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要約
1 章では本稿の位置付け、政策提言の将来性、情報教育の定義と分類について述べる。
1-1 では本稿の位置付けについて述べる。
1-1-1 では研究背景について述べる。研究背景は以下の通りである。急速なインターネッ
ト・SNS の普及により犯罪が増加しているが、情報リテラシー・モラル教育が欠如してい
ることで、犯罪に巻き込まれたり不用意な情報発信に手を染めてしまったりする例が急増し
ているということだ。そこで私達は文部科学省が提唱する学習指導要領と、学校教育現場で
の情報リテラシー・モラル教育の指導方針が乖離しているのではないかということに問題意
識を覚えた。また、文部科学省の方針として 15 歳までに情報リテラシー・モラル教育の習
得を義務化しているという点からターゲットを高校生に定めてテーマ設定を行った。
1-1-2 では研究目的について述べる。研究目的は以下の通りである。情報リテラシー・モ
ラル教育の高等学校での取り組みを調べ、高等学校がこれから取り組むべき情報リテラシ
ー・モラル教育の指針を示すことである。2013 年度に行われる旧学習指導要領から新学習
指導要領の移行へ向けて、現場ですぐに活用できる政策提言を提示することを目指す。
1-2 では政策提言の将来像について述べる。ハード面の情報教育だけでなく、ソフト面の
情報教育の成果が現れることで 情報リテラシー・モラル教育を兼ね備えた高校生を育成す
ることができると考える。具体的には情報受信時に必要な情報リテラシーと、発進時に必要
な情報モラルの拡充を図ることが出来るようになる。情報リテラシー・モラルに関する変化
を数値化することは難しいことではあるが、「持続的な行動変容」を示すことで成果として
記録できると考える。
1-3 では情報教育の定義と分類について述べる。「情報教育」を、教育の情報化、ハード
面の情報教育（情報技術教育）
、ソフト面の情報教育（情報リテラシー・モラル教育）の３
点に分けた。本稿ではソフト面の情報教育（情報リテラシー・モラル教育）に焦点を当てた。
2 章では現状分析について述べる。
2-1 では情報社会を巡る問題点と教育の不十分さについて述べる。
2-1-1 では研究背景にもあるように、インターネット・SNS の普及と犯罪の増加について
述べる。結果、高校生の情報に対する意識が希薄化しているのではないかという仮設を立て
た。
2-1-2 では高校生における情報に対する意識に関する教育効果をまとめたアンケートを使
って仮設を検証する。結果、情報リテラシー・モラル教育を行うことで教育効果が得られる
ことが判明した。
2-2 では高等学校における情報リテラシー・モラル教育と情報教員の質について述べる。
2-2-1 では現行の学習指導要領による情報リテラシー・モラル教育について述べる。結果、
ハード面の情報教育に偏重しているということが判明する。
2-2-2 では現在の情報教員の状況とその質について調べた。やはり情報教員になるには制
約が多く、情報リテラシー・モラル教育を専門とした教員は付属しているということが判明
した。
2-2-3 では新学習指導要領による情報リテラシー・モラル教育施行に向けて、政府が情報
リテラシー・モラル教育にどう取り組んでいるのかということを明示した。
2-3 では高等学校における情報リテラシー・モラル教育の先進的な取り組みについて述べ
る。
2-3-1 では岩手県の例を解説する。結果、情報リテラシー・モラル教育の成果を数値化し
て出すことは難しいということが判明した。
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3 章では問題提起について述べる。2-1 を共通背景とした問題提起が 2 点浮上した。
3-1 では 2-2 の現状分析を受け、教員の質が均一に担保されていないことが問題であると
感じた。
3-2 では 2-3 の現状分析を受け、情報リテラシー・モラル教育における評価基準の曖昧さ
が問題であると感じた。
4 章では政策提言について述べる。政策提言は 2 点ある。
【政策提言 1】
情報リテラシー・モラル教育全般の質の改善として情報教員の更なる育成を図るというもの
である。情報リテラシー・モラル教育を指導できる教員は今すぐ必要とされている。
【政策提言 2】
情報リテラシー・モラル教育の授業の効果を高める方法として定期試験での情報リテラシ
ー・モラル科目の拡充を図るというものである。元来ハード面に偏っていた情報教育を、ソ
フト面の情報教育に転換することによって情報リテラシー・モラルをもった学生が増加する
と考える。
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はじめに

1-1 本稿の位置付け
1-1-1 研究背景
研究背景は以下の通りである。急速なインターネットの普及に伴い、SNS は若者を中心
に全世界に広がっている。しかしながら、情報リテラシー・モラルが欠如していることによ
り、多くの人々が犯罪に巻き込まれたり、不用意な情報発信に手を染めてしまったりしてい
る。そこで私達はなぜこのようなことが起こってしまうのかということに関心を抱いた。次
に現状分析を続けていくうちに、文部科学省が提唱する学習指導要領と現場での教育方針が
乖離しているのではないかということに問題意識を覚えた。また、文部科学省が 15 歳まで
に情報リテラシー・モラルを習得しているという点から高校生をターゲットにテーマ設定を
行った。
1-1-2 研究目的
研究目的は以下の通りである。情報リテラシー・モラル教育の高等学校での取り組みを調
べ、高等学校がこれから取り組むべき情報リテラシー・モラル教育の指針を示す。2013 年
度に行われる旧学習指導要領から新学習指導要領の移行へ向けて、現場ですぐに活用できる
政策提言を提示する。

1-2 政策提言の将来像
ハード面の情報教育だけでなく、
ソフト面の情報教育の成果が現れることで 情報リテラ
シー・モラル教育を兼ね備えた高校生を育成することができると考える。具体的には情報受
信時に必要な情報リテラシーと、発進時に必要な情報モラルの拡充を図ることが出来るよう
になる。情報リテラシー・モラルに関する変化を数値化することは難しいことではあるが、
「持続的な行動変容」を示すことで成果として記録できると考える。

1-3 情報教育の定義と分類
現在の情報教育はどう進められているのだろうか。私達は世間一般で言われている「情報
教育」を次のように定義した。現在中心に進められているのは教育の情報化と、ハード面の
情報教育、ソフト面の情報教育に分かれる。しかしながら教育の情報化とハード面の情報教
育については今回推奨しない。推奨しない理由は以下の図を使って説明する。
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【図 1 情報教育の定義と分類】

