
 

 

情報モラル教育において抽象的概念を扱うための教授法の分析† 
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児童がサイバー犯罪の加害者となるケースの増加にともない，「情報倫理」や「法の理解や

順守」を習得させるための情報モラル教育の必要性が増している．しかし，著作権のような抽

象度が高く日常生活とも関わりが少ない概念を，児童が理解することは難しい．本研究では，

このような抽象的な概念を教えるための，効果的・効率的な教授法について分析を行った． 

情報モラル教育の教授法を (1)教材中心の「教材」型授業，(2)体験中心の「体験」型授業，

(3)その両方を行う「両方」型授業の 3 つに定義・分類し，埼玉県 K 小学校 5・6 年生を対象に，

3 つの教授法による学習効果を比較する実践授業を行った．その結果「両方」型授業は，児童

が体験を教材を用いて言語化して理解できるため，抽象的概念を理解させるのに効果的であり，

かつ他の教授法と比べて情報化社会に参画しようとする意欲を育む効果があることが示され

た． 
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1. はじめに 

 

情報モラル教育の重要性は多くの研究者によって度々指摘され（宮田・石原 2001，永野 2007， 

山本・清水 2008，赤堀 2008），さまざまな先進的な実践が行われてきた．例えば，あらかじめ

問題のあるWebページを作っておき授業教材として使う（宮田・石原 2001）実践や，授業で携

帯電話を使って教師や友だちとメールのやり取りをする過程で情報モラルを学ぶ（加藤ほか 

2006）実践などが行われ，授業用コンテンツやシステムが開発されてきた．さらに，教員向け

情報モラル研修についての研究も行われ，例えば，情報閲覧時よりも情報発信時に，よりWeb

情報に対して意識するようになる（芝崎・近藤 2000）ことや，講義や情報機器の操作について

の研修だけでは不十分で，実例を取り入れる必要がある（戸田 2001）ことなどがすでに指摘さ

れている． 

それらを受け，平成23年度（2011年度）から全面実施された新学習指導要領では，情報モラ

ルを身につける教育を行うように明記された．新学習指導要領では情報モラルを「情報社会で適

正な活動を行うための基になる考え方と態度」と定義し，情報モラルを育てるための教育を道徳

や各教科の中で行うよう定めている（文部科学省 2008a）．新学習指導要領解説総則編には，情

報発信による他人や社会への影響について考えさせる学習活動や，ネットワーク上のルールやマ

ナーを守ることの意味について考えさせる学習活動などを通じて，情報モラルを確実に身に付け

させるようにすることが必要であると記されている．文部科学省は情報モラル教育を推進するた

めに，「『情報モラル』指導実践キックオフガイド」（文部科学省 2007）や，「教育の情報化に関

する手引」（文部科学省 2010）を編纂してきた．そこでは，情報モラル教育を「情報社会の倫

理」，「法の理解と遵守」，「安全への知恵」，「情報セキュリティ」，「公共的なネットワーク社会の

構築」の5つの柱に分類し，発達段階に応じた指導内容を例示している． 

一方，情報機器やブロードバンド環境，オンラインメディアの急速な普及に伴い，著作権や肖

像権の侵害や，プライバシーの問題も増加している．警察庁(2010)によれば，著作権違反による

検挙件数は5年連続で増加しており，そのほかのサイバー犯罪の検挙件数も毎年増加の一途をた

どっている．携帯ゲーム機用日本語ソフトウェアの違法流通による被害額は，2004年から2009

年までの6年間で約9,540億円以上にのぼるとの試算もある（CESA 2010）． 

このような状況のもとで，児童生徒が著作権侵害や不正アクセスなどのサイバー犯罪の加害者

となるケースが増加している．ゲーム等のソフトウェアを児童生徒が違法に交換しあうなど，学

校が著作権侵害の舞台になることも少なくない．また，学校非公式サイト（いわゆる「学校裏サ

イト」）を舞台とした名誉棄損やプライバシー侵害も指摘されている（文部科学省 2008b）．デ

ジタルカメラやカメラ付き携帯電話で画像を撮影してメールに添付して配信したり，インターネ

ット上に公開したりすることが容易になることにより，児童生徒が肖像権侵害の加害者になる例

も増加している． 

これまで学校現場では，情報モラル教育の5つの柱のうち，児童生徒の安全を守るための「安

全への知恵」や「情報セキュリティ」教育が重視される傾向にあったが，児童生徒を加害者にし



 

 

ないためにも「情報社会の倫理」や「法の理解と遵守」に関する教育を同時に行う必要がある．

インターネットに対する正しい認識を持ち，「公共的なネットワーク社会の構築」に参画する態

度を育成するためには，「被害者にならないために，情報モラルを身につける授業」から「情報

社会へ参画するために，実践の中で情報モラルを身につける授業」へとシフトさせることが重要

となる． 

 

2. 研究目的 

 

