
実践論文 

ゲーム機でのネット接続を題材とした 
情報モラル授業の開発と評価 

‐アニメーション教材の活用と話し合いを中心としたプログラム‐ 
 

阿部 学*1・竹内 正樹*2・古林 智美*3・福永 憲一*4 
Email: m-abe@u-keiai.ac.jp 

 
*1: 敬愛大学 国際学部   

*2: NPO 法人 企業教育研究会 

*3: 千葉大学 教育学部    

*4: 株式会社 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 

 

抄録 
本研究では，ゲーム機でのネット接続に関する問題を扱った情報モラル授業プログラムの開発と評価を試みた．

まず，ゲーム機に関する諸問題の中から取り上げるべき内容について検討し，「暴言」「長時間」「個人情報」の 3 点

を教材化することにした．さらに，教師からの一方的な教え込みではなく，子どもたち自身に諸問題について考え

てもらうために，阿部ほか（2013，2016）の構成にならったアニメーション教材を作成し，その教材について話し

合わせるという授業プログラムを開発した．公立小学校 2 クラスを対象とした実践の結果からは，本教材および授

業プログラムの有用性が概ね示された． 
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1. はじめに 
	 私たちが生活する情報社会のあり様は，日進月歩に

変化してきている．インターネットの普及を基盤とし

ながら，様々な情報端末やサービスも広まっている．

情報モラル教育を進める上では，新たな状況や問題に

応じた多様な教育方法を探っていく必要がある． 
	 そうした中，近頃はスマートフォンの利用に関する

ことが情報モラル教育の中心となっている．内閣府(1)

の調べによると，子どものスマートフォン所持率は，

小学生から高校生までをあわせると53.3%であり，年々
増加してきている．また，LINEに代表されるコミュニ
ケーションアプリや，多種多様な SNSも広まり，それ
らの利用方法に関する問題も指摘されてきている(2) (3) (4)．

さらに，そうした諸問題に応じるための情報モラル授

業の開発と評価に関する研究も行われてきている(5) (6) (7)． 
	 他方，子どもたちがよく触れる機器の中でネット接

続が可能なものは，スマートフォンだけではない．た

とえば，最近のゲーム機の多くはネット接続が可能で

ある．内閣府(1)によれば，子どもの「携帯ゲーム機」で

のネット利用率は22.6%（所持率は43.0%）であり，「据
置型ゲーム機」でのネット利用率は 9.9%（所持率は
23.4%）である． 
	 これらの数値は同調査におけるスマートフォンでの