まずは教育の情報化から検証する。国立情報学研究所情報社会相関研究系助教授上田昌史
氏によると、欠陥が 4 点あるという。1 点目は費用対効果が不明瞭だというものだ。
（ソー
ス）
。2 つ目はコンテンツが未発達であるというものだ。電子化をしても肝心な中身が伴っ
ていないようであればそもそも電子化をする意味が無いのである。3 つ目は最新機器を自由
自在に扱える教員が学校に存在しえないということだ。
そもそもインターネットの使い方を
教えるのに四苦八苦しているのに時期尚早であると言える。4 つ目は教育体系を根本的に変
える必要があるということだ。実は教育を情報化しても教育の効率化には結びつかない。教
育サービス受容者も自分のライフスタイルを根本的に変える必要があるのだ。
以上４点より
今回の論文では教育の情報化に関しては提言しない。
2 点目はハード面の情報教育だ。具体的に言うとこれは旧学習指導要領で言うところの情
報 A、B の項目だ。Microsoft Office, ホームページ、インターネットなどの使用方法を教
えるというものだ。私達はこれを情報技術教育と定義した。確かにこのような教育方法も大
事ではあるが、不用意な情報発信を防ぐなどの情報リテラシー・モラル教育の促進になって
いない。
3 点目がソフト面の情報教育だ。今回私達が扱うのはここの情報教育だ。ここも２つに分
かれる。情報リテラシー教育と情報モラル教育だ。両者の違いは明白だ。前者は主に情報の
受信時、つまり情報の取捨選択を教えるもので、後者は主に発信時、つまり情報の使い方を
教えるものだ。
以上より、本稿では 3 点目のソフト面の情報教育が特に不十分だと考え、焦点を当てる
ことにした。
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現状分析

2-1 情報社会を巡る問題点と教育の不十分さ
2-1-1 インターネット・SNS の普及と犯罪の増加
家庭や教育現場へのコンピュータの普及・導入が進むにつれ、
子供や青尐年が電子メール、
情報検索やホームページ作成などのインターネットを活用する機会が増えた。
またスマート
フォンも多く普及したことなどにより、
より日常的に簡単にインターネットと接する機会が
増えてきた。下図は総務省が毎年発行している「情報通信白書」である。図１によると 2010
年末のインターネット利用者は、2009 年末に対し、54 万人増加して 9,462 万人となり、ま
た、インターネットの人口普及率は 0.2%増の 78.2%となった。世代別インターネット利用
率における調査では、13～19 歳のインターネット利用率は 95.6%であった。
【図 2 インターネットの利用者数と人工普及率】

文部科学省の調査（2011 年 3 月 1 日現在）によると、全国の公立学校（小学校、中学校、
高等学校、中等教育学校及び特別支援学校）の教育用ＰＣ1 台あたりの児童生徒数は 6.6 人
で、教員の公務用ＰＣ設備率は 99.2%、普通教室のＬＡＮ接続率は 82.3%となっており、
文部科学省が発行している「情報通信白書」の 2005 年度版によると、2003 年度の時点で
インターネット接続率は 99.8％となっている。つまり、ほとんどの学校が何らかのシステ
ムを導入しているということである。よって、全国の学校におけるＩＣＴ設備環境はとても
整っているといえる。
インターネットの普及に伴い急速に若者を中心に広まっているのが、 SNS (Social
Networking Service) である。SNS とはソーシャルネットワーキングサービスの略称で、
簡単に言えば会員制のネットワークのことである。会員同士でコミュニケーションが行え、
また趣味や嗜好、居住地域、出身校、あるいは「友人の友人」といった繋がりを通じて新た
な人間関係を構築できる場を会員制で提供している。
現在世界には非常に多くの SNS が存在している。全米で第１位のシェアを誇る My
Space、映画で一躍注目を浴びた Facebook、その他にも twitter、LinkedIn、Google+など
が存在する。また、ソーシャルゲームの２大大手の DeNA のモバゲーや GREE なども SNS
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とみなしてよいだろう。どちらにしてもネット世界でのコミュニケーションは大変盛んであ
るといえる。日本ではその中でも会員数 500 万を超える mixi が盛んである。
ところであなたは mixi が何歳から入会できるか知っているだろうか。答えは 15 歳から
である。なぜ 15 歳からなのかは知っているだろうか。それは mixi が 15 才未満の会員が存
在する場合、犯罪に巻き込まれる可能性が高いからである。
ここに出会い系サイト（SNS を含む）犯罪被害の現状を示した４つの図を提示する。
【図 3・4・5 未成年者のインターネット犯罪】
【図 6 児童の検挙件数】

図 3 は被害者の年齢を示している。18 歳未満の犯罪被害件数は 64%を越えており、18
歳以上の犯罪被害件数よりはるかに多いということが分かる。図３は被害者のうち小学生・
中学生・高校生の数を示している。驚くことに、高校生が 58.9%を越え、過半数を示すと
いう結果になった。図 4 は小学生・中学生・高校生の被害者の性別での内訳だ。99.5%とい
う結果から、圧倒的に女性の被害者が多い。IT に慣れていないということか、あるいはこ
のような SNS が出会い系サイトと化していることが被害の温床となっていると言える。図
5 は出会い系サイト規制法違反で摘発された 18 才未満の児童の検挙件数を示している。
年々増加していることから未成年を中心とした犯罪が増加しているといえる。以上 4 つの
図から未成年者はサイバー犯罪に巻き込まれることが多いということがわかる。
一方情報リテラシーやモラルの低さも顕著だ。前者に関してはマスメディアの情報を鵜呑
みにするケースが多いだろう。例えば、震災時に発信源が分からない情報によって右往左往
させられるケースが多かった。また、後者に関しては SNS などでの不用意な発信例が多い。
例えば、最近の twitter での炎上発言はその例だろう。個人に限らず、企業や公人の発信例
にも眼を疑うものが多数目に付く。
2-1-2 情報に対する意識に関する教育効果（アンケート）
では情報リテラシー・情報モラルに関する生徒の意識はどうなっているのだろうか。
基本的な情報リテラシー・情報モラルに関する生徒の実態を把握するために、兵庫県と大
阪府の公立高等学校教師が作成した情報の意識に関する教育効果をまとめたアンケートを
解説する。このアンケートは、インターネット利用環境の確認できる質問、情報に関する用
語知識の確認のできる質問、被害者だけでなく加害者にもなりうることへの意識の確認ので
きる質問、幅広い年齢層に対応できる質問の 4 点が含まれるように作成された。兵庫県立
の高等学校普通科 3 年生 2 クラス、総合学科 1, 2 年生各 2 クラス、大阪府立の工業高等学
校機械学科 1 年生 2 クラス、大阪府立の高等学校普通科 3 年生 1 クラス、計 9 クラスでア
ンケートを実施したされたものである。
アンケートの回答選択肢は、
（例えば、1）ぜひしてみたい 2）どちらかといえばしてみた
い 3）どちらともいえない 4）どちらかといえばしたくない 5）絶対にしたくない）の 1）
を 5、回答選択肢の 5）を 1 として 5 段階に数値化したものである。以下の表で表してみる。
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質問の 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17, 18 は「～についてどう思いますか？」という形式の「意識」
に対しての質問で、2, 10, 11,15, 16 は「～してみたいと思いますか？」という形式の「行
為」に関する質問である。また、用語の「知識」に対する質問としては、
“インターネット”
や“WWW”、“ブラウザ”、
“ISDN”、
“LAN”、“Windows”、“DOS/V”、“ウィルス”
、
“ネ
チケット”、
“電子マネー”
などのインターネットを利用する上で重要な用語を知っているか、
どのようなものなのか理解できているかを尋ねる質問である。

