第６学年１組

学級活動（保健）指導案
平成29年10月10日（火）５時間目
会 場 ３階６年１組教室
授業者 新潟大学教育学部附属新潟小学校
養護教諭 長谷川由紀（MT）
教
諭 志田 倫明（ST）

１

題材名

どう使う？！ネット上のやり取り

-コミュニケーションを考えよう－

２

本題材の価値
本題材は，学習指導要領特別活動の学級活動共通事項（２）カを受けて設定した。
【学習指導要領特別活動 学級活動】
２）日常の生活や学習への適応及び健康安全
カ 心身ともに健康で安全な生活態度の育成
思春期の子どもは，仲間との親密な関係の中で人との関係づくりについて学ぶ時期にある。スマ
ートフォンやタブレット端末，通信可能なゲーム機などのデバイスの普及と，ＳＮＳやメッセンジ
ャーアプリの広がりは，人間関係を調整する力が未熟な思春期の子どもに大きな影響を与えている。
特にＬＩＮＥなどのメッセンジャーアプリは，リアルタイムのやり取りができ，実際に会話してい
るような感覚で手軽に利用できる。しかし，ネット上のやり取りは，互いに顔の見えない中でのや
り取りであるため，相手の気持ちや会話の内容を正確に理解することが難しい。そのため，誤解が
生じやすいという特性があり，様々なトラブルにつながりやすい。ネット上のやり取りの些細な誤
解から，いじめにつながったり，相手の反応を気にするあまりデバイスを手放すことができなくな
るというネット依存に陥ったりする。ネット依存に陥ると，生活習慣に影響が出やすいため，心身
の健康に不調を訴えたり，不登校やひきこもりにつながったりする。また，ＳＮＳやメッセンジャ
ーアプリが出会い系サイトとして悪用されている事実もあり，警戒心をもたない子どもが，犯罪に
*１
巻き込まれるケースも増えている 。使い方によっては，ネット上のやり取りは子どもの心身の健
康を脅かすトラブルにつながりやすい。子どもに，ネット上のやり取りの特性を気付かせた上で，
「自分ならどう使うか」と自分事として考えさせることがトラブル予防には欠かせない。
当校６年生の97％は，家庭で自由にインターネットにアクセス可能なデバイス（タブレット端末，
通信可能なゲーム機，ＰＣ等）を所持しており，日常的にインターネットを利用している。主に，
動画閲覧，情報検索，ゲーム等のために利用している。当校では，今年度よりＢＹＯＤ（ Bring your
own device ）を導入した。各家庭でタブレット端末を個人購入し，学習のために学校で活用するとい
う取組である。「学習のためにのみ活用する」という原則のもと, ガイドラインでは，ＳＮＳやメ
ッセンジャーアプリのインストールを禁止し，子ども同士のネット上のやり取りを制限している。
しかし，中学校進学後は，当校のガイドラインから外れ，自由にタブレット端末を利用できるよう
になる。そして自分のスマートフォンを所持する子どもも増える。附属新潟中学校においては，全
校生徒の64％が携帯電話・スマートフォンを所持しており，そのうち44％の子どもがＬＩＮＥの利
用経験がある。高校生の95％がＬＩＮＥを利用しているという全国調査の結果からも，発達段階が
上がるにつれ，ネット上のやり取りを利用する子どもが増えることが分かる。今後，当校６年生も
ネット上のやり取りを利用する子どもが増えることが予想される。
当校では，情報モラル指導を適宜行っているため，子どもはインターネット利用に関するルール
を知っている。しかし，なぜルールがあるのかという理由まで理解している子どもは少ない。既に
ＳＮＳやメッセンジャーアプリを利用している子どももいるが，多くはない。関心はあるものの，
ガイドラインや家庭でのルールで守られているために利用経験が少ない子どもが多い。大人の目の
届く範囲内でインターネットを利用している子どもは，守られているがゆえにネット上のトラブル
に対しての危機感が低い。しかし，半年後には現在よりも自由にインターネットを利用し始めるこ
とを考えると，６年生の今，利用ルールで子どもを守るだけでなく，ネット上のやり取りの特性に
気付かせ，子どもにトラブルを回避し適切に使うためにはどうすればよいかを考えさせることが重
要である。
本指導ではネット上のやり取りでのトラブル事例を提示し，登場人物両者の言動の理由を考えさ
せる。事例を基に考えさせることで，ネット上のやり取りで起こる行き違いを疑似体験させネット
上のやり取りの特性に気付かせる。そして，適切な使い方を考えさせる。本指導を行うことは，現
在のネット上のやり取りのトラブルを防ぐだけでなく，今後利用する際のトラブル予防にもつなが
る。これが本題材の価値である。