2.1. 研究目的 

これまでにも，情報モラル教育のためのさまざまな教材が開発されてきた．杉本ら（2008）

の調査によれば，小中学校では「事例で学ぶNetモラル（広島県教科用図書販売株式会社（2008））」

「ケータイ・ネット社会の落とし穴シリーズ（株式会社NHKエンタープライズ（2004））」「ネ

ット社会の歩き方（コンピュータ教育開発センター（2004））」「メディアとのつきあい方学習（メ

ディアとのつきあい方学習実践研究会（2004））」を教材として使っているケースが多いことが

報告されている．石原（2010）は，これらの教材の多くがストーリー仕立ての「物語教材」で

あり，登場人物の不注意などから深刻な状況を招く「暗転型」教材が多いことを指摘している．

このように，学校現場では児童生徒が加害者になることを想定するよりも，被害者とならないた

めの情報モラル教育という意識で授業を行っていると考えられ，児童生徒が加害者になることを

想定した研究はまだ十分に行われていないと言えるだろう． 

しかし，第1章で述べたように，児童生徒が著作権・肖像権・個人情報を侵害する加害者とな

るケースが増えている．このような状況において，例えば小学校の段階においては，児童がこの

3項目を習得し，情報化社会に参画する態度を身につけさせる必要があるだろう．しかし，著作

権のような抽象度が高い概念を児童に理解させることは難しい．そこで，情報モラル教育におい

て，児童に抽象的な概念を理解させるための効果的・効率的な教授法の分析を本研究の目的とす

る． 

2.2. 教授法の定義 

新学習指導要領において，小学校の道徳の時間には年35時間が割り当てられているが，その

すべてを情報モラル教育に充てることはできない．玉田・松田（2004）が，指導時間の制約を

考慮した効果的・効率的な指導法の開発が情報モラル教育の課題であると指摘しているように，

限られた時間で確実に定着させる教授法の開発が求められている．さらに，道徳の時間以外の総

合的な学習の時間や教科の単元に情報モラル教育を埋め込むことで，効果的かつ効率的に情報モ

ラル教育を実施する教育プログラムの検討も課題となる．そこで本論文では，効果的・効率的な

情報モラル教育の教授法を検討するため，これまで行われてきた情報モラル教育の実践を次の3

つに分類する． 

（１）「教材型授業（以下「教材」型授業と略す）」：情報モラル教育の専門家によって作成さ

れた小学生向けの教材やコンテンツ（画像，動画を含む）を用いて，一斉授業の中で体系的に情

報モラルを教える授業と定義する． 



 

 

（２）「情報発信体験型授業（以下「体験」型授業と略す）」：掲示板やブログ，チャットなど，

双方向型の対人・対社会デジタルコミュニケーションツールを用いて，児童が自発的に情報発信

を体験する授業と定義する． 

（３）「教材＋情報発信体験型授業（以下「両方」型授業と略す）：教材型授業と情報発信体験

型授業を，時間をおかずに交互に組み合わせる授業と定義する．均等に授業時間を分配できない

場合でも，「体験」型を数時間行ってから「教材」型授業を行う，または1時間の授業の前半を

「体験」，後半を「教材」型授業として組み合わせて行う授業も「両方」型授業であるとする． 

2.3. 仮説 

まず，抽象的な概念を扱うために効果的な教授法を考える．情報モラル教育で扱う著作権・肖

像権・個人情報の3項目ののうち，著作権および個人情報は，「人の姿や顔の写真」とほぼ同義

である肖像権に比べ，内容が多岐にわたる上，高度に抽象的な概念である．概念の抽象度の高さ

が，児童生徒が理解をする上で大きなハードルになると推測できる．次に，著作権は個人情報や

肖像権に比べて，児童生徒自身が被害を受ける場面を想像することが難しいという点が挙げられ

る．習った概念を，自らの生活にあてはめてイメージしたり言語化したりすることが困難であれ

ばあるほど，知識として定着させることが難しいと考えられる． よって，3項目の中では，特

に著作権の考え方を定着させることが困難だと推測できる． 

著作権に関しては，日常生活にあてはめて考えることが難しいので，他人の著作物を利活用し

たくなるような調べ活動や創作活動など，「体験」しながら学ぶ授業が効果的であろう．しかし，

授業で「体験」しただけでは，言語化するプロセスを経ないために，言葉を覚えることはできて

も，概念を理解して知識として定着させることは困難であると推測される．以上から，我々は，

児童が著作権のような抽象度の高い概念を理解するためには，体験した内容を言語化するプロセ

スが必要であると考えた． 

次に，情報化社会に参画する態度の育成について考える．山岸・吉開（2005）は，ネット上

での違法行為や詐欺，フレーミングといった不確実性を前提としつつも，機会を活かすために適

切なリスクを負いながら他者との信頼関係を形成することが求められていると指摘している．文

部科学省(2010)は，「情報化社会に参画する態度」とは情報化社会に積極的に参加し，よりよい

社会にするために貢献しようとする意欲的な態度のことであると定義し，情報化社会の「影」の

部分を理解した上で,よりよいコミュニケーションや関係づくりのために判断力や心構えを身に

付けさせる教育を行うよう定めている．このように，ネットの「影」を前提としつつも，他者を

信頼して，情報化社会に参画しようとする意欲を育てることが求められている． 

しかし，「教材」型授業では，知識の習得とインターネット上の危険性や違法な事例の理解を

中心に学習することになり，「違法性や危険性ばかりに目がいって，ネットに対する恐怖心を植

え付けてしまい，結果として情報化社会に参画する意欲が得にくい」ことや，体験を伴わないた

めに「相手が理解できるように文章を書く，相手を傷つけるようなことをしないと言った，情報

化社会の倫理の習得が難しい」ことが想定される． 

「体験」型授業は，コントロールされた環境内で実施されるので「必要以上に恐怖心をあおる



 

 

ことなく，情報化社会に参画しようとする意欲が高まる」と思われる．しかし，法律やルールに

ついて言語化するプロセスを経ないことで「自分が安全にネットを使うことには関心があるが，

相手の権利を侵害しないなどの，法の理解や順守について習得することが難しい」と考えられる．

情報化社会に参画する意欲を習得するためには，コミュニケーション体験だけでは不十分であり，

守るべき法律やモラルについて知り，ネット上でのリスクについて理解することが必要になると

考えた． 

一方，「両方」型授業は，コンテンツを作ったり，相手の作品にコメントをつけたり，チャッ

トなどのコミュニケーションツールを使う過程で，情報発信の「楽しさ」や「リスク」を体験し，

その体験を「教材」を用いて言語化するプロセスを経ることで，ネットの「影」の部分を理解し

つつも，情報化社会における情報発信の重要性を理解することができる．また，法律やルールを

遵守することや，相手を思いやるといった情報倫理の定着にもつながる．その結果，児童は積極

的に情報化社会に参画しようとする意欲を持つようになると考えられる． 

以上から我々は，抽象的な概念を児童に理解させ，かつネット社会に参画する意欲を育てるた

めには，「体験」と「教材」を交互に組み合わせた「両方」型授業が効果的であると仮説を立て

た．  

 

3. 提案手法 

 

