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≪本教材パッケージについて≫ 

 

1．はじめに：『情報モラルの授業づくり』 

 

 情報社会に対応するために、小学校・中学校・高等学校それぞれの学習指導要領では、情報モ

ラルについての表記が増えてきつつあります。学習指導要領総則「指導計画の作成等に当たって

配慮すべき事項」には、情報モラルについての以下のような記述が見られます。 

 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃【小学校】 

┃第 4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 2 (9)各教科等の指導に当たっては，児童 

┃がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ，コンピュータで文字を入 

┃力するなどの基本的な操作や情報モラルを身に付け、適切に活用できるようにするための学習

┃活動を充実するとともに、これらの情報手段に加え視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の

┃適切な活用を図ること。 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃【中学校】 

┃第 4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 2 (10)各教科等の指導に当たっては，生徒 

┃が情報モラルを身に付け、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を適切かつ主

┃体的、積極的に活用できるようにするための学習活動を充実するとともに、これらの情報手段 

┃に加え視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□ 

┃【高等学校】 

┃第 5款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項 5 (10)各教科・科目等の指導に当た 

┃っては、生徒が情報モラルを身に付け、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を 

┃適切かつ実践的、主体的に活用できるようにするための学習活動を充実するとともに、これら 

┃の情報手段に加え視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

 

  このように、各校種の総則に、配慮すべき事項として必ず述べられているのです。 

  また、小学校では「コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しむこと」や

「コンピュータで文字を入力するなどの基本的な操作」についても触れられています。操作スキル

等をアップしながら日常の指導と合わせて情報モラルの指導を行うようになっているのです。ちな
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みに、この表記は中学校、高等学校では見られず、「適切かつ主体的、積極的に活用できる」（中

学校）、「適切かつ実践的、主体的に活用できる」（高等学校）というように、基礎・基本から応用・

実践へと段階があがっていくのです。もちろん指導要領では、総則にとどまらず、道徳や社会での

表記も見られます。つまり、情報モラルの指導は、教科を超えて、実施していくことが求められてい

ます。 

  ぜひ、この EMA の Web サイトの指導事例を参考にしたり、本教材を活用したりして、授業に役

立てていただきたいと思っています。 

 

参考：ケータイ・インターネットの歩き方 

      ～子どもが安心・安全につかうために～ ポータルサイト 

      http://ema-edu.jp/ 

 

EMA啓発・教育プログラム部会 

 

2．本教材パッケージ（資料編）の構成及び使用方法 

 

 本教材パッケージは、ケータイ・インターネットの歩き方 4「消費者編」テキスト教材及びサブ教材

等を使用して、実際に授業を実践する際の学習指導案（以下、「本指導案」）、ワークシート、板書

サンプルで構成されています。本指導案どおりに授業を実践いただくことも可能ですが、本指導案

を参考に、これまでのご経験や指導方法により、授業内容や使用教材等をご検討いただければ

幸いです。 

 

 なお、より皆様にご満足いただける教材をご提供するために、EMA 啓発・教育プログラム部会で

は教材活用アンケートを実施しております。皆様よりいただきましたアンケート結果をもとに教材

の改善に努めてまいりますので、是非、教材をご活用いただきましたら、以下のフォームよりアン

ケートへのご協力をお願いいたします。 

 

・教材活用アンケートフォーム（EMAホームページ） 

 https://www.ema.or.jp/edu_q/ 
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ケータイ・インターネットの歩き方５「情報発信の仕方編」 

2017年 4月 10日版 

 

 

インターネットの普及は、いつでも、どこでも、

誰でも、気軽に情報発信することを可能にしました。

スマートフォン（以下「スマホ」）やケータイを利用

している全ての人が簡単に情報発信できるからこそ、

情報を受け取る相手（＝読み手）の気持ちを考えな

がら、正しく情報発信をする力を身につけることが

大切です。 

 

誰かを傷つけたり、読み手に誤解を与えたりするようでは、情報発信力不足。「誰に」「何

を」「どうやって」発信すればいいのか、その際、どんなことに気をつけなければいけない

のか等について、一緒にじっくり考えていきましょう。 

 

 

１．「誰に」情報発信するか 

 

情報発信するときに忘れてはならないのは、読み手の状況や気持ちをふまえることです。

友だちや家族、不特定の多くの人たちへの情報発信について考えてみましょう。 

 

（１）仲の良い友だち１人に対して 

  親友とのメッセージでのやり取りように、読み手が仲の良い友だち１人だけの場合な

ら、いつものおしゃべりと同じような感覚で大丈夫。ただし、あなたの都合のよいタイ

ミングで発信しているわけですから、相手がすぐに確認したり、返信したりできない状

況かもしれないということは常に意識しておきましょう。あなたにも、すぐに確認や返

信ができないときがあるのと一緒です。 

 

（２）仲の良い複数の友だちに対して 

メッセージアプリなどで、仲の良い複数の友だちのグループに、一度に連絡をするこ

ともありますよね。そんなときは、送る人“全員”が読むことを考えて、書く内容や言

葉づかいに気を配るようにしましょう。たった一人でもあなたの言いたいことがうまく

伝わらないと、みんなのコミュニケーションがギクシャクしてしまうこともあります。 

なお、メッセージアプリなどでグループを登録する際に、お互いに友達の設定をして
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いない人をグループに含めてしまうと、友達の IDを勝手に知らせてしまうことになりま

すので、グループを設定する場合には十分注意をしましょう。 

またメールで一斉に送信する場合は「BCC」を使って送信しましょう。「BCC」は、

受け取った人には「送り先が見えない」送り方なので、メールアドレスを無断で教えて

しまうというルール違反の問題は生じません。送り先がみんなに見える形で送られる

「TO」や「CC」は、送り先の全員が、自分以外の宛先メールアドレスを全て知ってい

るときに使いましょう。 

電話番号やメールアドレスの変更などを知らせるメッセージや一斉メールなどを送る

際にうっかりしがちです。くれぐれも気をつけましょう！ 

 

