小学校に絞っての研究でしたが，来年度は中学校，

高等学校にも情報リテラシー教育支援事業から得られたデータやステップシート

を活用した校内研修会を広めていきたいと考えています。

秋田県総合教育センター 平成25年度 研究紀要

Ⅲ 研究のまとめ
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＜資料１＞ ステップシート（小学校 低学年用）

総合教育センター 平成25年度 研究紀要

行事 道徳 特活 総合 教科 単元等 その他

①知らない人に，連絡先を教えない。

②人の作ったものを大切にする。

③他の人からものを借りるときは断って借り，大切に扱う。

④約束や決まりを守る

⑤良いことと悪いことを区別する。

⑥相手がいやだと思うことはしない。

⑦気持ちよいあいさつ，言葉遣いなど礼儀の大切さを知り，明るく
他の人と接することができる。

⑧友達と仲良く学校生活を送る。

⑨正しい姿勢でコンピュータに向かう。

⑩コンピュータ等を利用する時間に気を付ける。

⑪うそをついたりごまかしたりしない。

⑫コンピュータの動作がおかしかったらすぐに先生に言う。

⑬コンピュータのIDとパスワードは他人に教えない。

Ⅳ
コミュニケー

ション上
の

ルール
と

マナー

指導分野 指　導　内　容
指導する時間

Ⅴ
健康上

の
問題

Ⅵ
情報社会

の
セキュリ
ティー

情報モラル教育の年間指導計画(案)には，実施時数のバランス，学期や生徒の状況を考慮してプロットしていきます。

ステップシート　 （小学校　低学年用）

　各指導内容について，どの時間で指導できるかを考え，指導できる時間に○をつけてください。なお，教科の欄には教科名
を記入してください。

Ⅰ
プライバ
シーと

個人情報

Ⅱ
肖像権

と
著作権

Ⅲ
情報
の

信頼性
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＜資料２＞ ステップシート（小学校 中学年用）

総合教育センター 平成25年度 研究紀要

行事 道徳 特活 総合 教科 単元等 その他

①簡単に自宅や友達の家の住所，電話番号などを教えない。

②名前，電話番号，住所，家族構成など，個人情報にはどのような
ものがあるか理解する。

③他の人の写真を撮るときは断ってから行う。

④他の人が作った文章・写真・絵等を無断で使うことができないこ
とを理解する。

⑤友達や社会のうわさ話に惑わされず，その正誤を確認する。

⑥正しい情報を集めようと心がける。

⑦確かな情報を発信するよう心がける。

⑧インターネット上の情報には，間違った内容のものがあることに
気付く。

⑨悪口やいたずら書き等の無責任な情報を発信しない。

⑩手紙やメールを使うときは，宛名を確認し間違えないようにする
とともに，自分の名前をきちんと書く。

⑪健康のために利用時間を決め，守る。

⑫人と触れ合うことのすばらしさや大切さを知る。

⑬危険に出会ったときは，大人に意見を求め，適切に対応する。

⑭ネット上で困ったことがあったら，決して一人で抱え込まず，必ず
先生や大人に相談することが大切であることを理解する。

⑮コンピュータのIDとパスワードは家などの鍵と同じ働きであること
を知る。

ステップシート　（小学校　中学年用）

Ⅲ
情報
の

信頼性

Ⅳ
コミュニケー
ション上の

ルール
と

マナー

　各指導内容について，どの時間で指導できるかを考え，指導できる時間に○をつけてください。なお，教科の欄には教科名
を記入してください。

Ⅰ
プライバシー

と
個人情報

指導分野 指　導　内　容
指導する時間

Ⅱ
肖像権

と
著作権

Ⅴ
健康上

の
問題

Ⅵ
情報社会

の
セキュリ
ティー

情報モラル教育の年間指導計画(案)には，実施時数のバランス，学期や生徒の状況を考慮してプロットしていきます。



- 35 -

総合教育センター 平成25年度 研究紀要

＜資料３＞ ステップシート（小学校 高学年用）

行事 道徳 特活 総合 教科 単元等 その他

①流失した個人情報は，人に迷惑をかけたり，様々な犯罪（インター
ネットを含む）に使われたりする危険性があることを理解する。

②一度インターネット上に発信した情報は，回収できなくなる可能性が
あることを理解する。

③自他の個人情報を第三者にもらさない。

④個人が特定される写真の重要性から，肖像権の概要を知る。

⑤他の人が作った文章・写真・絵等を無断で使うことの影響を考え，
著作権の概要を知る。

⑥著作物を利用しようとするときは，許諾を得ることが原則であること
を知り，正しく利用する。

⑦インターネットの情報には，正しいものと正しくないもの，最新のもの
とそうでないものがあることに気付く。

⑧インターネット，図書資料等のいくつかの情報を比べながら，正しい
情報を判断する。

⑨情報を発信するときは，正しい情報を責任をもって発信することが
大切であることを理解する。

⑩掲示板やメールの良さを知るとともに，「書き言葉中心」で気持ちを
伝えることの難しさを理解する。

⑪掲示板やメール等を使うとき，受け取る側の気持ちを考えて伝える
ことが大切であることに気付く。

⑫何気ない悪口やいたずら書き等が大きな問題になることを知り，そ
のようなことは絶対に書き込まない。

⑬コンピュータやインターネットの長時間の利用が，目（視力），体（睡
眠不足），心（ストレス，依存症）に影響を及ぼすことを知り，正しい使
い方について考える。

⑭インターネット等に熱中しすぎないように気を付ける。

⑮人と人との関わりを大切にして生活する。

⑯身の回りの事例（家の鍵，キャッシュカードなど）から，ＩＤとパスワー
ドの重要性や管理の仕方について考える。

⑰コンピュータウィルスの代表的なもの（被害が大きいもの）を知り，そ
の危険性と防ぎ方を知る。

⑱ネット犯罪に巻き込まれないようするには，危険なWebページやメー
ル等にアクセスしないことを理解する。

⑲有害情報の存在や出会ったときの正しい対処の仕方を知り，有害
情報には絶対に近づかない。

ステップシート　（小学校　高学年用）

Ⅲ
情報
の

信頼性

Ⅰ
プライバ
シーと

個人情報

Ⅱ
肖像権

と
著作権

Ⅳ
コミュニ

ケーション
上の

ルール
と

マナー

指導分野 指　導　内　容
指導する時間

　Ⅵ
情報社会

の
セキュリ
ティー

 Ⅴ
健康上

の
問題

　各指導内容について，どの時間で指導できるかを考え，指導できる時間に○をつけてください。なお，教科の欄には教科名を記
入してください。

情報モラル教育の年間指導計画(案)には，実施時数のバランス，学期や生徒の状況を考慮してプロットしていきます。
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総合教育センター 平成25年度 研究紀要

＜資料４＞ 情報モラル教育年間指導計画枠
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