意識に対するアンケート

行為に対するアンケート

2、 コンピュータを用いて、他人の個人データ
1、コンピュータを用いて、他人があなたの個人
（住所、氏名、電話番号、性別、年齢など）を
データ（住所、氏名、電話番号、性別、年齢な
自由に見る事が出来るとしたら、あなたは見た
ど）を見ることについて、どう思いますか？
いと思いますか？
3、 ホームページなどに個人データ（住所、氏 10、あなたがもし他人のユーザ名とパスワード
名、電話番号、性別、年齢など）を載せている を知ったとしたら、無断でログイン（コンピュ
ことについて、どう思いますか？
ーターに接続して使用）したいと思いますか？
11、あなたがもしコンピューターウィルスを開
4、 ホームページなどに個人の写真を載せてい
発できるとしたら、効果を試すために他人のコ
る事についてどう思いますか？
ンピュータに入れてみたいと思いますか？
5、 自分のホームページに他人の写真や音楽を 15、市販のソフトウェアをコピー（複写）する
無断で張り付けてもよいと思いますか？
ことについてどう思いますか？

6、自分のホームページから他人のホームページ
へ無断でリンクを貼ってもよいと思いますか？

8、自分のパスワード（暗証番号）は、友達には
教えてもよいと思いますか？
9、盗まれて困るような情報を持っていない場合
は、自分のパスワードが他人に知られても問題
がないと思いますか？
17、わいせつな画像や暴力シーンの画像などの
情報をインターネット上で公開することについ
てどう思いますか？
18、ＷＷＷサイトのフィルタリング（ふるいに
かけて不都合な情報を除去すること）について
どう思いますか？
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16、一本の市販のソフトを学校や職場で使って
いるネットワークで全員が使えるようにする
ことについてどう思いますか？
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このアンケートを事前に実施したあと、さまざまな HP の紹介（1 時間）
、情報モラルに
関する VTR 授業（2 時間）
、インターネット関連用語・情報モラルにかんする説明（3 時間）
の授業を行い、授業後にさらに事前と同様のアンケートを大阪府立の C 高等学校普通科 3
年生に対して実施した。
また、大阪府工業高等専門学電子情報学科 1 年生では、情報基礎教育の授業で、情報モ
ラル教育を取り入れている。授業内容としては、VTR の視聴、インターネットや情報社会
の解説、新聞記事による学習（合計 8 時間）を行い、さらに電子メールでのネチケットに
関する理解度が低いことが分かったため、ネチケットに関係する授業を追加で 4 時間行っ
た。
「知識」についてのアンケート結果を以下の図を使って説明する。用語等についての「知
識」においては、授業前でのアンケートの結果として、マスコミなどによく取り上げられて
いて、テレビなどで耳にすることも多いためか、
“インターネット”や“Windows”
、
“コン
ピューターウィルス”等の語句については知識が高かったが、割と専門的な“ブラウザ”や、
“WWW”
、
“LAN”につては聞いたこともないと回答する生徒もいた。だが、授業後のアン
ケート結果を見ると、
「知識」に関しての結果は、すべての項目に関して大きく変化してお
り、特に大きく理解度が変化したといえるのが“WWW”や“ブラウザ”に関してであった。
この理由としては、さまざまな HP を授業内で紹介したり、インターネットで情報検索を行
わせたりし、実際にその用語に触れたからだと考えられる。だが、工業専門学校のアンケー
ト結果で、唯一“ネチケット”の変化が乏しかった。このことにより、4 時間の講義を追加
しても理解され辛いということが分かった。
【図 7・8 「知識」アンケート結果】
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１年生（後）
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4
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1
0

３年生（前）
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「意識」についてのアンケート結果を以下の図を使って説明する。「意識」に関しての
変化においては、大阪府立 C 高校の結果においても、工業専門学校での結果においても、
質問 3, 4 の個人情報に関する質問への意識が躊躇に変化しており、個人情報への意識を高
めることにとても有効な授業方法だと分かる。特に、VTR による映像の授業の影響が強か
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ったのではないかと考えられる。しかし、フィルタリングについての意識を問う質問 18 の
み変化があまり見られず、
「どちらともいえない」等のあいまいな回答が多かった。これの
理由としては、フィルタリングには表現の自由が大きく関係しているためと考えられ、高校
生徒には難しい問題であったと思われる。だが、工業専門学校の上級生に HP 作成実験を行
わせたあと、同様の質問をしたところ、この質問を理解した回答結果が得られていることか
ら、教科書を読む、講義を聴くなどの授業のみならず、実践することが大事なのではないか
と考えられる。
【図 9・10 「意識」アンケート結果】
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「行為」についてのアンケート結果を以下の図を使って説明する。
「行為」に関しての変
化においては、大阪府立 C 高校においても、工業専門学校においても、授業前後の変化は
ほとんど見られなかったが、コンピューターウィルスに関する行為への質問の質問１１やソ
フトウェアの複写への質問の質問１５に関する回答が、授業後の方が「やってみたい」や「複
写してもよいと思う」という方向若干だがシフトしているのが気になるところである。これ
は、身に着けた知識、技術を試したいという好奇心からによるものだと考えられるが、講義
だけの授業ではむしろ悪い方向に動くのではないかとも考えられる。
【図 11・12 「行為」アンケート結果】
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2-2 高等学校における情報リテラシー・モラル教育
2-2-1 現行の学習指導要領における情報リテラシー・モラル教育
現行の学習指導要領は 1998 年に変更され 2002 年より完全実施されており、中学、高等
学校で情報が必修となった。中学では「技術科、家庭科」の中でコンピューターの基礎的な
活用技術の習得など情報に関する基礎的内容を教わることになっている。高等学校では「情
報」科目が設けられ、この科目は情報 A、情報 B、情報 C に分かれている。
情報 A は「コンピューターや情報通信ネットワークなどの活用を通して，情報を適切に
収集・処理・発信するための基礎的な知識と技能を習得させるとともに，情報を主体的に活
用しようとする態度を育てる。
」とされている。
情報 B は「コンピューターにおける情報の表し方や処理の仕組み，情報社会を支える情
報技術の役割や影響を理解させ，問題解決においてコンピューターを効果的に活用するため
の科学的な考え方や方法を習得させる。
」とされている。
情報 C は「情報のディジタル化や情報通信ネットワークの特性を理解させ，表現やコミ
ュニケーションにおいてコンピュータなどを効果的に活用する能力を養うとともに，
情報化
の進展が社会に及ぼす影響を理解させ，情報社会に参加する上での望ましい態度を育てる」
とされている。
下図は静岡文化芸術大学教授野村卓志氏の「高校新課程を経た学生に対する情報リテラシー教
育」の研究の中で 2006 年度にとった、高校で情報科目のうちどの科目を履修したかの質問に対
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するアンケート結果である。グラフから 5 割近い学生が情報 A を学んできていることがわかる。
【図 13 高校で情報科目のうちどの科目を履修したか】

