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新学習指導要領 情報

２．内容とその取扱い
（1）情報社会の問題解決
（2）コミュニケーションと情報デザイン
（3）コンピュータとプログラミング
（4）情報通信ネットワークとデータ活⽤
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新学習指導要領 総則
に書いてあること。
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新学習指導要領 総則

総則において、児童⽣徒の発達の段階を考慮し、⾔
語能⼒、情報活⽤能⼒（情報モラルを含む。）等の
学習の 基盤となる資質・能⼒を育成するため、各教
科等の特性を⽣かし、教科等横断的な視点から教育
課程の編成を 図るものとすることを明記。

情報活⽤能⼒（情報モラルを含む）
を、⾔語活動と同様に「学習の基盤
となる資質・能⼒」と位置づけ

07/39



情報Ⅰを⾒据えた情報活⽤能⼒を育む
データ分析の実践とその成果
⽣徒による⾃⾝と他者のインターネット利⽤状況の⽐較と分析

東京都⾼等学校情報教育研究会
平成３０（201８）年度 研究⼤会

2019/03/27 ⼝頭発表② 15：20〜15：50

東京都⽴江北⾼等学校
稲垣 俊介

08/39



0. 本発表の概要
1. 問題の所在と⽬的

2. 授業開発

3. 実践の内容と結果

4. 考察とまとめ

データ分析で実践する情報モラル授業
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0. 本発表の概要
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0. 本発表の概要

実習により，インターネット依存の「⾃覚」をさせ
ることができると考えた。その実践と考察である。

⾼校⽣に⾃分や他者のインターネットの利⽤状況を
分析させる実習をした。

⼀⽅、⾃分が他者と⽐較してどの程度インターネッ
トを利⽤しているか知る機会あまりない。

今⽇の⾼校⽣は、インターネットを⻑時間にわたっ
て利⽤している(内閣府 2018)。
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1. 問題の所在と⽬的
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1.1. インターネット利⽤と依存傾向の国際⽐較

総務省 情報通信⽩書平成26年版
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1.1. インターネット利⽤と依存傾向の国際⽐較

総務省 情報通信⽩書平成26年版
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6か国共通
（⽇本，⽶国，英国，フランス，韓国，シンガポール）

 10代〜20代
 インターネット利⽤の最⼤の理由がコミュニケー

ション
 スマートフォンユーザー

情報通信⽩書平成26年版 総務省（2014）
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1.1. インターネット利⽤と依存傾向の国際⽐較



 ネット利⽤ 99.0％（スマホ 93.4％）
 平均利⽤時間 217.2分（5時間以上利⽤者 23.2％）
 コミュニケーション（89.9％）動画視聴（85.2％）

平成30年インターネット利⽤環境実態調査(内閣府 2019)

 インターネット依存傾向が⾼い⽣徒
⾝近な⼈間関係や社会⽣活について不満を有して
いる割合も⾼い傾向

情報通信⽩書平成26年版（総務省 2014）

1.2. ⾼校⽣のインターネット利⽤と依存傾向
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1.2. ⾼校⽣のインターネット利⽤と依存傾向
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 SNSなどの双⽅向的コミュニケーションが過剰な利⽤を促す
インターネット依存」研究の展開とその問題点

⼩寺敦之（2013）

 LINEの使⽤が依存性をもち，精神的健康を低下
LINEの使⽤がLINE依存と精神的健康に及ぼす影響

中野 由章，⽶⽥貴（2013）

 ソーシャルメディアを閲覧するほど他⼈が幸せに⾒え，その結果として友
⼈関係満⾜度が低くなる
ソーシャルメディア・パラドクス：ソーシャルメディア利⽤は友⼈関係を抑制し精神的健康を悪化させるか

河合⼤介（2014）

 友⼈関係満⾜度が低いほどネット依存傾向が⾼まる
インターネット利⽤と依存に関する研究報告

橋元良明，⼩室広佐⼦，⼤野志郎，天野美穂⼦，河井⼤介，堀川裕介（2015）

 ネット依存傾向が⾼いと学校⽣活を送る上で必要なスキルが低い傾向
⾼校⽣における対⼈依存欲求とインターネット利⽤の性差との関係

稲垣俊介，和⽥裕⼀，堀⽥⿓也（2017）

 中国：ネット依存者は学校での対⼈関係において⾼いストレスの経験
The relationship between recent stressful life events, personality traits