３

本題材で目指す姿
ネット上のやり取りの特性を理解し，適切な使い方を考える子ども
具体的には，「ネット上のやり取りは相手の表情や声が分からないので誤解しやすい。相手の気
持ちを考えてメッセージを送りたい」「誤解のない表現をしたい」「絵文字を使って，自分の気持ち
が伝わるように工夫したい」などと，ネット上のやり取りの特性を理解し，適切な使い方を考える
子ども。

*１樋口進（2013）「ネット依存症から子どもを救う本」
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本題材で育成する資質・能力
（保健指導）
学級活動

５
６

①知識・技能

②思考力・判断力・表現力

③態度

○ネット上のやり取りの
特性に関する知識

○適切なネット上のやり取
りの使い方を考え自己決
定をする力

○適切なコミュニケーシ
ョン方法を選択し，よ
りよい人間関係を築こ
うとする力

指導計画

全１時間（３Ｑ）

指導の構想
75％の子どもはメールやＳＮＳ，ゲーム内のチャットなど，ネット上のやり取りの利用経験があ
る。ネット上のやり取りからトラブルに発展した子どもは少ない
働き掛け１
ネットいじめ件数の推移グラフを提示し，トラブル予防のために今後もネット上のやり取り
を利用しないことがよいのかを問う。
問いをもたせるための働き掛けである。
まず，ＳＮＳやメールなどネット上のやり取りのよさを問う。子どもは，「便利」「手軽」などと
*２
よさを挙げる。次に，ネットいじめの件数グラフ を提示する。すると子どもは，トラブルが多い
事実から，「こんなにネットいじめにあっている」「やっぱりネット上のやり取りは危険なのかも」
と，ネット上のやり取りに不安を感じ始める。そこで，これからも利用しない方がよいのかを問う。
子どもは，「ネット上のやり取りの使い方の問題だ」「どんな使い方をすればよいのだろう」と考え
始める。ネット上のやり取りの使い方に着目し，どのように利用すればよいのかを考えている子ど
もを問いをもった状態とする。
働き掛け２
ネット上のやり取りでのトラブル事例を提示し，登場人物がとった言動の理由を問う。
ネット上のやり取りの特性に気付かせるための働き掛けである。
ＳＮＳでのトラブル事例を提示する。登場人物は二人で，投稿した内容に対しての相手の返信が，
自分を馬鹿にしているかのようにとらえ，現実の人間関係トラブルにつながったという事例である。
子どもは，なぜトラブルになってしまったのか疑問をもち，原因を予想し始める。そして，なぜ，
Ａさんは無視したのか，なぜＢさんは『え，どこが？』と送ったのかと，それぞれの登場人物がと
った言動の理由を問う。すると，
「Ａさんは，Ｂさんの返信で，馬鹿にされたと思った」
「Ｂさんは，
本当にどこが分からなかったかを聞きたかっただけなのかもしれないと思う」と，言動の理由を考
える。子どもの予想した両者の気持ちを整理して板書する。子どもは両者の間に行き違いがあるこ
とに気付く。
働き掛け３
「コミュニケーションにおける言葉の割合」のグラフを提示し，ネット上のやり取りをする
とき，気を付けていきたいことを問う。
適切なネット上のやり取りの使い方を考えさせる働き掛けである。
事例を通して，トラブルの原因は両者の誤解であることに気付いた子どもに，「コミュニケーシ
ョンにおける言葉の割合」のグラフ *３ を提示し養護教諭が説明をする。子どもは，ネット上のやり
取りで誤解が起こる原因について根拠をもって理解する。最後に，分かったことを基にこれからネ
ット上のやり取りを利用する際に気を付けていきたいことを問う。子どもは，「ネット上のやり取
りは相手の表情や声が分からないので誤解しやすい。相手の気持ちを考えてメッセージを送りたい」
「誤解のない表現をしたい」「絵文字を使って，自分の気持ちが伝わるように工夫したい」などと，
ネット上のやり取りの特性を理解した上での適切な使い方を考える。