（３）家族に対して 

  家族とメッセージのやりとりやメールをする場合は、友だち以上に短い言葉でも通じ

る用事が多いと思います。でも、きちんと伝わらなければ無用な心配をかけてしまう可

能性もあります。たとえ短い文章でも、分かりやすく丁寧に書くようにしましょう。例

えば、電車が止まって帰りが遅くなりそうときは、今どこにいるのか、どういう状況な

のか、誰かと一緒なのか一人なのか、といったことをしっかり連絡しましょう。「電車、

止まっちゃった～(T_T)」だけでは、状況がよく分からず心配がつのります。家族を不安

にさせない連絡を心がけましょう。 

 

（４）不特定多数に対して 

 

  友だちでも家族でもなく、不特定多数

の人に見たり読んだりしてほしくて情報

発信する場合、メッセージやメールでは

なく SNS （ソーシャル・ネットワーキ

ング・サービス）などを使うことがあり

ます。 

 

  この場合に気をつけたいのは、たとえパスワードで鍵がかかっていても、友だちや友

だちの友だちなどのメンバー限定であっても、実際には公開されているWebサイトとあ

まり変わりがないと思っておくべきだということです。中身を他のWebサイトにコピー

されるという可能性は必ずあるのです。良い人、悪い人、親切な人、意地悪な人、表面

的には良い人でも見えないところで悪用しようとしている人など、いろいろな人が見る

可能性があることを意識しなければいけません。「この内容、万が一コピーされてばらま

かれたとしても大丈夫？」と公開前に読み返すことも、インターネット上での情報発信

では大切なことなのです。 
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２．「何を」「どうやって」情報発信するか 

 

 「１．「誰に」情報発信するか」では、情報を届ける相手が「誰」なのかという視点か

ら、相手の状況や気持ち、ネットの向こう側にいる読み手への用心など、情報発信する際

に気をつけたい点をお話ししました。次は、「何を」「どうやって」情報発信するかについ

て、やってはいけない情報発信の例文をもとに一緒に考えてみましょう。 

 

（１）自分のことを SNSなどのマイページ（プロフィール）で 

自分自身のこと（自己紹介など）を情報発信する場合、よく SNSなどのマイページ（プ

ロフィール）が利用されます。SNSなどのマイページやプロフィール欄には、個人や住

所を特定できる情報を書かないのが原則です。 

  次の例には本名（名前）やメールアドレス、電話番号、住所といった直接的な個人情

報は書かれていませんが、あまりよい発信内容とはいえません。何がどうダメなのでし

ょう？ 

 

ニックネーム：あいこりん 

性別：女性 

アイドル大好きな○○中学 2年 (´,,･ω･,,｀)♡♡♡ 

 ファミレス △△店や ファストフード ×××駅前店に出没 

同じクラスの SAKI、B組のAYAKA、らぶ☆ 

 

誰もが気づくのは顔写真です。それ以外にも、本名が予測できるニックネーム、学校

名、よく行く場所、クラスメイトの名前などが並んでいます。これらの情報があれば、

学校やお店の近くで待ち伏せをし、顔を確認して「あいこちゃん？Ｂ組のあやかちゃん

がケガをして動けないんだけど、ちょっと来てくれる？」という風に声をかけることも

可能です。個人情報を悪用する人た

ちの中には、連絡先を売買して儲け

る人だけでなく、その人に危害を加

えようとする人もいるのですから、

あなた自身を守るためには、公開前

に読み返して「知らない人でもその

情報だけであなたに声をかけられ

る」のかどうか確認するクセをつけ

ましょう。危ないと感じたら書き直

すことや削除することも重要です。 
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例えば趣味や読んでいる本、好きな食べ物やタレント、よく見るテレビ番組、将来の

夢など、個人を特定できない情報であなたのことを表現するのなら大丈夫です。 

  

（２）学校や友だちのことをメッセージやメールで 

  仲の良い友だちとメールでやりとりする場合は、必ずタイトル（件名）を付けましょ

う。またメッセージやメールで、何を伝えたいかがちゃんと分かるようにしましょう。

相手への思いやりさえ忘れなければ自由にやりとりしていいのですが、こんな内容はい

けません。 

 

ねぇねぇ、英語の○○先生ってＥ也をひいきしてる気がしない？ 

Ｅ也ってハーフでイケメンだし、○○先生の好みだったりして☆(＾ε＾) 

Ｅ也も英語得意だから、当てられると喜んでるし、まじむかつく！ 

 

先生や友だちの悪口や陰口、誰かを困らせたりおとしめたりするような「うわさ話」

や「作り話」などは書かないようにしましょう。これは、メッセージやメールに限らず

全てのネットを使った情報発信で守りたいことです。特にメッセージやメールは、相手

が消さない限り送った文章が記録としてずっと残り、簡単にコピーして転送、拡散がで

きる、という点で注意が必要です。 

 

（３）日常のできごとを SNSで 

身近に起きたこと、感じたことなどを、日記のように書いて情報発信するのに適して

いる SNS。学校や塾でのこと、友だちのことなどを書くことも多いと思いますが、学校

や塾や人の名前のほか、個人が特定できる情報や悪口、うわさ話などを書かないように

情報発信するのは、（１）（２）に記載したとおりです。たとえふざけ半分で書いたとし

ても、それがきっかけで先生や友だちが傷ついたり、いじめの原因につながったりする

かもしれません。誰かに迷惑をかけないか、誰にもいやな思いをさせることはないかに

ついて、SNSで情報発信するときには考えなければいけません。 

ちょっとしたいたずら心で書いたことであっても、それが事件やトラブルにつながれ

ば、あなたは責任を問われます。例えば・・・ 

 

ネットで調べ物をしていたら、爆弾の作り方を発見っ！ 

今度の日曜日、材料を買い出しに行って○○公園で実験するヨ。。 

興味のある人、お昼過ぎに○○公園に集まれ～(^^)\ 

 

これはいたずら心で書いた単なるたとえですが、読んだ人がリンクを貼ったり転送し
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たりする可能性や、警察に通報する可能性もあります。また、パスワードで鍵がかけて