「教材」「体験」「両方」型授業の，３つの教授法の効果の違いを比較するための実践授業を計

画した． 

3.1. 実践対象 

実践授業は埼玉県A市K小学校で行った．K小学校は，新学習指導要領の実施以前から独自に

「K小学校情報モラル指導資料」を作成し，3年生から6年生まで系統的・計画的に情報モラル教

育を行ってきた先進的な小学校である．情報モラル教育の教材として，主に「ネット社会の歩き

方2005年度版（コンピュータ教育開発センター 2004）」を用い，道徳の時間だけではなく，学

級活動の時間や総合的な学習の時間等を活用しながら，年間10時間を情報モラル教育にあてて

きた．また，どの教員でも同じ内容の授業を行えるように，情報モラル教育の校内研修を実施し，

すべての教員はこの研修を受けている． 

本実践には，20代から40代までの6名の教員が参加した．5・6年生を対象に，学年ごとに3ク

ラスをそれぞれ異なった教授法で授業を行い，学習効果の違いを測定した．このような実践授業

を行った背景には，K小学校では情報モラル教育として，先進的な取り組みをしてきたにもかか

わらず，児童が情報モラルを身につけていないのではないかといった問題意識を教員間で共有で

きたからである．  

なお，本研究の対象とした児童の数は，6 年は「教材」36 名，「体験」36 名，「両方」36 名の

108 名．5 年は「教材」41 名，「体験」40 名，「両方」40 名の 121 名． 5・6 年を合わせて「教

材」77 名，「体験」76 名，「両方」76 名となり，5・6 年合計 229 名である． 



 

 

3.2. 提案内容 

 一般的にどのような活動が「教材」型か「体験」型かを分類することは困難である．そこで，

今回の研究では，(1)対人，対社会デジタルコミュニケーションツールを用いていること，(2)児

童生徒が自発的に情報発信を体験する，という 2 条件を満たす場合に「体験」型授業と呼ぶこ

とにする．このように定義することで，たとえば「危険サイトを疑似的に体験する授業」は「教

材」型授業であると分類できる． 

 本実践で「体験」「両方」型授業を行ったクラス（以下，「体験」クラス，「両方」クラスと記

す）では，(1) 

チャット機能を用いて，クラス内で自由にコミュニケーションを体験する，(2)コンテンツ・

マネジメント・システム（CMS）を用いて，調べ学習の成果を Web サイト上に提示する，(3)CMS

のコメント機能を用いて，互いの成果に対する感想や批評を書きこむ，といった実践を行った．

そのための情報環境として，学校に広く普及しているNetCommonsというオープンソースCMS

を用い，その機能の中でも，チャット機能，汎用データベース機能，動画配信機能，日誌機能を

用いた．児童がコンテンツを作成し，教室内で公開し批評し合う活動を 5 年生は国語の「目的

に応じた伝え方を考えよう『工夫して発信しよう』（５年下，光村図書）」で行うニュース映像作

り，6 年生は総合的な学習の時間の「日本の文化を知ろう」で行う修学旅行のコンテンツ作りの

指導目標を達成するものとして位置づけた．図 1 は 6 年「両方」型授業の児童が作った修学旅

行に関するコンテンツの例である． 

5・6 年生の「教材」「体験」「両方」クラスごとの，実践授業の計画時間と教科・授業内容は

表 1，表 2 である． 

「教材」クラスは 5・6 年とも，著作権・肖像権・個人情報を学ぶために，「K 小学校情報モ

ラル指導資料」で指定され，これまでの情報モラル教育で使ってきた教材を使った情報モラルの

授業を行った．使用した教材は，「ネット社会の歩き方 2005 年度版（コンピュータ教育開発セ

ンター 2004）」の「11 住所や電話番号をおしえるのは慎重に」「12 個人情報は公開しない」「13 

個人情報は大切なデータ」「14 肖像権に気をつけて」「15 チャットで個人情報は言わない」と，

5 年生は「17 他人の絵や文章のコピーは要注意」，6 年生は「19 コピーしてもいいの？」の部

分を用いたが，NetCommons を使った「体験」は行わなかった． 

 「体験」クラスでは表 1・2 の授業計画で，児童が 

 

表１ ６年３クラスごとの授業計画・内容の比較 

 教材 体験 両方 

「教材」授業時

間 
3 0 3 

授業内容 

（教科） 

「ネット社

会の歩き方」

を使った授

業（道徳） 

（なし） 

「ネット社

会の歩き方」

を使った授

業（総合） 

「体験」授業時

間 
0 10 10 

「体験」内容 

（教科） 
（なし） 

コンテンツ

（修学旅行

コンテンツ

（修学旅行



 

 

の思い出）を

作ってWeb

サイトへ登

録する（総

合） 

の思い出）を

作ってWeb

サイトへ登

録する（総

合） 

合計授業時間 3 10 13 

 

表２ ５年３クラスごとの授業時間・内容の比較 

 教材 体験 両方 

「教材」授業時

間 
3 0 3 

「教材」授業内

容 

（教科） 

「ネット社

会の歩き方」

を使った授

業（道徳） 

（なし） 

「ネット社

会の歩き方」

を使った授

業（国語） 

「体験」授業時

間 
0 6 6 

「体験」授業内

容（教科） 
（なじ） 

コンテンツ

（ニュース

映像）を作っ

てWebサイ

トへ登録す

る 

（国語） 

コンテンツ

（ニュース

映像）作って

Webサイト

へ登録する 

（国語） 

合計授業時間 3 6 9 

 

 

図１ 児童作成コンテンツのサンプル 

コンテンツの作成を体験する過程で，必要に応じて著作権等について教える場面を作った．例え

ば，人が写っている写真を使うときは肖像権があること，コンテンツを作るときには他人の作品

には著作権があること， チャットなどを使う際には個人情報をネットに投稿してはいけないこ

と，などを説明したが「教材」を用いた授業は行わなかった． 

「両方」クラスは，表 1・2 の授業計画で，児童がコンテンツを作成する「体験」型授業の間

に，「教材」クラスと同じ教材を用いた「教材」型授業を行い，著作権等の知識の定着の違いを

調べる． 

児童の均質な学習を保証するため，本実践後に，「体験」クラスは「K 小学校情報モラル指導

資料」で定められた「教材」型授業を，「教材」クラスでは，コンテンツ発信を伴う「体験」型

授業を行うことで，授業時間数が均一になるように計画した． 

 