Yan,w.,Li,Y & Sui,N.（2014）

 韓国：抑うつや不安，劣等感などの感情がネット依存に影響
Academic stress and internet addiction from general strain theory framework

Jun, S., & Choi, E. (2015)



① インターネット依存傾向への「⾃覚」の因⼦が検出
② ⾃分は正しく情報機器を利⽤できているという⾃信

がインターネットの過度な利⽤をしてしまう

「⾃覚」をさせる授業とはどんな授業なのか？

⾏動改善を⽬指した情報モラル教育 ネット依存傾向の予防・改善
酒井郷平,塩⽥真吾(2018)
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1.2. ⾼校⽣のインターネット利⽤と依存傾向



2. 授業開発
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2.1. インターネット依存の「⾃覚」を促す授業
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情報モラル教育 トラブルの疑似体験
 「本名」と「匿名」の⽴場のチャット体験
「他者意識・⾃⼰防衛」を意識した情報モラル教育に関する考察--情報化社会を⽣きる⼒との関連

⼾⽥和幸，野崎浩成（2010）

 「LINE外し」のロールプレイ
「LINE外し」ロールプレイングによる情報社会に参画する態度の育成

中野 由章，⽶⽥貴（2013）

 情報モラル教育において事例紹介型よりも体験重視型のカリ
キュラムの⽅が，情報モラルに対する認識が深まった

⼤学⽣の情報モラル教育における体験重視型指導の効果
⻄川 幸太, ⼭岸 芳夫（2016）



2.1. インターネット依存の「⾃覚」を促す授業
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現在の⾃分の問題として「⾃覚」を持つ授業
 情報リテラシー教育において，学習者が，⾃分の学習活動を

モニタリングすることにより，⾃分ができていない理由・原
因が整理でき，⾃分の⼒で「解決すべき問題点が明確化」さ
れたと報告

情報リテラシー教育における内省報告の効果
菅⾕克⾏ (2007)

 ⾃⼰について振り返るきっかけを持たせるためには，議論の
中⼼となる教材や資料を提⽰するのではなく，学習者の間で，
⾃⼰について考えながら議論できる状態をデザインすること
が重要

⾏動改善を⽬指した情報モラル教育 ネット依存傾向の予防・改善
酒井郷平，塩⽥真吾（2018）



2.1. インターネット依存の「⾃覚」を促す授業
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現在の⾃分の問題として「⾃覚」を持つ授業

⾃覚を促す授業

⾃⼰の
「解決すべき問題点の明
確化」

他者との
「認識の違い」



 時期 2018年度4⽉から6⽉ 全4回（1回2時間連続）
 対象 都⽴⾼等学校第3学年 男⼦165名 ⼥⼦149名

2.2. 実践の概要

授業実践の項⽬
１ ネット利⽤時間の⼊⼒と集計
２ ネット利⽤時間の分析
３ 分析結果のレポート作成とプレゼン作成
４ プレゼン発表と本単元の意⾒・感想の提出
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2.1. インターネット依存の「⾃覚」を促す授業
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⾃覚を促す授業

⾃⼰の
「解決すべき問題点の明確化」

他者との
「認識の違い」

インターネット，SNS，スマホ，携帯ゲーム機，据置
型ゲーム機の利⽤時間がカリキュラムの実践前より実
践後は減少している予測した。
この予測の検討のために、カリキュラムの最終⽇から
およそ２週間後に同様の項⽬で利⽤時間の記録をして
変化を確認した。



3. 実践の内容と結果
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分析のためのアンケート項⽬
 クラス・性別
 利⽤しているネット端末
 平⽇・休⽇のネット利⽤時間
 平⽇・休⽇のSNSとゲーム利⽤時間
 Instagram 投稿/ストーリー投稿数