ある SNSや許可した人しか読めないものでも、心配した友だちが先生やお母さんに話し

て大騒ぎになるかもしれません。たとえ匿名でも、事件性が高ければ警察は誰が書いた

かを特定します。そのため、実際にやるつもりがなくても、こういった愉快犯的な書き

込みや犯罪予告で逮捕されたり補導されたりするケースも少なくないのです。「みんなが

見ている」「コピーや転載ができる」ことを肝に銘じて、誰に読まれても問題のない内容

や書き方を心がけましょう。 

 

 

（４）思ったこと、感じたことをつぶやきで 

毎日の生活の中で思ったことをつぶやいて、気軽に短文を投稿できるWebサイトやア

プリケーションを使う人が増えましたが、常に「誰かに見られている・読まれている」

ということを意識しなければいけません。 

飲酒や喫煙などを「大人びてカッコイイこと」のように発信する人もいれば、万引き

やカンニングなどを自慢げに発信する人もいます。これらはそもそもやってはいけない

ことですから、そのような情報を発信してしまった結果、停学処分や大会・試合への出

場停止処分といった、取り返しがつかない事態を招いてしまうおそれもあります。 

 

○月×日 

親戚みんな集まって、おじいちゃんのお祝いなう。 

みんなが飲むから、私もビールで乾杯♪ 

やっぱり苦くてあんまおいしくなかったけど・・・ｗｗ 

 

本当は“グラスを持って写真を撮っただけ”だったとしても「飲んだ」と書いてしま

えばアウト。「飲んだ」と書かなくても、このような写真があれば必ず誤解されるでしょ

う。 

つぶやきは、あまりの気軽さに「言わなければよかった」と後悔することをうっかり

書いてしまいがち。「他人に迷惑をかけること」「他人に嫌な思いをさせること」を書か

ないのがインターネットのお行儀（モラル）ですが、「自分がダメージを受けること」に

ならないよう気をつけるのも、重要なポイントです。 

 

３．表現を工夫する 

 

 「誰に」「何を」「どうやって」情報発信するかを理解できたら、次は表現方法について

です。相手に直接届けるメッセージやメールと、インターネット上で読んでもらう SNS・

つぶやきなどでは、記載する内容は異なりますが、伝えたいことが「誤解されることなく」
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「正しく」読み手に伝わってほしいという思いは一緒です。では、どんな工夫をすればよ

いのか、何に気をつけたらよいのかについて考えてみましょう。 

 

（１）見やすい・読みやすい 

メッセージやメール、SNSへの書き込みでも、ダラダラとつながった長い文章は見た

目が悪いだけでなく、とても読みにくく、大事なことが埋もれてしまって伝わりにくく

なります。 

長くなりそうな場合は、文末で改行したり、行間をあけたりして見た目を整えるだけ

で、かなり読みやすくなります。自分で読み返してみて、見やすく読みやすい体裁にな

っているか確認し、文章が読みづらい場合は書き方を工夫してみましょう。 

 

（２）伝わりやすい 

どんな文章でも「誰が」「いつ」「どこで」「何を」「どうしたのか」といったように５

Ｗ１Ｈを意識して書くと、あなたのメッセージが伝わりやすくなります。また、先に結

論をはっきりと書いて、次にその理由や背景を書くようにすることも、言いたいことが

伝わりやすい情報発信方法と言えます。 

あなたの個人的な考えや予想、あるいは想像を伝えたいときは、「私は○○だと思う」

と書いたり、「あくまでも個人的な意見だけど」と断り書きを入れたりして、それが「一

般論ではなく発信者の見解」だということがきちんと伝わるようにしましょう。 

 

（３）分かりやすい 

  読んだり見たりした相手にあなたからの情報を理解してもらうには、分かりやすい内

容でないと困ります。うまく情報が伝わらず、ほめたつもりが逆に受け取られてしまっ

たり、冗談のつもりが冗談で伝わらなかったりする場合があるからです。あなたが分か

りにくい情報をもらったら困るように、相手もよく分からない情報をもらったら判断に

困ります。短すぎる言葉、主語や述語が混乱するほどの長文（例：句読点で延々つなが

った長い文章）等は避け、意味が分かりにくい言葉や、2 通りにも 3 通りにも受け取れ

る表現を使ったりしないように心がけましょう。 

  また、相手が仲の良い友だちの場合は、文字だけでは伝わらない気持ちを「スタンプ」

や「絵文字」、「顔文字」を使って表すことも効果的かもしれません。仲の良い友だちだ

から短い言葉でも分かるだろうと思って送ってしまったメールが、トラブルの原因にな

ることもあります。また同じ言葉でもいくつかの意味があり、相手の受け取り方によっ

ては誤解が生じることもありますので、親しい仲でも油断は禁物、言葉遣いに気をつけ

ましょう。 
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（４）知らない人や目上の人に対しての言葉づかいや気配り 

メッセージやメール、SNS へのコメ

ントなどで誰かに質問するときもある

でしょう。相手が良く知らない人や目上

の人の場合、丁寧な言葉づかいで文章を

書きましょう。例えば調べ学習の問い合

わせをする際は、「はじめまして。私は

中学○年生の○○といいます。今、学校

で××について調べています。お忙しい

ところ申し訳ありませんが、いくつかお

聞きしたいことがあるので・・・」と言ったような書き出しにするとよいでしょう。学

年を書くのは、相手が、どの程度詳しく話せばいいかを判断するのに参考になるからで

す。こういう、ちょっとした気配りも大切です。 

また、あなたの都合で問い合わせをしているのですから、返事がなかなか来なくても

待つようにしましょう。期限があるなら「○月○日の×時ごろまでにお返事をいただけ

るとうれしいです。」と書くのが礼儀です。それまでに返事が来ないようであれば別の手

段を考えましょう。これも見えない相手への気配りです。SNSなどの場合、きちんとし

た丁寧な文章で書けば、親切な読者の人が代わりにアドバイスしてくれるかもしれませ

ん。 

 

４．どの機能を使って情報を伝えるか 

 

 インターネットでは、スマホやケータイの多彩で便利な機能を使って、さまざまな情報

を発信することができます。ここでは、いくつかの機能を使うときに注意することについ

て考えてみましょう。 

 