 

 

4. 実践結果 

 

4.1. 事前調査 

 このように先進的な取り組みをしている K 小学校で，情報モラル教育がどの程度定着してい

るかを測るためのテスト項目を作成し 5 年生 121 名，6 年生 108 名の合計 229 名を対象に事前

調査を 2010 年 11 月に行った．また，質問項目（表 3）の正解についてはテスト実施前に教員

に予め提示した． 

実施したテストでは，まず，著作権などの言葉について，「知っている」「なんとなく知ってい

る」（以下，「知っている」と略す）を選択した回答を合わせて，クラスごとに言葉を知っている

児童の割合を調べた． 

次に，「知っている」と回答した児童には，具体的な事例が著作権・肖像権・個人情報のどれ

に該当するかを正しく認識しているかを選択式で回答させ，その正解率を調べた．採点方法は，

11個の選択肢ごとに該当するものを選択できた場合に+1点，該当しないものを選択しなかった

場合も（該当しないことを正しく理解していると考えられるため）+1点とした．一方，該当し

ない選択肢を誤って選択した場合には-1点とした．以上のルールから，それぞれの児童の理解度

を11点満点で点数化し，分かりやすくするために100点満点に換算した． 

 定着度を測るために用いたテスト項目（個人情報・肖像権・著作権）については，Ｋ小学校の

カリキュラムでは 3 年生において，「個人情報・肖像権・著作権」について用語も含めて既習で

ある．5 年生では「個人情報」について再び学ぶこととなっている．このような取り組みが奏功

してか，K 小学校では「個人情報」に関する定着度が，「知っている」と回答した児童が 5・6

年生ともに 90％を超え，また正答率もともに 70％を超えていた． 

 その一方で，事前調査において，「著作権」について「知っている」と回答した児童は，5 年

生で 46％，6 年生では 61％であった．「肖像権」について「知っている」と回答した児童は，5

年生で 16％，6 年生では 14％であった．本実践が行われる前に実施された情報モラル教育では，

「著作権」「肖像権」という用語が十分に定着していないことが分かった（表４）． 

 実践授業前の3群間で，児童の知識の実態に有意な差がないことを確認するため，選択問題での

得点について一要因分散分析を用いて比較分析した．本研究での統計分析にはIBM SPSS Statics19

を用いた．分析の結果，著作権：F(2,113)=.622 p=.539>.05，肖像権：F(2,31)=2.14 p=.135>.05，

個人情報：F(2,207)=1.504 p=.228>.05と，いずれも有意差がないことから，実践前の3群間で児

童の知識の実態に差はないことが分かった． 

4.2. 実践授業前後でのテスト結果の変化 

3つの教授法での実践授業が終わった12月下旬に，効果測定のテストを事前テスト（表3）と

同じ項目で行い，児童の知識の定着を確認した．  

 

表３ 著作権についての問い 

問１ 著作権という言葉を知っていますか？  

□知っている 



 

 

□なんとなく知っている 

□知らない 

 

「知っている」「なんとなく知っている」を選んだ人

は問２から答える．「知らない」を選んだ人は問３か

ら答える． 

 

問２ 次のうちで著作権があるものを選んでくださ

い．(いくつ選んでもよい) 

□ドラえもんの絵 

□ネットで見つけた富士山の写真 

□ポケモンのゲームソフト 

□友達の名前と生年月日 

□旅行ガイドブックに載っていた写真 

□芸能人の顔写真 

□友達の顔写真 

□会員サイトのログイン ID とパスワード 

□自分の名前と住所 

□図工の時間に書いた花の絵 

□嵐の CD や DVD 

 

表４ 言葉を知っている児童の割合（%） 

 著作権 肖像権 個人情報 

6 年 61 14 99 

5 年 46 16 95 

 

（１）著作権 

表5が示すように，授業後に著作権について「知っている」児童が増え，かつその児童の平均

点が伸びたのは「両方」クラスだけであった（6年：80→94%，36.4→71.3点，5年：68→100%，

42.0→65.1点）．「教材」クラスでは，言葉を知っている児童は増えたが（6年:49→67%，5年:48

→73%），平均点は大きく下がった（6年:38.5→16.3点，5年:45.9→38.4点）．これは，言葉はな

んとなく知っているが，概念として理解できていないために具体的な事例に結び付けられない児

童が増えたことを表している．6年「体験」クラス（52→82%，41.1点→48.8点），5年「体験」

クラス（23→33%，59.6→51.7点）は「教材」クラスに比べれば平均点は高いが，「両方」クラ

スに比べると定着が悪い． 

以上から，3群の中で著作権に関しては，知識が定着したのは「両方」クラスだけであったと

言える． 

（２）肖像権 

表6が示すように，肖像権については授業前の段階では，どのクラスでも言葉自体を知らない

生徒が多かったが，授業後には言葉を知っている児童の割合は全てのクラスで大幅に増えた．と

ころが，「体験」クラスでは，5年，6年の両方で，平均点が下がるという現象（6年:60.6→56.4

点，5年:60.6→55.6点）が起こった．以上から，肖像権に関しては，「体験」だけの授業では不

十分だと考えることができるだろう．「教材」クラス「両方」クラスでは，ともに平均点が上昇



 

 

