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■実施目的

学校現場では、情報モラル教育の実施が必要とされていますが、その実施方法や指導書等が十分に普及
しておらず、学内での授業としてよりは、講演・セミナー等による啓発・教育が中心となっているのが現状で
す。EMAでは、制作した啓発・教育プログラム コンテンツ（教材）の効果を測定する目的で、試験的に一部
の小・中・高等学校にご協力いただき、情報モラル教育の講師として講演・セミナー等を行い、また、実際の
学校の先生方にもご協力いただいて実証教育授業（モデル（模擬）授業）を行い、教育現場で利用できる教
材パッケージの制作を行っています。現在、以下「入門編」、「コミュニティ編」、「著作権編」、「消費者編」、「
情報発信の仕方編」の教材パッケージとショート・ビデオ集を公開しており、今後も継続して教材パッケージ
の拡充を進める予定です。

■教材パッケージ

・ケータイ・インターネットの歩き方「入門編」 教材パッケージ（資料編）

（ http://www.ema.-edu.jp/howtowalk01/ ）

・ケータイ・インターネットの歩き方「コミュニティ編」 教材パッケージ（資料編）

（ http://www.ema.-edu.jp/howtowalk02/ ）

・ケータイ・インターネットの歩き方「著作権編」 教材パッケージ（資料編）

（ http://www.ema.-edu.jp/howtowalk03/ ）

・ケータイ・インターネットの歩き方「消費者編」 教材パッケージ（資料編）

（ http://www.ema.-edu.jp/howtowalk04/ ）

・ケータイ・インターネットの歩き方「情報発信の仕方編」 教材パッケージ（資料編）

（ http://www.ema.-edu.jp/howtowalk05/ ）

http://ww.ema.-edu.jp/ howtowalk01/
http://ww.ema.-edu.jp/ howtowalk02/
http://ww.ema.-edu.jp/ howtowalk03/
http://ww.ema.-edu.jp/ howtowalk03/
http://ww.ema.-edu.jp/ howtowalk03/


モデル（模擬）授業 活動実績（総括）
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■活動実績（総括）

※2010年11月11日：ケータイ・インターネットの歩き方「入門編」 教材パッケージ（資料編） リリース

※2011年 9月28日：ケータイ・インターネットの歩き方「コミュニティ編」及び「著作権編」 教材パッケージ

（資料編） リリース

※2014年 1月30日：ケータイ・インターネットの歩き方「消費者編」及び「情報発信の仕方編」

教材パッケージ（資料編） リリース

年度 入門編 コミュニティ編 著作権編 情報発信の
仕方編

その他 年度計

2008年度 - - - - 2件 2件

2009年度 2件 - - - - 2件

2010年度 1件 3件 4件 - - 8件

2011年度 - - 1件 - - 1件

2012年度 - - - 1件 - 1件

2013年度 2件 2件

総計 3件 3件 5件 3件 2件 16件



モデル（模擬）授業 活動実績（詳細）
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■2008年度 活動実績 （出前講座：2件）

・実施時期： 2008/10/10、2008/12/02 （各出前講座）

・実施場所： 埼玉県朝霞市立朝霞第八小学校

・実施対象： 5年生、6年生、保護者

・効果測定方法： 定型アンケート（児童向け事前アンケート、児童向け事後アンケート、

保護者向けアンケート）

■2009年度 活動実績 （モデル（模擬）授業：2件 （「入門編」））

・実施時期： 2009/06/29 （「入門編」教材パッケージを活用したモデル（模擬）授業）

・実施場所： 千葉県松戸市立馬橋小学校

・実施対象： 6年生（保護者、教育関係者参観）

・効果測定方法： 現地視察

・実施時期： 2010/03/24 （「入門編」教材パッケージを活用したモデル（模擬）授業）

・実施場所： 石川県金沢市立小坂小学校

・実施対象： 5年生（教育関係者参観）

・効果測定方法： 現地視察



モデル（模擬）授業 活動実績（詳細）
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■2010年度 活動実績