（１）文字で伝える場合 

  文字で伝えたいときには、メッセージやメール、SNSなどへの書き込みをすると思い

ます。文字だけでは感情や真意が伝わりにくいこともありますから、文章表現を工夫し

ましょう。絵文字や顔文字で気持ちを伝えることもよいでしょう。 

  書き込みをする場合は、不特定多数の人に見られることを意識して、複数の意味に取

られないように十分に内容・表現・言葉づかいに気をつけることも忘れてはいけません。 

 

（２）写真で伝える場合 

   写真で伝えたいときには、メッセージやメール、SNS、つぶやきなど、いくつもの方

法がありますが、いずれにしても写真の中身に気をつけましょう。たとえ一緒に写って
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いる友だちに許可をもらっていたとしても、一度誰かに送ったり SNSなどに載せたりし

た写真は、取り戻すことも無かったことにすることもできません。データは簡単にコピ

ーや転送・転載ができるので、十分に気をつけましょう。 

 また、レストランなどで料理の写真を撮っている人をよく見かけますが、本来、許可

なく撮影するのはマナーに反する行為です。お店に並んでいる商品を無断で撮影しよう

として、店員さんに叱られた経験を持つ人はいませんか。「撮ってもいいですか？」「ネ

ットで紹介してもいいですか？」とお店の人に声をかける、シャッター音が耳障りにな

るような静かな場所では撮影を遠慮するなどの心づかいが大切です。 

 

（３）文字と写真を組み合わせて伝える場合 

  当然、（１）文字で伝える場合と（２）写真で伝える場合の両方で記載した内容につい

て気をつける必要があります。文字情報と写真情報が合わさると、より具体的で分かり

やすくなる半面、『２．何をどうやって発信するか』でもお話したように「うっかり」が

トラブルや危険につながる可能性も大きくなります。 

文章と写真の中身をチェックすると共に、文字だけにしたほうがよいのか、写真も一

緒のほうがよいのか、しっかり考えてから情報発信するようにしましょう。 

 

（４）動画で伝える場合 

  動画をメッセージやメール、SNSに投稿する際は、写真以上に中身に気をつけましょ

う。動画は写真よりもさらに様子や状況が相手に伝わりやすくなるので、良い内容なら

問題ないですが、悪い内容なら取り返しのつかないことになってしまいます。たとえ自

分たちが映した動画でなくても一緒です。インターネットで見つけた残虐な動画を友だ

ちに送ってしまい、それを見た友だちがショックで精神的なダメージを負ってしまった

ケースも実際にあります。くれぐれも、注意してください。 

また、人気の動画投稿サイトに投稿するときにも、映っている人はみんな投稿するこ

とを OK しているのか、投稿しても問題ない内容なのか、誰かに迷惑をかけたり嫌な思

いをさせたりしないか、著作権などの権利は大丈夫なのか、といったことを十分に考え

てから投稿しましょう。（詳しくは、ケータイ・インターネットの歩き方 3「著作権編」

をご覧下さい。） 

 

５．最後に 

 

インターネットを利用すれば、いつでも、どこでも、誰でも簡単に情報を発信すること

ができます。でも、あなたの伝えたいことを相手に上手に伝えるためには、これまで学ん

できたように、相手の状況を踏まえ、何をどのように発信するかを考えることがとても大

切です。またメッセージやメールを書いたり、SNSに投稿したりするときだけでなく、そ
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のようなメッセージやメール、投稿を読むときにも、相手がどのような意味で書いている

のか、書いた側の気持ちを考えて読むことも大切です。安易に考え早合点してしまい、悪

意のある返信や投稿をしてしまうと、後で取り返しのつかないトラブルになったり、いじ

めにつながったりしますので、十分に注意しましょう。 

スマホが登場して、より便利に、より幅広

い用途に活用できるようになったインターネ

ット。安全に賢く活用できるか、その逆にな

ってしまうかは、あなた次第です。これから

もインターネットで相手との人間関係を広め

たり深めたりしていけるように、人生のプラ

スに使えるように、「情報発信の仕方編」で学

んだことを実践していってください。 
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「情報発信のしかたを考えよう」 学習指導案 

※本学習指導案は、SNSを使用しない第１時と、第１時を修了した後に、第 1時の応用として SNS

体験を実習する第２時で構成されています。 

 

第１時（SNS体験なし） 

１ 学年 小学 6年生 

２ 学習のねらい 

 ○ インターネットに情報を発信する際の、受け手（読み手）を意識して、正しく、分かりやすい表

現が必要なことを理解する。 

 ○ ブログ作成（下書き）を通して、個人情報や肖像権に配慮することの大切さに気づく。 

３ 資料名 ケータイ・インターネットの歩き方 5「情報発信の仕方編」 

  （一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構制作） 

４ 本時の展開（４５分） 

配時 学 習 活 動 留 意 点 （・）と 評 価 （◇） 

導入 

５ 

１．ブログの仕組みを知る。 

○ブログについて、知っていることを発表

する。 

 

 

 

○ブログの仕組み（入力方法）を知る。 

 

・実際のブログを提示して、興味・関心を高め

る。 

・提示教材 1を利用してもよい。 

 ＜※1．SNSサイトの日記画面スライド＞ 

 

・提示教材 2 を利用して、入力欄に文章を打

ち込み、写真を選択するだけで、簡単に作成

できることを伝える。 

＜※2．SNSサイトの日記入力画面スライド＞ 

・本時は、インターネット（ブログ等）での情報

発信のしかたを考える活動であることを伝え

る。 

 

展開 

２５ 

(15) 

 

２．ブログによる情報の発信の問題点を考

える。 

○どんな人が情報を見ているのか、情報を

受け取る相手（読み手）について考える。 

 ※利用コンテンツ 

「1 誰に情報発信するか」 

 

 

 

 

・メールとブログやプロフ、コミュニケーション

サイトでは、情報を受け取る相手が異なるこ

とを知る。 

・ブログは、不特定多数に対して情報を発信

していることを確認する。 
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○自分の個人情報を掲載しているブログ A

（※）を見て話し合う。 

・個人で考えワークシートに記入する。 

・発表して共有する。 

＜※サンプルブログ A＞ 

 

○友達や先生の写真や情報が掲載されて

いるブログ B（※）を見て話し合う。 

・個人で考えワークシートに記入する。 

・発表して共有する。 

＜※サンプルブログＢ＞ 

 