したが，その上昇幅は「両方」クラスの方が大きかった． 

（３）個人情報 

表7が示すように，個人情報については授業前の時点で全てのクラスのほぼすべての児童が言

葉として知っており，他の2つの項目と比べて高い平均点であった．しかし，6年「両方」クラ

スは授業後には平均点が20点近く伸び，90点を超えた(100→100%，71.9→90.1点)．この他に授

業後に平均点が8割を超えたのは，5年「両方」（95→100%，82.5→87.1点）と5年「体験」（95

→100%，75.4→81.1点）の2クラスであった．6年「教材」（97→97％，72.7→75.8点）と5年「教

材」（93→97％，73.4→74.4点），6年「体験」（100→100％，70.1→73.0点）はほとんど変化が

なかった． 

以上から個人情報に関しては，「両方」クラスは他のクラスよりも知識が定着したと言える． 

4.3. 自由記述アンケート結果 

実践後テストと同時に，「インターネットのマナーやモラル，エチケットについて，これから

どんなことに気をつけて行動していきたいですか？」と自由記述アンケートを行った．このアン

ケートは，児童がこれからインターネットとどのように関わっていきたいと考えているかを調べ

ることで，教授法ごとにどのような意識の違いが表れるかを測定することを目的とした． 

アンケートの分析方法として，まず児童の記述内容を分類したうえでカテゴリーにまとめた．そ

して，「情報モラルキックオフガイド」を参考に，それぞれのカテゴリーを情報モラルの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

的ネットワークの構築」に分類するという質的手法を用いた．児童の記述の中には，インターネ

ットについて「色々注意が必要なら，やりたいとは思わない」といった，使いたくない，自分か

らは情報発信をしたくないといったネガティブな感想もあった．これは情報モラルの5つの柱に

分類できないので，新たな分類項目「6.ネガティブ」に分類した． 

作成したカテゴリーをもとに，児童が分類項目のどの内容を記述しているかをカウントした．

「５．公共的なネットワーク社会の構築」については，学習したことを踏まえて児童自らが情報

発信者として行動したいと記述していた場合に，ネットワーク社会に参画する意欲があると判断

してカウントした．6つの分類項目に該当する記述がない場合や空欄の場合には「７．その他，

無回答」としてカウントした（表8）．図2は，教授法ごとにそれぞれの分類項目を何％の児童が

記述していたのかをグラフ化したものである． 

児童の記述を集計した結果，「相手が理解できるように記事やコメントを作成する」といった

「１．情報化社会の倫理」に関する記述をしたのは「両方」51%，「体験」33%，「教材」11%で

あった． 

「著作権や肖像権といったルールを守る」といった「２．法の理解と遵守」に関する記述をし

たのは「両方」55%，「教材」39%，「体験」16%であった． 

危ないサイトは見ない」など「３．安全への知恵」に関する記述をしたのは，「体験」66%，

「教材」47%，「両方」44%であった． 

 



 

 

 

表５ 著作権の得点の変化 

 授業前 授業後 

言葉を知

っている

割合(%) 

（回答し

た児童の

平均点) 

言葉を知

っている

割合(%) 

（回答し

た児童の

平均点) 

6 年教材 49 （38.5） 67 （16.3） 

6 年体験 52 （41.1） 82 （48.8） 

6 年両方 80 （36.4） 94 （71.3） 

5 年教材 48 （45.9） 73 （38.4） 

5 年体験 23 （59.6） 33 （51.7） 

5 年両方 68 （42.0） 100 （65.1） 

 

表６ 肖像権の得点の変化 

 授業前 授業後 

言葉を知

っている

割合(%) 

（回答し

た児童の

平均点） 

言葉を知

っている

割合(%) 

（回答し

た 

児童の平

均点） 

6 年教材 9 （45.5） 94 （65.5） 

6 年体験 9 （60.6） 76 （56.4） 

6 年両方 23 （13.6） 94 （60.3） 

5 年教材 31 （46.2） 84 （53.4） 

5 年体験 8 （60.6） 23 （55.6） 

5 年両方 11 （43.2） 95 （59.8） 

 

表７ 個人情報の得点の変化 

 授業前 授業後 

言葉を知

っている

割合(%) 

（回答し

た 

児童の平

均点) 

言葉を知

っている

割合(%) 

（回答し

た 

児童の平

均点） 

6 年教材 97 （72.7） 97 （75.8） 

6 年体験 100 （70.1） 100 （73.0） 

6 年両方 100 （71.9） 100 （90.1） 

5 年教材 93 （73.4） 97 （74.4） 

5 年体験 95 （75.4） 100 （81.1） 

5 年両方 95 （82.5） 100 （87.1） 

 

 今回の実践では，コンピュータウイルスなどセキュリティについては扱わなかったこともあり，

「４．情報セキュリティ」に関する記述をしたのは「教材」1%（1名），「体験」1%（1名）だけ



 

 

であった． 

「５．公共的ネットワークの構築」に関連した記述をしたのは，「両方」84%，「体験」66%，

「教材」38%であった． 

「インターネットは使わないようにする」などの「６．ネガティブ」な記述をしたのは，「教

材」15%（11名），「体験」1%（1名），「両方」0%（0名）であった（表9）． 

 

表８ 自由記述分類項目 

分類項目 カテゴリー 内容 

１．情報社会の倫

理 

情報発信の 

心構え 

・記事やコメントを書くときは，

内容を確認してから 

・記事やコメントを書くときは，

言葉に気をつける 

相手の気持ち

を 

考える 

・記事やコメントを書くときは，

意味の分からないことや必要の

ない記号は書かない 

・記事やコメントを書くときは，

相手を傷つけない相手の気持ち

になって書く 

情報発信の 

責任の理解 

・嘘の情報は書かない 

・間違った情報は書かない 

２．法の理解と遵

守 

著作権の理解 
・人の作品や写真には著作権が

ある 

著作権 

への態度 

・著作権に気をつける 

・人の作品を使う・載せるとき

は許可が必要である 

肖像権の理解 
・人の顔やすがたには肖像権が

ある 

肖像権 

への態度 

・肖像権に気をつける 

・人の写真を載せるときは許可

が必要である 

３．安全への知恵 

ネットの理解 

・インターネットは危険だと思

っていたが，安全に使えば便利 

・インターネットは楽しいが危

険もある 

危険の理解 
・チャットや書き込みでトラブ

ルになることがある 

危険の回避 

方法 

・危険を感じたら冷静に判断す

る，大人に聞く 

・危険なところには行かない．

犯罪に巻き込まれないように 

個人情報の理

解 
・住所や名前は個人情報 

個人情報 

への態度 
・個人情報を書かない 

インターネッ

トと健康 

・インターネットのやり過ぎに

気をつける 

４．情報セキュリ

ティ 

セキュリティ

の確保 

・IDとパスワードを他人に教え

ない 

５．公共的なネッ

トワーク社会の

構築 

情報化社会に 

参加する態度 

・インターネットで世界の人達

と交流したい 

６．ネガティブ ネットは危険 

・インターネットは信用できな

い 

・インターネットを使いたくな

い 

７．その他，無回   



 