つまり多くの高校では、コンピュータの基礎的な知
識の習得に力を入れており、情報リテラシー・モラル
教育に関してはあまり力を入れていないのである。

2-2-2 現在の情報教員の状況
前項で説明した通り、1998 年の学習指導要領変更により、高等学校の普通科における教
科「情報」新設（3 科目構成）し,必修化となった。それ以降どのようにして情報教員が生
み出されてきているのか以下分析していく。
情報の免許状を取得する方法は、2002 年までは 7 つあったが現在は 5 つである。最初に
今はなくなった 2 つの方法をみていく。これは教職課程を経た学生を採用できるまでの臨
時措置と考えられる。以下、現在は行われていない方法である。
1 つ目は、認定講習会で認定を受けるという方法だ。これは理科、数学、家庭、商業、工
業など一部の教科の教員免許を持つ人が 15 日間の講習会を受ければよいというもので
2000 年から 2002 年までの 3 年間で約 9, 000 人の教員が「情報」の免許を取得した。1998
年の指導要領改訂を受け、
早急に教員を生み出さなければならなくなったと考えられるわけ
だ。大半の高校の情報の先生はこの方法で免許状を取得している。
2 つ目は情報免許認定試験に合格する方法だ。先の 4 教科以外の教員で情報の免許を得た
いという人のほかにも、広く社会一般から情報にかけた人材を集めようという意図で用意さ
れた制度である。2001 年、2002 年の 2 年間だけ実施されたが、合格率は司法試験と匹敵
する 3%程度で効果がなかったと言える。
以下は現在行われている方法である。
1 つ目の方法は、大学による教員養成課程を経ての免許取得であり、これは他の教科と同
じだ。
2 つ目の方法は「臨時免許状」一般的に略して臨免を取得するという方法だ。これは学校
側に特別の事情があることが大前提で、
都道府県の教育委員会が認定した場合に限って上限
3 年有効である。もちろん情報に限らず、運用されている制度である。
3 つ目の方法は「特別免許状」を取得するという方法だ。これは、社会人の学校現場への
活用を目的として 5 年～10 年の期間限定で免許状を与えるものだ。
次の 2 つは免許状を利用しないで合法的に教える方法だ。
まず、特別非常勤講師制度を使う方法だ。産業界などでの経験を経て、特殊な技術を持っ
ている人が授業をできるというもので、この場合は都道府県教育委会への届出が必要であ
る。
最後に「免許外教科担任」という制度を使う方法だ。都道府県教育委員会の許可の元に、
他の教科で雇われている教員が一定の条件を満たしている場合に「情報」を教えることがで
きる 1 年間の期限付きの制度だ。
以上が現在の情報教員になるための主要な方法である。下図は、現行の学習指導要領にな
ってから、免許状を得て教員に採用された人数である。
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【図 14 2003 年度以降の情報教員の採用人数】
この表から 2003 年以降からの採用人数はわかっている数字で合
2003年
12人
計、388 人であり 2005 年は不明だが、多く見積もっても 500 人
2004年
28人
弱と考えられる。つまり、高等学校で情報を教えている大半は、
2005年
不明
認定講習会で免許状を得た教員か、非常勤講師であることがわか
2006年
44人
る。また多くの都道府県では情報の教員免許以外にも取得してい
2007年
51人
なければならないという採用条件として設けているところが多
2008年
43人
く、情報の免許を取ろうと思うインセンティブが働かないと考え
2009年
39人
られる。しかし、時間数が尐ない教科である都合上、人件費削減
2010年
65人
のため仕方ないことでもあり現在非常勤講師が教えるという形
2011年
84人
が多い。
2012年
22人
非常勤講師とは、教員採用試験を受けて不合格だった場合に、不合格者の上位から非常勤
講師を採用する場合と都道府県の教育委員会に非常勤講師の登録を行なって採用という 2
つの形がある。非常勤講師の雇用形態は、人件費削減のため年々悪くなっていて、夏休みな
ど長期休み中は給料も出ない場合もある。このような状況下では、優秀な情報教員が情報科
目を教えることは減尐していくだろう。
2-2-3 新学習指導要領と国の方策
新学習指導要領は 2008 年 3 月に改訂の告示がされ、高等学校では 2013 年度入学生から
完全実施されることになっている。この新学習指導要領では情報 A、情報 B、情報 C とい
う 3 つに分かれていたものを「社会と情報」、
「情報の科学」という科目の 2 つに分け、ど
ちらかを最低でも 1 つを履修しなければならないということにした。この新しい 2 つの科
目はどちらとも情報リテラシー・モラル教育が明記されており、このことにより高校時に必
ず情報リテラシー・モラル教育を学習することとなった。
しかしながら情報リテラシー・モラル教育に関しては現状指導主事及び教員の知識が不足
しているため、各教育委員会に専門家を派遣し、指導主事をサポートしつつ、学校における
情報リテラシー・モラル教育の充実を図っている。また指導主事を対象とした情報リテラシ
ー・モラル教育の指導に関する研修を実施している。
また、
各学校がモデルカリキュラムを参考に、指導カリキュラムを作成できるようになり、
以下の 5 つの柱から構成されている。
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
具体的には下記し示す通りである。
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【図 15 各学年における情報リテラシー・モラル教育の学習目標】

これは各学年における情報リテラシー・モラル教育の学習目標を示している。記載されて
いる項目は一部であるが、学年ごとに目標が定められており明確であると言える。
また、指導用ガイドブック「情報モラル指導実践キックオフガイド」を作成し、内容とし
ては上記のカリキュラムの説明、情報モラルの効果的な指導手法などについて書かれてい
る。このようなカリキュラム、指導用ガイドブックの作成は、均一した教育の質の確保に有
効であるし、また教員の育成にも効果があると思われる。