○ちょっとしたいたずら心で書いたブログ C

（※）を読んで話し合う。 

・個人で考えワークシートに記入する。 

・発表して共有する。 

＜※サンプルブログ C＞ 

 

 ※利用コンテンツ 

「2 何をどうやって情報発信するか」 

 

・自分の顔や住所、学校名、クラスが分かる

ことを確認する。 

・個人情報が分かると、どんな問題が起こる

か考えさせる。 

 

 

・友達や先生の写真や個人情報も勝手に掲

載してはいけないことを確認する。 

・個人情報が分かると、どんな問題が起こる

か考えさせる。 

 

 

・インターネットで発信した情報は、いたずら

では済まされず、責任を問われることを理解

させる。 

・新聞記事などで、偽計業務妨害等の事例を

見せるとよい。 

 

(1０) ３．ネットでの情報発信の表現の工夫につ

いて考える。 

○メールやネットで、「誤解されることなく」

「正しく」読み手に伝えるために、どんなこ

とに気をつけたらいいかえる。 

・テキストを読んで、ワークシートに記入す

る。 

・発表して共有する。 

※利用コンテンツ 

「3 表現を工夫する」 

 

 

 

・読み手の立場になって考えさせる。 

・4つのポイントを整理させる。 

1） 見やすい、読みやすい 

簡潔にまとまっていること 

2） 伝わりやすい 

5W1Hを意識する 

3） わかりやすい 

誤解のないような内容になっているか  

4） 言葉使いや気配り 

知らない人や目上の人に対して丁寧な言

葉を遣う 
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まとめ 

１5 

４．自分達の「学校・学級の良いところ」を

紹介するブログを下書きする。 

○自分の学校や学級のことを紹介するブ

ログの内容を考え、まとめる。 

・タイトルと文章を書く。 

・載せたい（撮りたい）写真のイメージをイラ

ストで描く。 

 

 

 

 

 

 

 

○ブログを作った感想を発表する。 

 

○本時のまとめする。 

・ワークシートに記入する。 

 

 

・ブログ入力画面と同レイアウトのワークシー

ト（※）を人数分用意しておく。 

＜※SNSサイトの日記画面ワークシート：ブロ

グを作成してみよう＞ 

・子どもたちの状況を見ながら、文章の書き

方やイラストの描き方について支援する。 

・内容が思いつかない子どもには、学校やク

ラスの自慢したいことや好きな行事などを考

えさせる。 

・早くできた場合は、お互いのブログを見合

い、感想を伝える。 

 

◇ネットで情報を発信する際の内容、表現、

言葉づかいが適切か。（ワークシート、発言） 

◇個人情報や肖像権に配慮することができ

たか。 （ワークシート、発言） 

 

※SNS 体験を実施しない場合は、ここで終了

となります。 
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第２時（SNS体験実施） 

１ 学年 小学 6年生 

２ 学習のねらい 

 ○ 自分の伝えたいことについて、分かりやすい文章と写真を使ってブログを作成することがで

きる。 

 ○ 相手に対して思いやりを持ってコメントを書き、コミュニケーションすることができる。 

３ 資料名 ケータイ・インターネットの歩き方 5「情報発信の仕方編」 

  （一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構制作） 

SNSサイト ※授業で利用する SNSサイトの情報につきましては EMAのお問い合せ 

フォーム（https://www.ema.or.jp/edu_i/）まで、お問い合わせください。 

４ 本時の展開（４５分） グループで 1台の情報端末を利用する 

配時 学 習 活 動 留 意 点 （・）と 評 価 （◇） 

導入 

５ 

１．グループでブログの内容を話し合う。 

○自分の学校や学級のことをブログで紹

介する内容を決める。 

・ワークシートに、タイトルと簡単な文章を

書く。 

・どんな写真を撮るか話し合う。 

 

・本時は、実際にブログを作成して公開する

活動であることを伝える。 

・前時に見合ったなかから、選んでも良いこと

を伝える。 

・ブログ入力画面と同レイアウトのワークシー

ト（※）をグループ数分用意しておく。 

＜※SNSサイトの日記画面ワークシート：ブロ

グを作成してみよう＞ 

 

展開 

２７ 

(15) 

 

２．デジタルカメラで撮影する。 

○グループ 1 台ずつデジタルカメラ（情報

端末のカメラ機能）を使って、写真を撮影

する。 

○何枚か撮影した場合は、利用する画像

を話し合って選んでおく。 

 

 

・ブログで公開（不特定多数に対して情報を

発信）することを意識して撮影させる。 

◇わかりやすく伝える写真が撮れたか。（画

像） 

◇個人情報や肖像権に配慮することができ

たか。（画像） 

 

(1２) ３．ブログを作成する。 

○グループごとにブログを作成する。 

・タイトル、本文を入力する。 

・撮影した画像を挿入する。 

 

 

・アカウントやパスワードの重要性を伝える。 

・入力画面を拡大投影し、操作しながら説明

する。 

・作業方法が分からないグループに対して支

援する。 

https://www.ema.or.jp/edu_i/
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◇ネットで情報を発信する際の内容、表現、

言葉づかいは適切か。（ブログ、発言） 

 

まとめ 

１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

４．コメントを書く。 

○他のグループのブログを見て、意見や

感想をコメント欄に書き込む。 

 

 

 

 

 

 

 

５．ブログを作成した感想を発表する。 

 

 

・コメントの書き方と読み方を説明する。 

・最初はペアを指定するなど、同じグループ

にコメントが重ならないように工夫する。 

・時間があれば、グループ内で交替してでき

るだけ多くの子どもがコメントを書くように声を

かける。 

◇相手に対して思いやりを持ってコメントを書

いているか。（ブログのコメント） 

 

交流することで、コミュニケーションが広がっ

ていくことを実感させる。 

 

 



17 

 

 

（   ）月（   ）日 

情報発信のしかたを考えよう 

（    ）年（    ）組  名前（              ） 

 

１  ブログ Aを見て、問題だと思うことを書きましょう。 

 

 

２  ブログ B を見て、問題だと思うことを書きましょう。 

 