アカウント/フォロー/フォロワー 数
 LINE トーク/グループ/友だち数
 Twitter ツイート/アカウント/

フォロー/フォロワー 数
 相⼿からのLINEの未読/既読
 ⾃分が送ったLINEの未読/既読
 利⽤しているSNSの種類
 Instagram/Twitter/Facebook

の公開設定について

3.1.ネット利⽤時間の⼊⼒と集計

 利⽤しているアプリのジャンル
 ゲーム課⾦とその⾦額
 スマホのOS/利⽤キャリア・プラン
 通信制限と⾃宅のWi-Fi環境
 フィルタリングサービス ある/なし
 スマホ/ガラケー取得時期
 ネット利⽤での体験 ある/なし
•ネット利⽤が原因で、何度か学校をずる休み
したことがある
•ネット利⽤が原因で、⻑期にわたる不登校や
休学を経験したことがある
•ネット利⽤が原因で、健康を損ね病院にか
かったことがある
•ネット利⽤が原因で、試験に失敗した
•ネット利⽤が原因で、友だちを失った
•起きている間中、ずっとスマートフォンで
ネットを利⽤している
•ひまさえあれば、スマートフォンでネットを
利⽤している
•⾃分はネット依存だと思う 26/39



3.2.ネット利⽤時間の分析

 ⾃分のクラスの利⽤傾向の分析
 ⾃分と他者の利⽤傾向の⽐較分析

⽣徒は教師の指⽰に従って作業するのではなく，
これまでの学習内容を活かして，結果の数値を分析し，
それをグラフ化した。

⽣徒は結果のデータのままでは，グラフ化できない場
合にどうすればいいのかを検討したり，質的データや
量的データの違いに気づいたりする契機となった。
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3.4.分析結果のレポート作成とプレゼン作成

分析によって作成した
表とグラフから表２に
ある質問項⽬に回答す
る形でレポートを作成
し提出をした．
そのレポートを基にプ
レゼンテーションを作
成した．

28/39



⽣徒のレポート例①
全体からあなたが予測したことは何ですか？
⼥性の⽅が男性よりも利⽤時間が⻑い。たくさんのSNSを利⽤す
るのは⼥性の⽅が多いと思うため。

予測を確かめるために調べたデータは？
全体的な利⽤時間は男性の⽅が⻑い。男性はゲーム利⽤時間、⼥
性はSNS利⽤時間が⻑い。

データから述べられる論拠は？
SNSは⾃分の書き込みや、他の⼈の書き込みの更新がない限り⾒
ることが無いので、ゲームと⽐較すると利⽤時間は⻑くならない
と考える。
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3.4.分析結果のレポート作成とプレゼン作成



⽣徒のレポート例②
あなたの予想は正しい・または誤りでしたか？それを述べて理由
があればさらに述べましょう
利⽤する時間は⼥性より男性が⻑かった。しかし、⼥性はSNS利
⽤時間が⻑く、利⽤していない間も、いつ更新があるかを楽しみ
にする等、気にかける時間は⻑いと考える。よって、利⽤時間は
⼥性が短いが、利⽤時間の⻑い男性より依存していないとは⾔え
ない。
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3.4.分析結果のレポート作成とプレゼン作成

⾃分のデータと全体のデータを⽐較してわかることを述べてください。
クラス平均よりも⾃分のネット利⽤時間は短い。ただ、他の⼈の
SNSの更新や⾃分が更新した際の反応を楽しみにしており、その
時間が他の⼈より⻑いと感じた。勉強をする際は通知を切るなど
⼯夫をしたい。



3.4.プレゼン発表と本単元の意⾒・感想の提出
プレゼンテーションに対して質問やインターネットやゲーム等の
利⽤に関する意⾒をグループ内で⾃由に述べる時間とした．そし
て，本カリキュラムを通して気づいたことや感想を書かせ提出さ
せた
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今回の実習でわかったこと、感想を述べましょう。
データやグラフにし、⾃分の利⽤状況が明らかとなった。他の
⼈との⽐較や発表から、他の⼈も⾃分と同じく思う点、または
全然違う点があると知ることができた。また、今後どのように
ネットを利⽤するかを、友達と話し合うことができたことが嬉
しかった。



3.5. 結果：ネット依存の「⾃覚」に関する記述
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⽣徒のレポートと感想の記述