*２文部科学省（2016）「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」
*３Albert Mehrabian（1936）「Silent messages」

(1) 本時のねらい （全１時間）
・ネット上のやり取りは，誤解や行き違いをしやすいという特性があることに気付く（知識）。
・ネット上のやり取りを使う際は，どのように使えばよいかを考える（思考・判断・表現）。
(2) 展 開
学習活動と子どもの姿
１

教 師 の 働 き 掛 け

ネット上のやり取りから ，ネットいじめな
どのト ラブルにならないため にはどう すれば
よいかを考える。
・便利。
・簡単に連絡ができる。。
・気軽にやりとりできる。

○ST発問「ネット上のやり取りの良さはどんな
ところですか」
※ネット上のやり取り･･･メール，LINE，Twitt
er，Instagram，mixi，メッセンジャー，ゲ
ーム機のチャット機能，ロイロノートでのや
り取りなど。子どもの経験を想起させる。
※有効に活用すれば，学習にも活用できる，便
利な一面があることを確認する。

・こん なにネット いじめに遭っている人がい
るんだ。
・ネット上のやり取りは危険だ。
・本当にトラブルなんて起こるのかな。
・使ってことが無いからよく分からないな。

○MT指示「このグラフを見てください。ネット
いじめの件数のグラフです。」
※ネットいじめの件数グラフ
【働き掛け１－①】

・使わ ないのが一 番だけど，どう使うかも大
事だよ。
・使い方の問題なんじゃないかな。

○ST発問「ネットいじめがこんなに起こってい
ます。これからもネット上のやり取
りを使わない方がよいのでしょう
か」
【働き掛け１－②】
○子どものつぶやきから学習課題を設定する。
ト ラ ブル に な らな い ，ネ ット上 のや り
取りの使い方とは？

２

ネット上のやり取りでのトラブル事例を提 ○MT指示「ネット上のやり取りで起こったトラ
示し，登場人物がとった言動の理由を考える。
ブルを紹介します。テレビを見まし
ょう。」
※MTはPowerPointを使って事例を提示する。二
人のやり取り部分は読み上げない。

【なぜＡさんはＢさんを無視したか】
・Ｂさ んに「どこ が？」と返されて，バカに
されたと思って怒ったから。
・Ａさ んは分から なくて困っていたのに，Ｂ
さんに「え，何で？」と軽く返されて悲し
かった。
・Ｂさ んに分かっ てもらえないと思ってムカ
ついたから。
・『だろ』で，さらにムカついた。

○MT発問「このメッセージのやり取りのあと，
なぜ，ＡさんはＢさんを無視するよ
うな態度をとったのでしょう」
【働き掛け２-①】
※補助発問「Ｂさんのどのメッセージでそう思
ったのですか」
※補助発問「Ｂさんのメッセージを見て，Ａさ
んはどんな気持ちになったと思い
ますか」
○MT指示「では，Ｂさんの立場になってみまし
ょう。テレビを見ましょう」
※Ｂさんの内言が入った事例を提示する。