 

３  ブログ C を見て，問題だと思うことを書きましょう。 

 

 

４  メールやネットで読み手に伝えるために工夫する点をまとめましょう。 

 

  （１）                                            

  （２）                                            

     （    ） W （    ） H 

  （３）                                            

  （４）                                            

 

５  今後、ブログなどで情報を発信するときに気をつけることを書きましょう。 

 ワークシート 
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（   ）月（   ）日 

ブログを作成してみよう 

（    ）年（    ）組  名前（              ） 

 

日記を書く（※の項目は必須です） 

タイトル ※  

本文 ※  

公開範囲 

（ひとつ選択） 

○全員に公開 

○メンバーまで公開 

○公開しない 

 

 

 ワークシート 

確認画面 下書き保存 
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【板書案】 

 

 

※ワークシート、板書案は、SNS体験なし、SNS体験実施に関わらず共通となります。 
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【提供教材】 

＜※1．SNSサイトの日記画面スライド＞ 

 

＜※2．SNSサイトの日記入力画面スライド＞ 
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＜※サンプルブログ A：自分の顔や住所、学校名、クラスが分かるブログ例＞ 

 

＜※サンプルブログ B：友達や教師の写真や名前を掲示しているブログ例＞ 

 

＜※サンプルブログ C：ちょっとしたいたずら心で書いたブログ例＞ 

※一般の SNS で上記のような投稿を行おうとすると、削除対象になることや、アカウントが停止さ

れるおそれがあります。 
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「情報の発信を考えよう」 学習指導案（SNS体験なし） 

１ 学年 中学 3年生  

２ 学習のねらい 

 ○ 情報社会における自分の責任や義務について考え、行動することを理解する。 

 ○ 自他の情報の安全な取り扱いに関して、正しい知識を持ち、情報メディアとの関わり方やネ

ットワークの公共性を意識し、行動するようにする。 

 ○ 著作権の意味を理解し、著作権を守らなければならない理由と守ることが豊かな社会につ

ながることにも気づく。 

３ 資料名 ケータイ・インターネットの歩き方 5「情報発信の仕方編」 

  （一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構制作） 

４ 本時の展開（５０分） 

時配 学 習 活 動 留 意 点 （・）と 評 価 （◇） 

導入 

１５ 

 

１．情報の信憑性を知る。 

○調べたい情報を、どこからどのように手に

いれるかを聞く。 

 

・特にネットの場合 その情報が正しいかど

うかをどのように判断しているかを聞く。 

 

 

２．情報の発信を考える。 

○下記のメールの問題点を考えさせる 

「電車、止まっちゃった～（Ｔ_Ｔ）」 ある高校

生が、電車が止まり、帰宅時間が遅れそう

なので家族に送ったメールです。 

・個人で考え、グループで話し合う。 

発表して共有する。 

※利用コンテンツ 

「１ 誰に情報発信するか？」 

 

発展・応用 

 ＢＣＣとＣＣについて知る 

 

 

・いろいろと答えを引き出す。 

テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、ネット、ケータイな

ど。特にありとあらやる情報が今ネットで得ら

れることに気付かせる。 

・ネットの場合、その情報が正しいかどうかを

特に確認する必要があることに気付かせる。 

 

 

・いろいろと答を引き出す。 

下記のことを理解させる。 

・読み手に状況をきちんと伝える 

 

展開 

２５ 

(1２) 

３．何をどうやって情報発信するかを考える

。 

※利用コンテンツ 
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(1３) 

「２ 何をどうやって情報発信するか」 

 

○学校で文化祭がありました。その情報を「

誰に」「どのように」伝えるか考えさせる。 

 

・個人で考え，ワークシートに記入する。 

・グループで話し合う。 

発表して共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

発展、応用 

方法に関してのメリットとデメリットを考えさ

せてもよい。 

 

 

 

・いろいろと答を引き出す。 

 「誰に」 

友達に対して 

一人の場合、複数の場合 

いつもあっている友達の場合 

いつもあえない友達の場合 

   家族に対して 

知らない人に対して 

「どのように」 

直接の会話、電話、手紙、プロフ、 

メール、ブログ、ＨＰ、ツイッター、 

ＳＮＳなど 

 

 ４．ネットでの情報発信の表現の工夫と機

能について考える。 

※利用コンテンツ 

「３ 表現を工夫する」 

 

・メールやネットでの発信で伝えるときの「誤

解されることなく」「正しく」読み手に伝えるた

めにどんな工夫がいるか、何に気をつけた

らいいか考える。 

 

・個人で考え，ワークシートに記入する。 

・グループで話し合う。 

発表して共有する。 

 

 

 

 

 

 

・いろいろと答えを引き出す。 

下記のポイントに特に気付かせる。 

１） 見やすい、読みやすい 

 簡潔にまとまっていること 

 矢印や記号を使ったりして体裁を整える 

２） 伝わりやすい 

 ５Ｗ１Ｈを意識する 

 個人の見解か一般論かどうかも伝える 

３） わかりやすい 

 誤解のないような内容になっているか 

確認認すること。 １）と同じ条件 

４） 言葉使いや気配り 
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 知らない人や目上の人に対して丁寧な 

言葉を使うこと 

 

・２つのことを理解させる。 

・読み手（聞き手）に状況をきちんと伝える 

・読み手（聞き手）の状況や気持ちをふまえ

ることの大切さを知る 

 

まとめ 

１０ 

 

５．ネットでの情報発信の機能について考え

る。 

※利用コンテンツ 

「４ どの機能を使って情報を伝えるか」 

 

・ケータイやネットでの発信で伝えるときの

機能を使うときの注意点を考えさせる。特に

下記の３つにしぼって何に気をつけたらいい

か考える。 

１） 文字 

２） 写真 

３） 動画 

 

・個人で考え、グループで話し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ネットで発信するためのルールを３つワー

クシートに書く。 

・個人で考え、ワークシートに記入する。 

 

 

 

 

 

・ネットで情報を発信するときには注意すべき

点がいくつかあります。これらの点について気

を付け、上手に使うようにさせる。 

 