ネット利用率（46.2%）よりは低いものの，ある程度の
人数の子がゲーム機でネットを利用していることは確

かである．子どもたちがゲーム機で遊ぶ中で，ネット

上でトラブルに遭ってしまったり，自らが問題ある行

動をしてしまったりすることが懸念される．また，ゲ

ーム機の所持率自体は高く，今後さらにゲームでのネ

ット利用率が高まっていくことも想定される． 
	 最近では，スマートフォンでもゲームを楽しむこと

ができるが，ゲーム専用機とスマートフォンでは，外

見，機能，扱われ方などがまったく同じという訳では

ない．情報モラル教育をより充実したものとするため

には，スマートフォンだけでなくゲーム機を教材とし

て描き，ゲームなりの特徴や想定される問題を扱うよ

うな授業も必要である．  
	 ところが，ゲーム機を題材とした授業に関する研究

は，スマートフォンや SNSを題材としたものと比べて
少ない．貝賀(8)や阿部(9)によるゲームとのつきあい方を

題材とした実践例はあるが，これらはゲーム機でのネ

ット接続が一般化する前の事例であり，ネット利用に

関する問題は扱っていない．それでは，最近のオンラ

イン対応ゲームで起こりうるトラブルを見逃してしま

うかもしれない．また，佐藤ら(10)は，ゲーム機でのネッ

ト接続に関する問題を取り上げ，児童生徒を対象とし

た実践が少ないという本研究と同様の問題意識を導出

しているが，保護者に対する啓発に優先的に取り組ん

でいる． 
	 岩手県総合教育センター(11)は，ゲーム機でのネット接

続に関する教材を開発しているが，そこでの授業のね

らいは，「ゲーム機からでもコンピュータや携帯電話同

様に掲示板の書き込みを体験させ，通信記録及び入力

された情報が，サーバ上に記録されることを体験させ

る」「ソフトウェア（ゲームソフトを含む）のコピーや，

違法登録されたサイトからダウンロードすることは違

法であることを体験させる」と示されており，ゲーム

特有の問題を扱っている訳ではないことが伺える．  



	 そこで本研究では，ゲーム機でのネット接続に関す

る問題を扱った新たな情報モラル授業の開発と評価を

試みる．まず，ゲーム機に関する諸問題の中から取り

上げるべき内容について検討し，教材および授業プロ

グラムを開発する．そして，実践の結果について考察

し，本プログラムの成果と課題を示す．なお，実施対

象は小学校高学年を想定して議論を進めていく． 
 

2. アニメーション教材の開発 
2.1 取り上げる問題 
	 一口にゲームと言っても，世間にはたくさんの種類

のゲームがある．関連する問題を教材化するにあたっ

て，どのようなゲームを想定し，どのような問題を取

り上げればよいだろうか．  
今回は，近年人気を博している，オンライン上で複

数人が協力して遊ぶことができるようなゲームを想定

した．ゲームによっては，限られた少数の知人で遊ぶ

ものもあれば，そのゲーム内でしか出会わない人とか

かわりながら遊ぶものもある．細かいシステムはその

ゲームによって異なるが，複数人で協力して遊ぶこと

になるため，各ユーザーには自分の役割を適切にこな

すことや，ゲームプレイの技能を高めておくこと，キ

ャラクターを成長させておくことなどが求められる．

その際に，アイテム等の課金購入が必要となることも

ある．こうした特徴のあるゲームは，前述のとおり過

去の授業実践では扱われていない．  
その上で，ゲームに関する文献についての検討，ゲ

ーム会社が把握している状況，ヘビーユーザーへのヒ

アリングなどをふまえ，以下の 3 点を起こりうる問題
として選び，教材化することにした．6. に記したよう
に問題点は他にも考えられるが，一度にすべてを扱う

ことは難しい．以下 3 点はヘビーユーザーだけでなく
ライトユーザーにも広く起こりうる問題だと考え，ま

ずはこれらの教材化に取り組むことにした． 
第一に，「暴言」である．オンラインで誰かとともに

遊ぶ際に，チャットをしながら遊ぶことができるゲー

ムは数多くある．その際に，よく知らない人から不当

に暴言を受けることがありうる．こうした問題につい

ては，正確な件数が示されている訳ではないが，一般

に深刻だと認識されており，ゲーム会社も対応に追わ

れている．たとえば，ゲーム会社であるソニー・イン

タラクティブエンタテインメントでは，「ほかのユーザ

ーに対していわれのない悪口を言うなどのいやがら

せ」や，「ほかのユーザーが，いやな思いや，不快に感

じるような発言」をしないよう公式に呼びかけており(12)，

ゲーム機によっては通報の機能(13)も備えている．また，

そうしたルールを守れない場合は，アカウントを停止

や削除する可能性もあると規約に定めている(14)．そのよ

うに対応を徹底するほど，暴言の問題は頻出するとい

うことである．子どもたちにおいても，いわれのない

暴言を浴びたり，逆に自分もつい暴言を吐いてしまい

トラブルにつながったりということが懸念される． 
第二に，「長時間」である．子どもがゲームを長時間

やりすぎてしまうことはかねてより問題視されてきた 

(9)が，ネット接続が可能になり，その傾向がより強化さ

れる可能性がある．オンラインでその場にいない人と

もつながり続けられることにより，止め時が分からず，

過度に遊びすぎてしまうことがありうる．また，一緒

に遊ぶ友達の足手まといにならないよう鍛錬するため，

ひとりでも長時間遊んでしまうといったことも想定さ

れる．芦崎(15)は「ネトゲ廃人」という言葉でオンライン

対応ゲームにはまりすぎてしまう人たちの問題を描写

し，小学生でもそうした問題に陥りうることを示して

いる．「廃人」というのは極端な例だとしても，子ども

たちが過度にゲームで遊んでしまわないよう，啓発を

する必要はあるだろう． 
第三に，「個人情報」である．最近のゲームでは，ク

レジットカードなどを用いて，オンラインでアイテム

等を課金購入することができる．そのことを悪用し，

個人情報を聞き出そうとする人がいる．不正アクセス

に関する問題である．こうした問題については，警視

庁(16)も「オンラインゲーム上で知り合った他人に IDと
パスワードを教えたところ，不正アクセスされ，電子

マネーを勝手に使用されてしまったという不正アクセ

ス事件が発生しました」と，ID やパスワードを他者に
教えないよう啓発している．このような個人情報に関

する問題は，他の SNSやスマートフォンでも起こりう
るが，ゲーム機利用においても重大な問題となりうる

ことから，取り上げることにした．  
また参考までに，日頃からオンライン対応ゲームで

熱心に遊んでいるという大学生 8 名にヒアリングを行
い，これら 3 点が現実的にありうる問題かということ
を問うてみた．ヒアリングは 8 名が集った場で行い，
内容は筆記メモで記録をした．概ね，これらの問題は