【 な ぜ Ｂ さ ん は 『 え ， 何 で ？ ど こ が 』『 だ ろ 』 ○MT発問「Ｂさんは，どんな気持ちで『え，何
というメッセージを送ったのか】
で？どこが』と返信したのでしょう」
・どう いうところ が難しかったのか質問した
【働き掛け２－②】
かった。
※補助発問「Ｂさんには悪意があったと思いま
・バカにしたり，傷つけようとはしていない。
すか」
・Ａさ んに褒めら れたと思って『だろ』を返 ※事例を提示する前の予想と違う予想をしてい
した。
ることをおさえる。
３

これからネット上のやり 取りをするときが
来たら ，どんな使い方をして いくのが よいか
を考える。
・Ａさんが勘違いしている。
・ＢさんがＡさんのことを考えてないから。
・ネッ トだと相手 の表情が分からないから，
きちんと伝わっていない。
・絵文字がないから気持ちが伝わらない。
・字だけだと，気持ちが伝わらないから。

○ST発問「二人はネット上でメッセージのやり
取りをしていただけなのに，なぜこ
んな行き違いが起こったのでしょ
う。」

・ネッ ト上のやり 取りだと７％分の手がかり
しかないんだね。
・相手の顔とか声のトーンかな。
・その 人が勝手に 相手の気持ちを想像するか
らトラブルになっちゃうのかも。
・絵文字が入ると分かりやすくなるよね

・Ｂさ んの気持ち がより伝わるから，怒りは
しなかった。
・Ｂさ んが勘違い していることに気づいて，
もっとしっかり伝えようと思った。
・絵文字ひとつで，感じ方が違うな。
・ネッ ト上のやり 取りは相手の表情や声が分
からないので誤解しやすい。
・ちょ っとした誤 解からトラブルにつながり
やすいから，注意して使うことが大切だ。
・相手 の気持ちを 考えてメッセージを送りた
い。
・誤解のない表現をしたい。
・絵文 字を使って ，自分の気持ちが相手に伝
わるように工夫したい。
・相手の気持ちを考えて伝えたい。
・どう とらえるか わかりづらいメッセージの
とき は，思い 込みや 想像をせ ずに相手 に確
認したい。

○MT説明「このグラフを見てください。私たち
は，コミュニケーションをとるとき,
三つのことを手がかりにしていま
す。文や話の内容は７％。ネット上
のやり取りは，わずか７％だけを手
がかりにコミュニケーションをとっ
ていることになります。では，あと
の 93 ％ は ど ん な こ と が 入 る で し ょ
う。表情や動作，声が入ります。ネ
ット上のやり取りは，表情や声はあ
りません。思い込みや想像力で補っ
ています。」
※「コミュニケーションにおける言葉の割合」
グラフを提示する。
【働き掛け３-①】
○MT発問「もし，Ｂさんがこのメッセージを送
っていたら，Ａさんはどう思ったで
しょうか」
※Ｂさんのメッセージに絵文字を入れた事例を
提示する。
○ST発問「今日の授業で分かったことはどんな
ことですか」
※子どもの発言をもとに，課題に対するまとめ
をつくる。
○ST指示「ネット上のやり取りを使うとき，気
を付けたいことはなんですか。ワー
クシートに記入しましょう」
【働き掛け３-②】
※ワークシートを配付

（３）板書計画
コミュニケーションを考えよう
ネット上のやり取りのよさ

学習課題

ネット上のやり取りの問題点
まとめ

(４) 評 価
・「ネット上のやり取りは相手の表情や声が伝わらないので誤解しやすい」などと，ネット上
のやり取りの特性を理解しているかをワークシートの記述で判断する（知識・理解）
・「相手の気持ちを考えて伝える」や「絵文字を使って自分の気持ちが伝わるように工夫した
い」など，ネット上のやり取りの特性を理解した上で，トラブルを防ぐための使い方を考え
ているか，ワークシートの記述で判断する。（思考・判断）