◇ネットで情報を発信するときに注意すべき点

について気付くことができたか。（ワークシート

、発言） 

・内容、表現、言葉づかいを適切に使うことが

できている。 

・著作権に関して理解させる。 

「作品の利用を許可したり、禁止したりする

ことのできる権利のこと。無断で他人に利用

されないように保護すること。」インターネッ

ト上の音楽やマンガ、ケータイ小説や写真、

どんなものにも著作権があることを気付か

せる。 

◇著作権に関する基本的な意味を理解できて

いる。 

（発言） 

 

・２つのことを理解させる。 

・相手の状況や気持ちをふまえることの大切

さを知って情報をどのように発信するかを
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・グループで話し合う。 

○発表する。 

 

※利用コンテンツ 

「５ 最後に」 

考える。 

・ケータイやネットは安全に賢く活用すること

によって相手との人間関係を広めたり深め

たりすることができる。 

（スマートフォンだと簡単に活用できるので、

特に注意が必要なことも触れる） 

 

◇情報の発信の大切さに気づき、尊重しようと

する態度が養われたか。（ワークシート、発言） 
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「情報の発信を考えよう」 学習指導案（SNS体験実施） 

１ 学年 中学 3年生  

２ 学習のねらい 

 ○ 情報社会における自分の責任や義務について考え、行動することを理解する。 

 ○ 自他の情報の安全な取り扱いに関して、正しい知識を持ち、情報メディアとの関わり方やネ

ットワークの公共性を意識し、行動するようにする。 

 ○ 著作権の意味を理解し、著作権を守らなければならない理由と守ることが豊かな社会につ

ながることにも気づく。 

３ 資料名 ケータイ・インターネットの歩き方 5「情報発信の仕方編」 

  （一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構制作） 

SNSサイト ※授業で利用する SNSサイトの情報につきましては EMAのお問い合せ 

フォーム（https://www.ema.or.jp/edu_i/）まで、お問い合わせください。 

４ 本時の展開（５０分）×２時間 

第１時 

時配 学 習 活 動 留 意 点 （・）と 評 価 （◇） 

導入 

１５ 

 

１．情報の信憑性を知る。 

○調べたい情報を、どこからどのように手に

いれるかを聞く。 

 

・特にネットの場合 その情報が正しいかど

うかをどのように判断しているかを聞く。 

 

２情報の発信を考える。 

○下記のメールの問題点を考えさせる 

「電車、止まっちゃった～（Ｔ_Ｔ）」 ある高校

生が、電車が止まり、帰宅時間が遅れそう

なので家族に送ったメールです。 

・個人で考え，グループで話し合う。 

発表して共有する。 

※利用コンテンツ 

 「１ 誰に情報発信するか？」 

 

発展・応用 

ＢＣＣとＣＣについて知る 

 

 

 

・いろいろと答えを引き出す。 

テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、ネット、ケータイな

ど。特にありとあらやる情報が今ネットで得ら

れることに気付かせる。 

・ネットの場合、その情報が正しいかどうかを

特に確認する必要があることに気づかせる。 

 

・いろいろと答を引き出す。 

下記のことを理解させる。 

・読み手に状況をきちんと伝える 

 

https://www.ema.or.jp/edu_i/
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展開 

３５ 

(1２) 

 

 

 

 

 

 (２３) 

３．何をどうやって情報発信するかを考える

。 

※利用コンテンツ 

「２ 何をどうやって情報発信するか」 

 

○学校で文化祭がありました。その情報を「

誰に」「どのように」伝えるか考えさせる。 

 

・個人で考え、ワークシートに記入する。 

・グループで話し合う。 

発表して共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

発展、応用 

方法に関してのメリットとデメリットを考えさ

せてもよい。 

 

 

 

 

 

 

・いろいろと答を引き出す。 

 「誰に」 

友達に対して 

一人の場合、複数の場合 

いつもあっている友達の場合 

いつもあえない友達の場合 

   家族に対して 

知らない人に対して 

「どのように」 

直接の会話、電話、手紙、プロフ、 

メール、ブログ、ＨＰ、ツイッター、 

ＳＮＳなど 

 

 

第２時 

時配 学 習 活 動 留 意 点 （・）と 評 価 （◇） 

体験 

４０ 

４．ネットでの情報発信の表現の工夫と機

能について考える。 

※利用コンテンツ 

「３ 表現を工夫する」 

 

ソーシャルメディアを利用するようになった

時に、安全かつ効果的にソーシャルメディア

を利用できるリテラシーを身に付けるため3

点を考えさせる 

1．インターネット利用のルールを考える 

2．SNSから情報発信を行う 

 

 

 

 

 

・いろいろと答えを引き出す。 

下記のポイントに特に気付かせる。 

１） 見やすい、読みやすい 

 簡潔にまとまっていること 

 矢印や記号を使ったりして体裁を整える 

２） 伝わりやすい 
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3．自分たちの活動について発表する 

 

具体的に下記に取り組ませる 

・メールやネットでの発信で伝えるときの「誤

解されることなく」「正しく」読み手に伝えるた

めにどんな工夫がいるか、何に気をつけた

らいいか考える。 

 

 

・インターネット利用のルールに則り、SNSか

ら情報発信を行わせる。テーマは学校行事

について学外の人に伝えることを課題にす

る。文化（学園）祭、体育祭、修学旅行、クラ

ブ活動などの学校行事を、写真やテキスト

を利用してSNSへ投稿を行い、コメントが書

き込まれた場合には、それに対して生徒が

返答するなど、ソーシャルメディア上のコミュ

ニケーションを体験させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書き込むときに、「はじめはできるだけ沢山

書いてください」と指示し、途中からは「書き

込んだら消さないでください」と指示し、書く

ことに対しての意識を高めさせる。 

 ５Ｗ１Ｈを意識する 

 個人の見解か一般論かどうかも伝える 

３） わかりやすい 

 誤解のないような内容になっているか 

確認認すること。 １）と同じ条件 

４） 言葉使いや気配り 

 知らない人や目上の人に対して丁寧な 

言葉を使うこと 

 