 

答 

 

図２ 教授法ごとの回答率 

 

表９ 教授法ごとの分類項目回答数と回答率 

  

 

5. 実践結果の分析と考察 

 

5.1. 実践前後のテスト結果分析と考察 

5.1.1. 実践前テスト結果の分析 

最初に実践授業前のテスト結果を分析する．実践前の時点では，個人情報の認知度は極めて高

かった．この理由として，K小学校のように情報モラル教育に力を入れている学校では，リスク

回避の観点から重要な個人情報保護に対する教員の意識が高く，授業だけでなく様々な場面で

「個人情報」に言及していると考えられる．しかしながら，そのように情報モラル教育に力を入

れている学校であっても，著作権と肖像権についての認知度は低かった． 

その理由として，限られた時間内で情報モラルを教える際，児童生徒が著作権や肖像権侵害の

加害者になることよりも，犯罪の被害者となる危険を回避することに力を入れがちになるという

ことがあろう．さらに，児童生徒は日常生活で自らが著作権や肖像権侵害の被害者となることは

ほとんど起こらないため，著作権や肖像権を「守る」ことにどのような意味があるか，それを守

らないと，具体的にどのような「良くないことが起こるか」を想像しにくいと考えられる． 

5.1.2. 実践後テスト結果の分析 

次に実践授業後のテスト結果を分析する． 

3群間での学習効果を詳しく分析するために，実践前に選択問題を回答した児童が，実践後に



 

 

どの程度点数が伸びたのかを3群ごとに分散分析を行った．実践前に言葉を知っていると回答し

たが，実践後に分からないと回答した場合は，実践後の得点を0点とした．以下， 3項目ごとに

分析・考察を述べる． 

（１）著作権 

本研究で扱った3項目の中で比較的抽象度が高い著作権について，実践後に言葉の認知率が上

昇するだけでなく，平均点が大幅に伸びたのは「両方」クラスだけであった（6年：80→94%，

36.4→71.3点，5年：68→100%，42.0→65.1点）． 

「教材」クラスでは，実践後に知っていると答えた児童は増えたが，クラス全体の平均点が下

がるという意外な結果となった．つまり，言葉を知っている児童は増えたものの，具体的にその

言葉が何を意味するのか正確に理解できていない児童が増えたことを意味する．「教材」型授業

だけでは，著作権という言葉の認知度は高まったが，具体的な事例に結び付けられるまでには至

らなかったといえる．「体験」クラスでは，6年は知っている児童がはっきりと増加した（52→

82%）が，5年はそれほど増加しなかった（23→33%）．また，平均点についても6年ではやや上

がったが（41.1→48.8点）が5年ではやや下がる（59.6→51.7点）という結果に終わった． 

さらに，実践前に著作権という言葉を知っていた児童の得点変化を見ると，「両方」クラスは

平均点が32.36点伸びたが，「教材」は1.94点，「体験」は4.19点とほとんど変化は見られなかっ

た．分散分析の結果でも，3群間で平均点の伸びに有意な差があった．（F(2,113)=7.506 

p=.001<.05）．Tukey法を用いて多重比較を行ったところ，「両方」クラスは「教材」「体験」と

比べて平均点の伸びが有意に高く（p=.002<.05，p=.013<.05），「教材」と「体験」の間には有

意差はなかった（p=.987>.05）（表10，11）．このことは，「体験」だけでは概念を理解し，知識

として定着させることが困難であることを示唆している． 

（２）肖像権 

肖像権については，実践前には言葉の認知率が極めて低かったにもかかわらず，授業後，「教

材」「両方」クラスの両方において8割以上の児童が言葉を知っていると答えた．仮説で述べた

ように，肖像権は「人の姿・形及びその画像」に関する権利のことであり，小中学生の段階では

「その人だとわかるような写真のこと」だと覚えていれば十分であろう．その意味で，著作権や

個人情報に比べると肖像権は概念として抽象度は低い．そのため，教材として扱いやすく，「人

の写真には肖像権があるから，写真を撮るとき，あるいは撮った写真をネットで公開するときに

は相手の許可をとりましょう」と教えればかなりの程度定着すると考えられる． 

実践前に肖像権という言葉を知っていた児童の得点変化を分散分析した結果，3群間の間に有

意な差はなく（F(2,31)=1.136 p=.334>.05），Tukey法を用いて多重比較を行った結果でも各群

間に有意差はなかった（表12，13）が，平均点の変化を見ると「体験」クラスの平均点は-11.72

点下がるという結果であった．「体験」クラスにおいては，言葉を知っていると回答したのが5

年23%，6年76%とバラつきが大きかった上，平均点も芳しくなかった．誤答を詳しく分析した

ところ，「ドラえもんの絵」や「富士山の写真」を肖像権に分類している誤答が多数みられた．

「体験」クラスでは，肖像権を「写真や画像を勝手に使ってはいけないこと」と誤解した児童が



 

 