2-3 高等学校における情報リテラシー・モラル教育の先進的な取り組み
2-3-1 高校の取り組み（岩手県の例）
情報リテラシー・情報モラルの教育において、実践的な体験学習を取り入れながら授業を
行った先行事例として、岩手県が挙げられる。
岩手県は、岩手県立総合教育センターが 2006 年度から情報モラル指導に体験的な活動を
取り入れる研究を行い、インターネットの仕組みやネット社会の「影」の部分を理解させ、
情報社会に積極的に参画する態度を育成することを目的とした授業を行っている。
そのため
に重要な情報リテラシー・情報モラルの指導において知識の習得にとどまることなく、授業
で学んだ知識を児童の行動に結びつかせることを目指している。現在の教科書やテキストを
用いたり、配布・市販されている CD-ROM 教材、一般公開されている web 教材を用いた
講義のみ授業だけではインターネット等を利用する際の行動の是非を説明したり、
理解させ
ることができても、仕組みを具現したり、児童生徒に体現させることがっできなく、リアリ
ティが尐ない。そこで、講義で学ぶとともに、実際に体現し覚えることが重要であると考え
る。
ここでいう「体験的な学習」とは、2006 年に開発された「情報サイト」という、校内ネ
ットワーク上にインターネットで使用されるさまざまな web サイトを再現できる高等学校
段階の生徒用のソフトでを使い、教室内で生徒が疑似的に掲示板への書き込みやプロフの作
成等を体験できるものである。この「情報サイト」は 2008 年に「第 8 回インターネット活
用教材実践コンクール」の文部科学大臣賞を受賞している。
内容としては、セキュリティを高めるための方法、情報社会の仕組みを法的・技術的側面
から詳しく説明することにより、他者への影響を考えさせ、人権や知的財産権などの自他の
権利を尊重でき、情報社会での行動に責任を持つことができ、また、危険を回避できるよう
になるなど、情報を正しく安全に利用することができるように配慮して作られている。そし
て最終的に、
「情報サイト」で体験した事柄を、高等学校用情報モラルテキスト上の記述を
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客観的にとらえ直すことができ、情報モラル指導における「基となる考え方や態度」が身に
付く内容になるようにされている。また、学習すべき内容を明確にすることで指導する教員
も、情報モラル指導において、どういうことをどの程度まで生徒に学ばせたらよいかを知る
ことができると考える。
岩手県立総合教育センターは「情報サイト」の他にも、小学生向けのテキストとして、ウ
サギのキャラクターによって低学年でもわかりやすく説明されている「安全ウサギ」や、携
帯電話の各種サービスをコンピュータ上に再現して利用できたり、クイズ形式で学習させた
り、児童生徒の意見や考えのアンケートをすぐにグラフ化して提示することのできる「スタ
モバ」などを開発している。「スタモバ」は 2008 年に「第 24 回ソフトウェアコンクール」
で学情研賞を受賞している。
授業実践および実践結果
実際行った授業例として、掲示板への書き込みとプロフ作成の例を紹介する。
（１） 掲示板に関する授業
・対象…岩手県立遠野緑峰高等学校第 2 学年情報処理科（男子 18、女子 18、計 36）
・授業実践期間…2009 年 7 月 6 日 5 校時、6 校時
・教科…「文書デザイン」
、単元名「情報通信ネットワークの活用」
・ねらい…インターネットに不適切な発言を載せることによって生じる危険性を理解し、掲
示板に安易な書き込みをしない態度をたてる。
・事前調査（掲示板等の利用状況調査）

この表によると、遠野緑峰高校の２年生の半数以上の 20 人は掲示板を利用したことがある
ことがわかり、その中 15 人は携帯電話から利用している。よって、生徒は主に携帯電話を
使ってインターネットサービス等を利用しているということが分かった。
トラブルに遭った
ことのある生徒は「荒らしの犯人にされた」や「掲示板で悪口を言われた」などという回答
であった。
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・学習内容
学習内容
学習活動
１、自身のインターネットや携帯電 ・アンケートシステムを起動して、情報活用について
導入１０分
話の利用を振り返る
のアンケートに回答する
・クラスメイトのインターネットや携帯電話の利用実
２、身近な人のインターネットや
態を知る
携帯電話の利用実態を知る
・高校生がよく見るサイトを閲覧
・文部省「子供の携帯電話の利用に関する調査」の
３、全国的なインターネットや携帯 結果を知る
電話の利用実態を知る
・生徒に人気のある占いサイトを利用し、インター
ネット上に書き込むことの抵抗感を和らげる
４、掲示板を利用してみる
・掲示板に情報を書き込む
インターネット上に書き込んだ掲示板を公開してよ
展開８０分 ５、学習内容を確認する
いか考える
６、掲示板の利点を考える
・掲示板について考え、利用法を確認する
７、ネットワークで情報がすべて記 ・サーバーに用王の伝わる仕組みを知る
録され、匿名ではないことを知る ・発言者や記入内容が特定できることを知る
・教材でのどのような書き込みが法に触れるか学ぶ
８、不適切な書き込みが、法律に
・自分の書き込みは法に触れるものでなかったか
触れる可能性があることを知る
確認
・再び掲示板に情報を書き込む
９、情報モラルを守った利用を行う
・適切な表現を意識して書き込む
まとめ１０分 １０、まとめ
・掲示板を利用する上で注意すべき点を整理する

プロフに関する授業
・対象…岩手県立遠野緑峰高等学校第１学年情報処理科（男子 20、女子 14、計 34）
・授業実践期間…平成 21 年 9 月 16 日 4 限時、5 限時
・教科…「情報処理」
、単元名「情報モラルとセキュリティ管理」
・ねらい…プロフを使ってインターネット上に個人情報を載せることによって生じる危険性
を理解し、個人情報の公開に慎重な態度を育てる
・事前調査（掲示板等の利用状況調査）
遠野緑峰高校の１年生はパソコンが自宅にないという生徒が 5 人いたが、この生徒たちは
携帯電話を所持しており、
すべての生徒がインターネットに接続できる環境で生活している
ことが分かった。また、ほぼ全員がメールの利用経験があると答えている。プロフの利用に
ついては、自分のプロフを持っている生徒は 7 人で、ほぼ半数の生徒が友達のプロフを日
常的に見たり、コメントの書き込みをしたりしていると答えている。
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・授業内容