実際に起こりうるものだという見解が示され，教材と

して取り上げる妥当性が補足的に確認できた． 
さらにヒアリング中には，「ゲームと関係なくチャッ

トだけやることもある」「チャットの際は，テキストを

打ち込むものだけでなく，ボイスチャットを活用する

ことも多い」「低年齢層は声のトーンで分かってしま

う」「低年齢層だと思われるユーザーは，ゲームを中断

する時に〈お風呂に入る〉〈ご飯に呼ばれた〉といった

理由を言うことがある」「低年齢層は〈うざい〉〈しね〉

といった言葉を連呼する」「小学生のときに女の子がオ

ンラインゲームにはまっていて，よく授業で寝ていた」

「友達に先を越されてしまうことへの恐れからやめら

れなくなる」「レベル上げが主体のゲームはやりすぎて

しまうことが多い」といった具体的な発言もあった．

これらの発言はヒアリングの場において共感を集めて

いたため，教材にも盛り込むことにした． 
 

2.2 問題の描き方 
上記の内容を子どもに提示する際には，教師が一方

的に解決策を教え込んだり，過度に恐怖をあおったり

ということにならないよう，教材の描き方を工夫した

い． 
今回，教材の構成は，阿部ほか(5)(6)の成果にならうこ

とにした．そこでは，情報モラルに関する問題を子ど

もに提示する際に，オリジナルストーリーのドラマ教

材が用いられている．その特徴とは，子どもたちと年



齢の近い登場人物がトラブルに遭いそうになったり，

トラブルにつながりうる行動をとってしまったりする

ところまでを物語として描き，且つ，話の結末までは

描かず，子どもたちに登場人物の行動の問題点や対応

策について話し合わせるというものである．こうした

構成の教材を用いることにより，教師からの教え込み

ではなく，諸問題について子どもたちなりに批判的に

考える契機を与えることができると示されている． 
阿部ほかはスマートフォンやコミュニケーションア

プリの問題を取り上げたものであるが，ゲームを題材

とする本研究でも，同様の構成の教材を用いることを

方略とした．具体的には，以下に示すように 3 編の教
材を作成したが，どれも「どうしてこうなっちゃった

んだろう？」という主人公の戸惑いの声で物語を終え，

あとは子どもたち自身に問題点や対応策について話し

合わせることにした．そうすることにより，子どもた

ちは多様な意見を出し合うことになるはずである．そ

うした経験が，ゲームとのつきあい方を批判的に考え

られるようになる契機となると考えた．このように，

子どもたちの多様な意見が表出されることをねらいと

して，教材の構成を考えた．  
なお，構成は阿部ほかにならっているが，相違点も

ある．阿部ほかでは，実写のドラマが用いられている

が，今回はマンガ風のアニメーション1として教材を作

成した．その理由は，第一には，実写ドラマを制作す

る費用や技術に課題があったからである．第二には，

オンライン対応ゲームの特徴を描く際に，教材中の情

報量が多くなることが想定されたため，セリフや字幕

で不自然なく情報を補足できるような形態を望んだた

めである．本研究では，実写ドラマの場合とアニメの

場合の違いを比較することはできないため，そうした

論点については別の場所で検討したい．  
上記の方針のもと作成したアニメーション教材 3 編
の概要（表1）と，それぞれのある一場面（図1，2，3）
を以下に示す．アニメーションは，一般的な動画再生

ソフトで再生可能な汎用性ある形式で書き出した． 
 
3. 授業プログラムの開発 
これらのアニメーション教材を活用する授業プログ

ラムを表 2 のとおり作成した．主たる対象を小学校高
学年と想定し，時間は60分とした． 
大まかに言えば，3つのアニメーション教材を視聴し
ながら，主人公たちのゲームやネット利用に関する問