（モデル（模擬）授業：8件 （「入門編」：1件、「コミュニティ編」：3件、「著作権編」：4件） ）

・実施時期： 2011/01/21 （「コミュニティ編」教材パッケージを活用したモデル（模擬）授業）、

2011/01/28 （「著作権編」教材パッケージを活用したモデル（模擬）授業）

・実施場所： 神奈川県横浜市立上の宮中学校

・実施対象： 中学2年生（「コミュニティ編」、「著作権編」共）

・効果測定方法： 現地視察

・実施時期： 2011/02/09 （「コミュニティ編」教材パッケージを活用したモデル（模擬）授業）、

2011/02/23 （「著作権編」教材パッケージを活用したモデル（模擬）授業）

・実施場所： 羽衣学園高等学校

・実施対象： 高校1年生［2クラス］及び高校2年生（「コミュニティ編」、「著作権編」共）

・効果測定方法： ヒヤリング

・実施時期： 2011/02/16 （「著作権編」教材パッケージを活用したモデル（模擬）授業）

・実施場所： 埼玉県越谷市立大袋中学校

・実施対象： 中学1年生

・効果測定方法： 現地視察



モデル（模擬）授業 活動実績（詳細）
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■2010年度 活動実績（続き）

・実施時期： 2011/02/21

（「コミュニティ編」、「著作権編」教材パッケージを活用したモデル（模擬）授業）

・実施場所： 長野県上田市立塩田中学校

・実施対象： 中学2年生（「コミュニティ編」）、中学3年生（「著作権編」）

・効果測定方法： 現地視察

・実施時期： 2011/03/09 （ 「入門編」教材パッケージを活用したモデル（模擬）授業）

・実施場所： 墨田区立竪川中学校

・実施対象： 中学3年生

・効果測定方法： 現地視察

■2011年度 活動実績 （モデル（模擬）授業：1件 ）

・実施時期： 2011/05/17 （「著作権編」教材パッケージを

活用したモデル（模擬）授業）

・実施場所： 八千代松陰高等学校

・実施対象： 高校1年生

・効果測定方法： ヒヤリング



モデル（模擬）授業 活動実績（詳細）
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■2012年度 活動実績 （モデル（模擬）授業：1件）

・実施時期： 2013/02/12 （「情報発信の仕方編」教材パッケージを活用したモデル（模擬）授業）

・実施場所： 長野県上田市立塩田中学校

・実施対象： 中学1年生

・効果測定方法： 現地視察

■ 2013年度 活動実績 （モデル（模擬）授業：2件）

・実施時期： 2013/07/01 （「情報発信の仕方編」教材パッケージを

活用したモデル授業）

2013/09/24 （ 同上 ）

・実施場所： 羽衣学園高等学校

・実施対象： 高校1年生

・効果測定方法： 現地視察



その他出前講座 活動実績（2014年度）
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カテゴリ 日付 内容

出前講座 2014/06/05 鎌倉女学院中学校 3年生（神奈川）

2014/07/11 所沢市立狭山ヶ丘中学校 1年生・5コマ授業（埼玉）

2014/10/17 横浜市立東品濃小学校 5、6年生・保護者（神奈川）

2015/03/20 所沢市立狭山ヶ丘中学校 1、2年生 5校時（埼玉）

委託授業 2014/10/30 所沢市教育委員会委託事業・所沢市立南陵中学校

2015/01/22 所沢市教育委員会委託事業・所沢市立所沢中学校

2015/02/06 所沢市教育委員会委託事業・所沢市立向陽中学校

2015/02/26 所沢市教育委員会委託事業・所沢市立中央中学校

2015/03/17 所沢市教育委員会委託事業・所沢市立美原中学校



その他出前講座 活動実績（2015年度）
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カテゴリ 日付 内容

出前講座 2015/06/04 鎌倉女学院中学校 3年生（神奈川）

2015/06/26 守谷市立松ヶ丘小学校 5、6年生・保護者（茨城）

2015/11/18 横浜市立東品濃小学校 4年生・保護者（神奈川）

2016/02/04 所沢市立美原中学校 保護者（埼玉）