学習内容

学習活動
・授業の目的を知る
１、自身のインターネットや携帯電
導入１０分
・アンケートシステムによる「プロフ」につい
話の利用を振り返る
てのアンケート
２、プロフについて知る
・プロフのサンプルページを閲覧する
３、プロフの作成手順を知る
・実際に新規登録をする
・各自、自己紹介の内容で「プロフサイト」を
４、プロフを作成する
作成する
・他の生徒の作成したプロフページを閲覧す
５、他のプロフを閲覧する
る
・教材を利用して「個人情報」や「不適切な
６、プロフを利用した情報発信をす 表現」を知る
る際のトラブルについて理解する ・「個人情報」や「不適切な表現」を公開した
場合のトラブルを知る
展開８０分 ７、トラブルを回避するために「個
人情報」や「不適切な表現」をな ・教材を利用して情報が回収できない仕組
ぜ公開してはいけないのかを「仕 みを知る
組み」の観点から知る
実践結果の分析は以下の通りである。掲示板の書き込みの授業にいては、授業前半の発言
は個人名を出し、
思ったことの是非をよく考えずに書き込んでいる印象を受ける発言が多か
ったが、授業で不適切な発言とはどんな発言か、不適切な発言が実際にどのようなトラブル
が起きてしまうか、掲示板への書き込みがサイト管理人に分かってしまうということ、また
管理人に分かってしまうのはなぜか、不適切な発言はどのような法律に触れるのか、これか
らの行動はどうするべきか等を授業中に高等学校用情報モラルテキストで取り上げえなが
ら学習したところ、授業後半には発言数が激減した。授業中に高等学校用情報モラルテキス
トの内容が生徒に影響し、自らが行った授業前の書き込みを省みることで、自分の言動を自
制するようになり、不適切な書き込みを思いとどまらせたものと考えることができる。
プロフの授業においての習得状況を調べるのには、プロフを作成、利用するにあたって、ト
ラブルを回避し目的を達する活動を行うには、
どのような判断と行動が必要かを上げること
ができるか。また、その理由について説明できるかという 2 点を調べている。インターネ
ット上でのプロフの利用が、実際の自らの日常生活に影響を及ぼす恐れがあることを理解
し、
あらかじめ利用する前にどのように注意しなければならないかを知っておくことが必要
である。そのため、注意項目を１つでも挙げることができたならば、その注意項目をその生
徒は避けてプロフを利用することができ、多くの注意項目を挙げれば、より多くの面からプ
ロフサービスを検討することができると考えられる。
また、学習するにあたっても、生徒の過去の体験等身近な事柄に結び付けて考えさせるこ
とが、プロフの使用や個人情報の大切さを理解することが大切だと考えられる。授業前の段
階で、注意項目を１つも挙げることができなかった生徒が 34 人中 20 人もいたが、授業後
には生徒全員が１つ以上の注意項目を挙げ、そのうち 7 人の生徒が 2 つ以上の注意項目を
挙げた。また、その理由も全員が述べることができた。例えば、個人情報として自分の写真
の掲載を注意項目として挙げた生徒は、
「自分の知らないところで画像を無断で利用される
可能性があるから」、
「道端で知らない人に声をかけられるかもしれない」
等の理由を述べた。
これは主に高等学校用情報モラルテキストの内容を理解し回答したものと考えられる。また
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中には、高等学校用情報モラルテキストでは取り上げていない注意項目を挙げる生徒もい
て、自分の生活を振り返り、自分なりに応用した回答を挙げたと考えられる。
以上のことにより、高等学校用情報モラルテキストと「情報サイト」の体験的な学習を並
行して行うことで、掲示板への不適切な書き込みの減尐に有効であり、プロフ等の情報発信
をするサービスにおいて、
適切に判断して慎重に行動しようとする態度を身につけさせるこ
とに有効であると分かった。そして、インターネットの各種サービスに潜んでいる「影」の
部分を生徒に知らせ、その背後の仕組みや関連する法律を理解させ、情報社会で適正な活動
を行うための考え方、言動を身につけることに有効だと分かった。
しかしながらこの方法は成果を数値化して出していない。果たして情報リテラシー・モラ
ル教育の成果を数値化して出すことは不可能なのだろうか。先進的な情報リテラシー・モラ
ル教育を指導する岩手県で導入していないことを考えると、
実施するのは不可能であると仮
設を立てた。
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問題提起

3-1 情報教員の質が均一に担保されていないこと
2-2 で高等学校における情報リテラシー・モラル教育と情報教員の質を調べた。その結果、
情報教員の質が均一に担保されていないということが問題であると判明した。
なぜなら新学
習指導要領のもとで情報教員となった教員と、現行の学習指導要領のもとで、あるいは講習
会を受け免許を取得した教員の質には違いが存在すると考えたからである。
現在、後者の方法である、15 日間の認定講習会で情報の免許を取得した教員は約 9, 000
人いることが分かっている。しかしながらこの方法で取得した教員が、指導する内容の変化
が激しい「情報」という科目についてしっかりとした知識を持っているかは甚だ疑問だ。な
ぜなら現行の認定講習会では情報リテラシー・モラル教育を教える比重が小さいからであ
る。また、現行の学習指導要領のもとで免許を取得した教員の多くも、情報リテラシー・モ
ラル教育を今まで教えてきていないという現状もあり不十分と言える。一方国も情報教員が
情報リテラシー・モラル教育に対する知識が不足しているという現状をあまり認識していな
い。
つまり、現在の情報教員は情報リテラシー・モラル教育に対する知識が不足していると言
えるのではないだろうか。確かに解決策として国は、専門員の派遣、教員の研修、指導書や
カリキュラムの作成などを行い情報リテラシー・モラル教育の質の確保の方策を実施してい
るが、強制力に欠け教員の質の差、地域ごとの差が生じてきてしまっているのが現状だ。
また情報の免許以外にも免許を取得していけなければ、情報教員として採用しないという
採用基準を設けている都道府県が多くあり、情報教員になるのは狭き門となっている。これ
では情報を教えたいと考える教員も尐なくなってしまうのではないだろうか。
そのため情報
という科目は授業数が尐ないため非常勤講師が教える場合が多いのだが、
給料が低いために
これもまた情報を教えたいと考える人が尐なくなってしまう原因になってしまっている。
こ
のように、情報の教員になることのインセンティブの低さは情報教員の質の低下につながる
と考えられる。

3-2 情報リテラシー・モラル教育における評価基準の曖昧さ
2-3 では高等学校における情報リテラシー・モラル教育の先進的な取り組みを調べた。そ
の結果、情報リテラシー・モラル教育における評価基準が曖昧であることが問題であると判
明した。なぜなら情報リテラシー。モラル教育の成果を数値化して測定することは難しく、
現段階の評価基準は主観的だからである。
神奈川県立総合教育センターの永井佳幸氏の「情報モラル指導に関する研究」によると、
「教員に対し、最近 1 年以内に自身の授業等で情報モラルに関する内容を扱ったか否かを質
問したところ、
「扱った」と回答した割合が 18.1%（小学校 17.6%、中学校 19.1%、高等学
校 17.6%）であった。
」と書かれている。つまり、神奈川県では情報リテラシー・モラル教
育自体が行われている学校が尐なく、評価も不十分であるといえる。
また、図 17 は検挙件数の推移を示している。インターネットを通じた検挙件数は 2006
年から 2010 年にかけて 4,425 人から 6,933 人と年々増えていることがわかる。このことか
ら、犯罪件数も増えていると考えることができる。犯罪件数が増えている原因の 1 つとして
高校における情報の授業がハード面に偏っているという点が挙げられる。
現状の学習指導要
領では「情報 A」が主な授業であり、目標は「コンピュータなどの活用を通して、情報を適
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【図 16 検察件数の推移】