多数いたことがうかがえる．つまり，「体験」だけでは，体系化した概念として権利を理解させ

るには不十分だと考えられる． 

（３）個人情報 

個人情報については，実践前の時点で5・6年ともに言葉を知っている児童の割合が95%を超

えていた．そのため，実践後に知っていると回答した児童の割合の変化はほとんど見られなかっ

た． 

しかし，実践前に個人情報という言葉を知っていた児童の得点変化を見ると，「両方」クラス

は平均点が10.74点伸びたが，「教材」は-0.91点，「体験」は1.96点とほとんど変化が見られなか

った．分散分析をした結果，3群間で平均点の伸びには有意な差があることが分かった

（F(2,207)=7.327 p=.001<.05）．Tukey法を用いて多重比較を行ったところ，「両方」クラスは

「教材」や「体験」と比べて平均点の伸びが有意に高く（p=.001<.05，p=.016<.05），「教材」

と「体験」の間には有意差はなかった（p=.649>.05）（表14，15）． 

「両方」クラスではコンテンツを作ったりチャットをしたりする過程で，個人情報がどのよう

な場面でWebへ流出する危険があるかを「体験」し，その体験を「教材」を用いた授業で言語化

し定着させることができる．個人情報は本研究の3項目のうちで比較的抽象 

表 10 実践前に知っていた児童の変化（著作権） 

群 
実践前平

均点（SD） 

実践後平

均点（SD） 

前後での

平均点差 

教材

（n=37） 

41.41 

37.59 

43.35 

37.46 
1.94 

体験

（n=26） 

48.31 

36.59 

52.50 

34.14 
4.19 

両方

（n=53） 

38.83 

33.61 

71.19 

23.33 
32.36 

 

表 11 Tukey法による 3群間多重比較（著作権） 

教授法（Ｉ） 教授法（Ｊ） 有意確率（*p<.05） 

教材(n=37) 体験(n=26) .987 

教材(n=37) 両方(n=53) .002 * 

体験(n=26) 両方(n=53) .013 * 

 

表 12 実践前に知っていた児童の変化（肖像権） 

群 
実践前平

均点（SD） 

実践後平

均点（SD） 

前後での

平均点差 

教材

（n=15） 

45.93 

25.28 

57.0 

34.36 
11.07 

体験 

（n=7） 

51.86 

56.38 

40.14 

35.58 
-11.72 

両方

（n=12） 

23.42 

25.26 

43.17 

37.85 
19.75 

 

表 13 Tukey法による 3群間多重比較（肖像権） 

教授法（Ｉ） 教授法（Ｊ） 有意確率（*p<.05） 

教材(n=15) 体験(n=7) .512 

教材(n=15) 両方(n=12) .862 

体験(n=7) 両方(n=12) .306 



 

 

 

表 14 実践前に知っていた児童の変化（個人情報） 

群 
実践前平

均点（SD） 

実践後平

均点（SD） 

前後での 

平均点差 

教材

（n=68） 

76.51 

17.07 

75.60 

17.02 
-0.91 

体験

（n=70） 

73.01 

18.32 

74.97 

19.58 
1.96 

両方

（n=72） 

77.69 

14.46 

88.43 

17.25 
10.74 

 

表 15 Tukey法による 3群間多重比較（個人情報） 

教授法（Ｉ） 教授法（Ｊ） 有意確率（*p<.05） 

教材(n=68) 体験(n=70) .649 

教材(n=68) 両方(n=72) .001 * 

体験(n=70) 両方(n=72) .016 * 

 

度が高い概念であるが，「体験」と「教材」を組み合わせることで，さらに知識を定着させられ

ることが分かった． 

以上の結果から，本実践で扱った3項目すべてで効果が示されたのは「両方」クラスだけであ

った．また，「教材」と「体験」の「両方」を行わなければ，学習効果を得にくいだけでなく，

逆に誤った知識が定着する危険性があることが明らかになった．これらの結果は，我々の仮説，

すなわち，「両方」型授業は児童が理解しにくい抽象的な概念を「体験」を通して身近な問題と

して捉えさせ，かつ「教材」を用いて言語化させることで定着させられるという仮説を支持する

結果である． 

 

5.2. 自由記述アンケート分析と考察 

アンケート結果（図2，表9）から，「教材」クラスの児童は，ネットの向こう側にいる相手を

思って行動するといった「１．情報社会の倫理」に関する記述が11%と3クラスの中で最も低か

った．「教材」を用いた授業では，ネットの危険性とそれから身を守る方法の学習が中心となっ

てしまい，どのような書き込みをしたら相手が嫌な思いをするのか，などの体験を通した理解が

できない．そのため，法律を守ることや自分の安全には興味を持つが，相手のことを考えてコメ

ントを書くなどの情報化社会の倫理が身につきにくいと考えられる． 

また，「教材」クラスでは，「色々注意が必要なら，やりたいとはおもわない」「子供のうちは

パソコンなどは使わないようにしようと思いました」といった情報化社会に参画したくない，パ

ソコンは使いたくないと言ったネガティブな回答をした児童が11名（15%）に達した．「体験」

1名，「両方」0名と比較すると，「教材」のみの授業では，情報化社会の「影」の部分を児童に

強く印象付けてしまい，情報化社会に参画する意欲の育成を阻みがちになることが明らかとなっ

た 

次に「体験」クラスでは，「２．法の理解と遵守」について回答した児童が16%と3クラスの中

で最も低かった．一方，ネットを安全に使うことに関する「３．安全への配慮」について回答し



 

 

た児童は66%と3クラスの中で最も高い結果となった．「体験」クラスでは，法律やルールについ

て理解する過程が十分ではないため，自分がネットを安全に使うことには関心はあるが，著作権

などの権利侵害が法律やルール違反であるという意識を持ちにくいことが分かった． 

「両方」クラスでは，「１．情報社会の倫理」が51％，「２．法の理解と遵守」が55%，情報

化社会に参画しようとする意識の「５．公共的ネットワークの構築」は84%の児童が回答した．

これらは他の2クラスよりも高い回答率であった．「両方」クラスでは，相手のことを考えて情

報発信したい，法律やルールを守ってネットを使いたいと考えている児童が他のクラスよりも多

かった．また，「教材」を用いてネットの「影」の部分を教えたにもかかわらず，他のクラスよ

りも情報化社会への参画に高い意欲を持っていると言える． 

これらの結果は我々の仮説，すなわち，情報化社会に参画する意欲を育成するためには「体験」

だけでは不十分で，守るべき法律やモラルについて知り，ネット上のリスクについても理解する

必要があるという仮説を支持する結果であると言える． 

 