⾃⼰の
「解決すべき問題点の明
確化」

他者との
「認識の違い」

両⽅とも提出した者
306/314

274/306 181/306



3.6. 結果：実践前と実践後の利⽤時間の⽐較
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実践前 実践後
t値

平均 SD 平均 SD

平⽇ネット利⽤*** 284.5 166.9 251.4 154.4 3.56

休⽇ネット利⽤*** 358.2 194.3 304.1 163.3 5.98

平⽇SNS利⽤ 77.8 83.6 68.8 94.9 1.63

休⽇SNS利⽤** 106.5 111.8 85.6 93.8 3.43

スマホ利⽤** 228.6 128.6 206.4 115.3 3.48

携帯型ゲーム利⽤*** 57.6 57.9 18.1 26.1 4.12

据置型ゲーム利⽤*** 110.0 86.9 44.6 72.4 5.26
*** p< .001，** p< .01，* p< .05



4. 考察とまとめ
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4.1. 考察：レポートと感想から

35/39
⾃覚を促す授業

⾃⼰の
「解決すべき問題点の明確化」

他者との
「認識の違い」

レポートと感想の両⽅の提出者 306/314

274/306 181/306

⾃分の利⽤状況を改めて数値と
して表したり，グラフにしたり
することで「使い過ぎ」である
ことを認識できたと記述が多く
みられた。

レポートの作成のために利⽤時
間について他者と⽐較すること
で，⼈によって利⽤時間の違い
に触れる記述が多くみられた。
プレゼンテーションや同じグ
ループの他の者とコミュニケー
ションを通して，同じ利⽤時間
であっても利⽤内容の違いから
考え⽅の違いについての記述も
多くあった。



4.2. 考察：実際のネット等の利⽤時間から
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実践前 実践後
t値

平均 SD 平均 SD

平⽇ネット利⽤*** 284.5 166.9 251.4 154.4 3.56

休⽇ネット利⽤*** 358.2 194.3 304.1 163.3 5.98

平⽇SNS利⽤ 77.8 83.6 68.8 94.9 1.63

休⽇SNS利⽤** 106.5 111.8 85.6 93.8 3.43

スマホ利⽤** 228.6 128.6 206.4 115.3 3.48

携帯型ゲーム利⽤*** 57.6 57.9 18.1 26.1 4.12

据置型ゲーム利⽤*** 110.0 86.9 44.6 72.4 5.26

*** p< .001，** p< .01，* p< .05
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4.3. 考察：ネット依存に関する予防・改善
ネット依存の「⾃覚」を促し，予防・改善を⽬指す授業の開発
とその成果について検証

適正利⽤に対する⾃信

「使いすぎ」

無⾃覚な状態

インターネット依存の
危険事例や怖さを提⽰

⾃分にこの問題は関係
ない

「⾃分⾃⾝のインターネット利⽤状況について，同年代の他者
と⽐較した場合の利⽤状況や⾝体や⽣活⾯への影響を加味した
うえで，適正に認識している状態」酒井ら（2016）となること
で，インターネット依存に関する予防・改善できた。
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4.4. まとめ

数年の間にスマートフォン等の携⾏可能なインターネット利
⽤端末の普及が進み，⾼校⽣たちの⽣活は急激に変化した。

⽣徒たちはこうした情報社会の中で過ごすために，適切にス
マートフォン等を利⽤することが求められている。

しかし，「⾃分は⼤丈夫だ」と思っている⽣徒には適切な利
⽤を促す指導に効果がないと考えられる。

「⾃分は使い過ぎているかもしれない」と「⾃覚」をさせる
指導をすることで効果があると考え，本授業を開発した。

本授業の実践によって，インターネット依存の「⾃覚」を持
たせ，インターネット依存の予防・改善させること⼀定の成
果を上げることができたと考える。
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データ分析の実践とその成果
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東京都⾼等学校情報教育研究会
平成３０（201８）年度 研究⼤会

2019/03/27 ⼝頭発表② 15：20〜15：50

39/39

東京都⽴江北⾼等学校 稲垣 俊介
https://inagaki-shunsuke.jp
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