切に収集・処理・発信するための基礎的な知識と技能を習得させるとともに、情報を主体的
に活用しようとする態度を育てる。
」と書かれている。そして、東北大学電気通信研究所教
授である白鳥則郎氏によると、情報 A の授業は半分以上が実習の授業であるという。つま
り、インターネットを利用した犯罪などに関する情報のモラル教育が、高校の授業において
不十分であることが犯罪増加につながっていると考えられる。
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政策提言

4-1 ～情報リテラシー・モラル教育全般の質の改善～
情報教員の更なる育成と質の担保
3-1 では問題提起として情報教員の質が均一に担保されていないことをあげた。本項では
情報リテラシー・モラル教育全般の質の改善をするために情報教員の更なる育成と質の担保
解決するための政策提言を提示する。
内容は以下の通りである。情報リテラシー・モラル教育全般の質の改善を情報の免許を持
ち、情報を実際に教えているか、または教えたいと志望している者に情報モラルの試験を課
し、不合格者はある一定期間研修を必ず受けることにするというものだ。
効果としては以下の 3 点が挙げられる。
1． 研修などに対し意欲が向上。
2． 教員の質の担保、上昇、均一化
3． 情報の非常勤講師の地位上昇
1 については、研修などを受けるだけではなくその効果示す試験を課すことにより教員の
モチベーションが上がるのではないだろうか。2 については、試験を課すということは一定
の基準を満たさなければならないということなので、質が担保されると考えられるし、また
上昇、均一化も図れる。3 については、試験を課すことにより自分の能力が担保され地位が
保証される。
2013 年より新学習指導要領が実施され情報モラル教育が必ず行われることになるので教
員もしっかりと情報モラルについて学ばなければならないと考える。そのために、以下、東
京都で 2011 年度に実施した情報の教員採用試験から情報モラルに該当する問題を抜粋した
部分を示す。
〔問 1〕東京都教育委員会がホームページ上で公表している「学校非公式サイト等の監視結
果について（2010 年４月～2011 年 3 月」で、検出された不適切な書き込みの内訳で一番多
い項目として適切なものは、次の①～④のうちのどれか。
① 家出の予告や告白
② 他人の個人情報を公開
③ 誹謗中傷
④ 自身の個人情報を公開
〔問 2〕全国の小学 6 年生、中学 2 年生、高校 2 年生と当該児童・生徒の保護者及び全国の
小・中・高等学校を対象とした調査「子どもの携帯電話等の利用に関する調査結果について」
（文部科学省 2009 年 5 月）に関する記述として適切なものは、次の①～④のうちのどれか。
① 児童・生徒の携帯電話の使用について、保護者との間で「特にルールを決めていな
い」と回答した児童・生徒の割合と保護者の割合は、各学年とも、ほぼ同じである。
② 有害サイトやネットいじめの問題など携帯電話等の危険性についての学習経験では、
各学年とも、
「学校で教えてもらった」と答えた児童・生徒の割合よりも「保護者から
教えてもらった」と答えた児童・生徒の割合の方が多い。
③ 携帯電話のメール送受信件数が 1 日平均 30 件以上の児童・生徒は、携帯電話を持って
いない児童・生徒に比べ、各学年とも、午後 11 時以降に就寝する者の割合が多い。
④ 学校非公式サイトやプロフなどの書き込みを、教職員が定期的に確認している学校の
割合は、どの校種でも 1 割に満たない。
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このような試験を課すことによって、情報リテラシー・モラル教育を指導できる情報教員
が養成でき、質の担保が確約できると考える。