疑似体験に関して 

・アカウントやパスワードの必要性を知る 

・プロフィールの項目や写真のアップロード

について知る 

・ページの項目を知る 

メンバーリスト 

コミュニティリスト 

・日記の作成方法を知る 

・アルバムの作成方法を知る 

・メンバーグループなどを活用して書き込む

方法を知る 

 

・SNSに投稿する前に上記の自分たちが考え

たポイントに則っているかを確認し、学校につ

いて理解を深めてもらうという目的を持ってSN

Sへ投稿する。 

 

 

・２つのことを理解させる。 

・読み手（聞き手）に状況をきちんと伝える 

・読み手（聞き手）の状況や気持ちをふまえ

ることの大切さを知る 

 

※「一度立ち止まって考えてから書き込む」こと

の大切さを理解する 
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まとめ 

１０ 

５．ネットでの情報発信の機能について考え

る。 

※利用コンテンツ 

「４ どの機能を使って情報を伝えるか」 

 

・ケータイやネットでの発信で伝えるときの

機能を使うときの注意点を考えさせる。特に

下記の３つにしぼって何に気をつけたらいい

か考える。 

１） 文字 

２） 写真 

３） 動画 

 

・個人で考え、グループで話し合う。 

  

 

発展、応用 

SNSへ情報発信を行った体験を振り返り

、学習した内容についてまとめて発表させ

る。学外の人へ学校行事について伝える

ために、工夫した点やリスクを避けるため

に特に注意した点を、パワーポイントなど

にまとめて発表させる。 

 

○ネットで発信するためのルールを３つワー

クシートに書く。 

・個人で考え、ワークシートに記入する。 

・グループで話し合う。 

○発表する。 

 

※利用コンテンツ 

「５ 最後に」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ネットで情報を発信するときには注意すべき

点がいくつかあります。これらの点について気

を付け、上手に使うようにさせる。 

 

◇ネットで情報を発信するときに注意すべき点

について気付くことができたか。（ワークシート

、発言） 

・内容、表現、言葉づかいを適切に使うことが

できている。 

・著作権に関して理解させる。 

「作品の利用を許可したり、禁止したりする

ことのできる権利のこと。無断で他人に利用

されないように保護すること。」インターネッ

ト上の音楽やマンガ、ケータイ小説や写真、

どんなものにも著作権があることを気付か

せる。 

◇著作権に関する基本的な意味を理解できて

いる。（発言） 

 

・２つのことを理解させる。 

・相手の状況や気持ちをふまえることの大切

さを知って情報をどのように発信するかを

考える。 

・ケータイやネットは安全に賢く活用すること

によって相手との人間関係を広めたり深め

たりすることができる。 

（スマートフォンだと簡単に活用できるので、

特に注意が必要なことも触れる） 

 

◇情報の発信の大切さに気づき、尊重しようと

する態度が養われたか。（ワークシート、発言） 
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発展 

 書き込んだことを相手がどう理解するか 

相手の気持ちを考えさせる。 

 

例： 

「Aちゃんは来なくていいよ」 

「Aちゃんは来なくていいよ！」 

「Aちゃんは来なくていいよ^^」 

「Aちゃんは大変だろうから来なくていい

よ」 

「Aちゃんは大変だろうから来なくていい

よ～」 

 

 

・”複数の解釈”が可能な文章を提示して、生

徒に様々な解釈を求める。 

・解釈によってはいじめられているかのように

感じることを理解させる。 
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（   ）月（   ）日 

情報の発信を考えよう 

（    ）年（    ）組  名前（              ） 
１  「電車、止まっちゃった～（Ｔ_Ｔ）」 ある高校生が、電車が止まり、帰

宅時間が遅れそうなので家族に送ったメールです。あなたならどのような

文章で送りますか。書いてみましょう。 

 

 

 

２  情報を誰にどのように伝えるかを書きましょう。 

 

 

 

 

３ メールやネットで読み手に伝えるために工夫する点を書きましょう。 

 

 

 

 

 

４ ネットで情報を発信するときのルール３つ！！ 

 

 

 

 

 

 

補足 

１ 著作権とは何でしょう。 著作物にはどのようなものがあるでしょう。 

２ 著作物を使用する際に許諾を得るにはどうしたらよいでしょう。 

 ワークシート 

 １． 

 

 ２． 

 

 ３． 
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【板書案】 

 

 

※ワークシート、板書案は、SNS体験なし、SNS体験実施に関わらず共通となります。 
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指導計画・スケジュール 例 

講

義

回

数 

予定 
学びの 

プロセス 
内容 効果 

1

回 

ソーシャル

メディア・リ

テラシーを

学ぼう 

「知る」 

「考える」 

インターネットで可能性を広げる 

ネットいじめやプロフの炎上など

身近なリスクや、ソーシャルメディ

アを活用した事例からインターネ

ットのメリットを学ぶ。 

・インターネットを自分の可能

性を広げるために活用する力 

・ネットリスクを避ける力 

1

回 

インターネ

ット利用の

ルール作り 

「考える」 

「創る」 

ルールを作る 

実体験を元に、インターネットを利

用する際に気をつけるべきことを

考える 

・インターネットを安全に利用

する力 

・トラブルから原因を探り、対

処する方法を考える力 

・他者の意見を聞く力 

1

回 

著作権を学

ぼう 

「創る」 

「知る」 

著作権について知る 

「5分でできる著作権教育」 

http://chosakuken.jp/exampl

e_list.html 

を利用して、著作物とインターネッ

トの関係を理解する。 

・著作権について知る 

・著作権を踏まえたインターネ

ット利用方法を学ぶ 

3

回 

ソーシャル

メディアか

らの情報発

信 

「調べる」 

「発信す

る」 

ソーシャルメディアで伝える・繋が

る 

学校行事について、読み手を意

識し目的を持って情報発信を行

う。写真を投稿する際に著作権や

個人情報について考える。 

・インターネットでコミュニケー

ションする力 

・伝える相手と目的を意識し

て、相手によりわかりやすく伝

える力 

1

回 
活動発表 

「まとめ

る」 

学習したこと・活動を伝える 

先生、保護者などに向けて活動

発表を行う 

・プレゼンテーション力 

・活動を振り返り学びを深める

力 

http://chosakuken.jp/example_list.html
http://chosakuken.jp/example_list.html
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