6. 考察 

 

6.1. 体験を言語化するプロセスの重要性 

 テスト結果の分析から，著作権・肖像権・個人情報の3項目すべてで知識の定着が見られたの

は「両方」クラスだけであった．分析で述べたように，抽象度の高い概念や自らが被害者になる

わけではないためその権利の大切さを想像しにくい著作権や肖像権，個人情報といった知識を定

着させるためには，体験を言語化させて理解するプロセスが必須であることが分かった． 

 「教材」クラス全体では授業後に著作権に関する設問の得点が下がり，「体験」クラス全体で

は肖像権に関する設問の得点が下がるという，これまで知られていなかった問題が起きた．すな

わち，具体的な体験，その中でも，自らが主体的に情報発信をするという体験を行った上で，そ

の体験の中で経験した概念を体系的に言語化させるという二段階のプロセスを経ないと，誤った

知識を定着させてしまう危険性があることが明らかになった． 

 限られた授業時間内に「教材」「体験」の両方を組み込むことは大きな困難を伴うが，道徳の

時間内では「教材」型授業を行い，他の教科の中で行われる調べ学習や協調学習の中に「体験」

型授業を位置付けることで，その困難は乗り越えることができる． 

平成23年度から実施される新学習指導要領では，「言語活動」が強調され，小学校においては

「読んで調べたことを紹介文に書く」「写真資料を用いて説明文を書く」などの活動が奨励され

ている．その手段として，CMS等を活用することによって，主体的に情報発信をする「体験」

型の授業を実現しつつ，本来の科目の目標を達成も後押しすることができるだろう． 

 今後は，より詳細にどの科目のどの単元の目標を達成するためにCMSを活用した「体験」型

授業が効果的かを，科目の観点からも検討していきたい． 

6.2. 情報化社会に参画する意欲を育む 

情報化社会の「影」の部分を教えるためには，情報化社会に参画する際に起こり得るリスクを

伝えることはもちろん重要である．しかし，「教材」クラスの自由記述アンケートでは，「インタ



 

 

ーネットを使いたくない」などのネガティブな反応を示す児童が少なくなかった．これは情報モ

ラル教育の目的の一つである，情報化社会に参画する意欲が十分に育っていないことを意味する．

一方，体験を伴う「体験」「両方」クラスでは，インターネットやパソコンを使うことに否定的

な回答はほとんどなかった．さらに「両方」クラスでは，他の2クラスと比べて積極的に情報化

社会に関わろうとする意識が高いことも明らかになった． 

情報化社会に参画する態度を育むためには，「教材」だけでは不十分で，実際に「体験」する

ことが必須であると言える．「体験」を授業に組み入れるには，CMS等のアプリケーションを用

いて日常的に「体験」できる学習環境を構築する必要がある．どのようにCMS等を活用できる

のか実証研究を進めていく必要がある． 

 

7. まとめと今後の課題 

 

本研究から明らかになったことは，次の2点である． 

一つ目は「著作権」や「個人情報」のような抽象度が高く，児童が身近な問題であると考える

のが難しい概念について，児童にしっかりと知識を定着させるためには，相当に工夫された良い

教材を用いても，「教材」型の授業では不十分であるということである．また，「体験」だけでは

体系化された知識を得るには不十分である．「体験」を通して身近な問題であることを理解させ

たうえで，「教材」を用いて体系的に言語化する二段階のプロセスが必要である．二つ目は，情

報化社会に参画する意欲を育成するためには，「教材」と「体験」を組み合わせた授業が効果的

であるということである． 

これからの研究課題としては，次の3点があげられる． 

まず，情報モラル教育の分野では，本研究で扱った3項目以外にも，セキュリティの問題など

抽象度が高くより理解が困難な内容が多くある．このような抽象度が高い概念についても児童が

理解できるように，「体験」と「教材」を組み合わせた学習プログラムの開発を行いたい． 

次に，初等教育では情報モラル教育以外の教科学習においても，抽象度が高い概念を児童に教

えるためには，「教材」と「体験」を組み合わせた方が，学習効果が高いと推測される．抽象度

が高い概念を理解させるために，本研究の成果を応用することを検討したい． 

最後に，本研究のような「体験」を伴う授業を行うためには，CMSのような情報システムを

どの学校のどの教員でも簡単に使える情報基盤が整備されることが必要である．本研究では埼玉

県総合教育センターの支援によって，CMSをクラウド環境に構築し，授業担当教員がシステム

を構築・運用する負担を軽減させることができた．しかしまだ，このような情報基盤が整備され

ていない学校も多い．今後は，児童が学習に使う情報環境の構築方法についても研究を進めてい

く必要がある． 

（注）本実践授業の結果から，児童の均質な学習を保証するため，「教材」「体験」クラスでは，

3学期に他のクラスと比べて効果が見られなかった部分について補足する内容の授業を行った． 
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SUMMARY 

With the rise in number of cases involving children becoming victims of cybercrimes, there 

is a corresponding need for information morals education to teach students “information 

ethics” and develop an “understanding of and adherence to the law.” However, it is difficult 

for children to understand highly abstract concepts that have little to do with their daily 

lives, such as copyrights. This study analyzed efficient and effective methods for teaching 

such abstract concepts. 

Further, this study classified and defined teaching methods intended for information 

morals education into three types: 1) classes that focus on teaching aids, 2) experience-based 

classes, and 3) classes based on both teaching aids and experience. These three teaching 

methods were used with fifth and sixth graders at K Elementary School in Saitama 

Prefecture to compare the effect of each method. In the class that used “both,” the children 

were able to understand and verbalize concepts using experience and teaching aids, thus 

providing an effective method for helping children understand abstract concepts. As 

compared to other teaching methods, there were indications that the method using both 

teaching aids and experience was effective in fostering a desire to participate in this 

information-oriented society.. 
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