4-2 ～情報リテラシー・モラル教育の授業効果を高める方法～
定期試験への「情報」科目の拡充
3-2 では問題提起として情報リテラシー・モラル教育における評価基準の曖昧さを挙げ
た。本項では情報リテラシー・モラル教育の授業効果を高める方法として定期試験への「情
報」科目の拡充を政策提言として提示する。
内容は以下の通りである。情報のモラル教育である「情報社会と情報モラル」の分野を点
数化することは難しく、数字で成績が示すことが困難であるという共通の問題点総合的な学
習の時間にも存在していことから、総合的な学習の時間≒情報モラルと考えることにする。
「高等学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編」によると、総合的な学習の時間の目標
の 1 つとして「情報に関する学習を行う際には，問題の解決や探究的な活動を通して，情報
を受信し，収集・整理・発信したり，情報が日常生活や社会に与える影響を考えたりするな
どの学習活動が行われるよう配慮する。」と記されている。また、
「高等学校学習指導要領解
説情報編」によると「社会の中で情報及び情報技術が果たしている役割や影響を理解させる
という視点については、義務教育段階における情報教育の成果を踏まえ、高等学校段階にお
いては健全な倫理観や安全へ配慮する態度を教育するという視点を重視する。
」と書かれて
いるため、2 つの科目は「情報」というものがどのように社会に影響されるかを考えるとい
う共通点がある。このことから総合的な学習の時間≒情報と考える。
一方、総合的な学習の時間の評価について工夫している団体がいくつ存在しているので、
その評価方法を参考にして、高校の情報の授業におけるモラル教育も評価をすることが可能
になると考える。
このような評価方法を具体的に行っているのが茨城県である。2007 年の春から茨城県で
は県立高校の一年生に対して「道徳」（総合的な学習の時間）の必修化を開始した。また、
道徳の評価をするにあたって、
茨城県教育庁高校教育課指導担当指導主事である長島利行氏
に話を伺ったところ、
「授業担当者は、一人一人の生徒に対して、他人との比較ではなく、
一年間の個人の成長を文章で記載することになっている。具体的な文章は、教員が生徒の内
面的な成長を文章に表現にすることになる。100 人の生徒がいれば、当然 100 人の記載を
することになっている。文章による記載は、生徒一人一人の生徒指導要録に記載するなど、
生徒に手渡す通知票に記載することになっている。具体的な文章例は、教員の視点によると
ころがあり、様々な表現をしている。」と述べている。
実際に３人の方は次のように感想を述べている。
A さん・・・
「道徳」の授業をとおして奉仕の精神の大切さや奉仕する喜びを知り、自ら進
んでボランティア活動に参加するようになった。
B さん・・・
「道徳」の授業をとおして勤労の意義を理解し、将来の職業選択を真剣に考え
るようになった。
C さん・・・自分の考えとは異なった友人の発言をしっかり聴き、冷静に分析し、自らの在
り方生き方をしっかりと考えるようになった。
このように数字で評価するのではなく、生徒 1 人 1 人に対して文章で評価を行う形式を
とっていることがわかった。また、茨城県だけではなく、「総合的な学習の時間」という名
前で道徳の授業を行っている学校は多く存在する。学習指導要領の解説によると、茨城県で
実施されているように、文章での評価やポートフォリオを使った評価や、生徒に文章を書か
せるといった自己評価などを利用して道徳の評価を行っている。
生徒が文章を書くということは学習指導要領によると、生徒の生活体験・反省・意見・希
望など、生徒の気持ちを理解することができる。また、生徒の文章に対して褒めてあげるこ
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とや励ましの言葉を加えて返却することによって、
教師と生徒との心の交流を深めることが
でき、生徒の考えようとする意欲を高めることができる。
そして、学習指導要領によると、文章に加えて質問を書いた紙を記入させるのも効果的で
ある。質問紙などによる方法は、あらかじめ作成した質問や生徒が直面すると考えられる問
題場面での生徒の判断やその理由などを通して、道徳的な判断力や道徳的態度の理解に適し
ていると考えられる。
今までのように、型が決まった評価では、教師が一方的に評価するだけで形式上評価を行
っていただけだが、教師から一人一人評価されることで、生徒が考えるようになったことが
詳しく知ることができる。また、文章で書かれることと自らが自分を評価することで、自分
の中での意識を再認識することができる。
例えば、先行事例の「情報サイト」のパッケージ利用が考えられる。岩手県立総合教育セ
ンターでは、
「情報サイト」や「スタモバ」などのソフトウェアを使用条件に学校教育での
使用に限るということのみを規定し、ソースポログラムをインストールすれば作動、使用で
きるように提供している。また、小学校・中学校・高等学校とどの攻守においても利用可能
な機能もそろえている。上記で述べたように、全国の学校において、ICT 環境はすでに整
っているため、このような「情報サイト」等の既存のソフトウェアを利用する事によって、
スピーディーに、そして効率性も高く、情報リテラシー・情報モラル教育ができるのではな
いかと考えられる。
なぜ、授業内レポートや、授業に対する感想を書かせることが必要なのだろうか。この理
由を説明するにあたり、例として T 大学の論文の中で行われている英語学習意識と英語能
力の相関関係の調査が挙げられる。 この調査では調査対象者に対して学力テストと質問紙
による調査を行い、得られたデータを統計ソフト SPSS で統計処理を行い、その結果を分
析し、学力テストで示された被験者の現在の英語力と質問紙で得られた各項目に対する回
答、すなわち、学生の英語学習に対する意識と学習経験や学習動機との相関性を調べたもの
である。調査対象として T 大学観光学科 1 年生 292 名（全員）を調査対象として、学力テ
スト、質問紙調査を行いその両方の結果が得られた 264 名分のデータを分析している。
この結果として、以下のデータが挙げられている。
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上にあげたデータのように、資格受験回数が４回以上と多い場合は受験していない場合に
比べて平均点が 9.50 点高く、１回受験している場合よりも 7.17 点高かった。また、受験す
る予定の資格試験別に見ると TOEIC・TOEFL を受ける学生の平均点は、英検を受ける学
生の平均点よりも 14.1 点高かった。このように受ける資格試験の回数や種類によっても点
数に差が生じることが示されている。一方で質に関する質問、自主学習時間と点数の関係性
は、英語の宿題のみしか行わない場合と 3～6 時間勉強している場合とで 1.5 点しか変化が
見られなかった。つまり学習効果に大きな差は見られなかった。このように、日本の学生は
試験等の明確な目標や課題が示されている場合の方が学習効果は高く、これは他の科目にお
いても同様であると考えられる。論文の中でも『日本の一般的大学生と考えられる今回の被
験者グループでは、主観的な自主学習や学習ストラテジーよりも、短期留学、資格試験受験、
のような積極的な行動を伴うモチベーションを高める指導の方がより適切で、
学生のニーズ
に応えられるように思える。』と述べられている。
このような例から学習効果を高めるために、
情報教育において授業内レポートや感想文な
どの自主的な行動を伴う課題を出すことは有用であると考えられる。

25

ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文

17th-18th

Dec.

２０１１

先行研究・参考文献
参考文献：
林 直哉（2007）「高校生のためのメディア・リテラシー」筑摩書房
安藤俊明、林秀彦、皆月明則（2007）「教科「情報」黎明期における現場の取り組みと展
望」『鳴門教育大学情報教育ジャーナル』第４号
野村卓志、原田茂治（2007）「高校新課程を経た学生に対する情報リテラシー教育」
『静岡
文化芸術大学紀要』vol.8
喜田慶文（2008）
「英語学習意識と英語能力の相関性に関する調査―観光系学生の英語能力
と動機づけに関する事例研究」『観光学研究』第７号

引用文献：
Twitter 利用状況
http://jp.fujitsu.com/group/fri/report/cyber/research/twitter/
インテル Teach to the future
http://www.fks.ed.jp/intel2003/
高等学校段階におけるインターネット活用と情報倫理教育
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h17/pdf/H2060000.pdf
岩手県立総合教育センター
http://www1.iwate-ed.jp/tantou/joho/index.html
体験的な学習活動を取り入れた情報モラルの指導に関する研究
http://www1.iwate-ed.jp/tantou/joho/research/h21/h21_pro2-main.pdf
2005 年度版情報通信白書
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h17/pdf/H2060000.pdf
2010 年度版情報通信白書
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h22/pdf/m4010000.pdf
教育マルチメディア新聞
http://www.kknews.co.jp/maruti/news/2011/0801_1a.html
文部科学省
http://www.mext.go.jp/
NTT 東日本
http://www.ntt-east.co.jp/
ソフトバンク
http://www.softbank.co.jp/ja/
情報モラル指導セミナー
http://www.nctd.go.jp/5min_moral/index.html
中野情報教育研究
http://nakano.ac/index.php
警視庁サイバー犯罪対策 警視庁 2011 年度上半期のサイバー犯罪の検挙状況などについ
て
http://ww w.npa.go.jp/cyber/statics/h23/pdf01-1.pdf

26

ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文

17th-18th

Dec.

２０１１

情報処理学会 会長 白鳥則郎 大学入試センターにおける教科「情報」出題の要望
http://w ww.ipsj.or.jp/
日本情報科教育学会 会長 岡本敏雄 大学入試センター試験の出題科目についての要望
http://jaeis.org/
文部科学省 新学習指導要領（本文、解説、資料等）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/index.htm
文部科学省 高等学校学習指導要領新旧対照表
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/kou/kou2.pdf
文部科学省 現行学習指導要領（1998 年度改訂）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301.htm
文部科学省 情報モラルに関する調査報告書
http://www.cec.or.jp/monbu/pdf/jmhoukokusho.pdf

データ出典：
図 1 本稿オリジナル
図 2 総務省
図 3～6, 16 警視庁
図 8～14 文部科学省
図 15 岩手県教育委員会

27