題点を考えたり，話し合ったりするという構成になっ

ている．アニメを通して学習した後には，自分自身な

らどのようなことに気をつけていくかと振り返らせる． 
また，子どもたちが話し合いを深められるよう，次

の工夫をしている．第一に，まずはひとりでワークシ

ートに意見を書き，その内容をもとにグループで意見

を共有するという過程をふむことにした．アニメの視

聴後すぐに全体に対して意見を求めると，一部のよく

発言する子だけで授業が進むことが懸念されるためで

                                                
1 セリフや音楽が吹き込まれており，絵も動くが同時に吹き出しなど
の文字も描かれる． 

ある．第二に，グループで話し合う際に，ミニホワイ

トボードを渡すことにした．子どもたちは，グループ

の意見を集約し，このミニホワイトボードに記入しな

ければならない．記入後は黒板に貼り，クラス全体で

一覧できるようにする．こうした補助的な工夫を取り

入れ，限られた時間の中でも多様な意見を共有できる

ようにすることねらった．  
 

表1 教材の概要 
 ストーリー 時間 
暴

言

編 

小5のツヨシ（男）は，最近あるオンライン対応ゲー
ムで遊び始めた．ある時から，初心者のツヨシは知ら

ない人から「ヘタクソ」「うっざ」などとチャットで

暴言を受けるようになる．はじめは戸惑いながらも特

に反応することはなかったのだが，来る日も来る日も

言われるうちに，ついツヨシも言い返してしまう．す

ると言い合いになり，一緒に遊んでいた他の人たちは

ゲームからいなくなってしまった．最初は楽しく遊ん

でいたのに，どうしてこうなってしまったのだろう

か？	 一体，どうすればよかったのだろうか？ 

1分 
47秒 

長

時

間

編 

小5のマナ（女）は，同じクラスの友達のユミ（女）
とタケル（男）と，あるオンライン対応ゲームで遊ん

でいる．ボイスチャットで楽しく会話をしながら遊ん

でいるのだが，ゲーム以外の学校のことなどでも会話

が盛り上がり，つい夜遅くまで遊んでしまうこともあ

る．また，ある日ユミから「マナ，もうちょっとレベ

ルを上げないと私に追い抜かれるよ」と何気なく言わ

れたことがきっかけとなり，他の2人の足手まといに
ならないよう，ひとりでもついつい長時間遊んでしま

うようになる．他方，ユミとタケルもゲーム内のレベ

ルを上げようと，長時間遊ぶようになっていた．そう

しているうちに，3人は学校でも眠くて仕方のない様
子．分かっているが止められない．最初は楽しく遊ん

でいたのに，どうしてこうなってしまったのだろう

か？	 一体，どうすればよかったのだろうか？ 

4分 
7秒 

個

人

情

報

編 

小5のエリ（女）は，激しいアクションのあるゲーム
は苦手だが，可愛らしいアイテムなどが出てくるゲー

ムは好きである．日頃から，オンラインで知り合った

ミミという人物と一緒に楽しくゲームをしている．ふ

たりは直接会ったことはないが，日々のチャットの内

容から，ミミはエリが小学生であると認識している．

また，ミミはエリに対してお母さんにクレジットカー

ドを登録するようお願いし，ゲーム上でアイテムを購

入するとよいとアドバイスをしていた．またある時，

エリがゲームの進め方に困っていると，ミミから「ID
とパスワードを教えてくれれば，自分が進めておいて

あげるよ」という提案があった．エリは，個人情報は

知らない人には教えてはならないと認識していた上

で，「ミミさんは知らない人じゃない」と，情報を教

えてしまう．後日，ミミはゲーム上に現れなくなり，

課金による高額請求がエリの母親に届く．最初は楽し

く遊んでいたのに，どうしてこうなってしまったのだ

ろうか？	 一体，どうすればよかったのだろうか？ 

3分 
15秒 

 

 
図 1 「暴言編」の一場面 

 



 
図 2 「長時間編」の一場面 

 

 
図 3 「個人情報編」の一場面 

 
表2	 授業プログラムの流れ（60分） 

時配 学習内容 
10分 ネットにつながるという最近のゲームの特徴について理

解する． 
15分 オンライン対応ゲームの問題点を考える①「暴言編」 

・	 教材「暴言編」を視聴する．アニメの中で描かれてい
る問題点を探し，メモをしながら視聴する． 

・	 「アニメのようなことにならないために，主人公はど
うすればよかったか？」について考える．まずは自分

の意見をワークシートに記入する． 
・	 4名程度のグループをつくり，お互いの意見を共有す
る．グループで出た意見をまとめ，ミニホワイトボー

ドに記入し，黒板に並べて貼る． 
・	 各グループの意見を確認しながら，望ましい対応策に
ついて話し合う． 

15分 オンライン対応ゲームの問題点を考える②「長時間編」 
・	 展開は「暴言編」と同じ． 

10分 オンライン対応ゲームの問題点を考える③「個人情報編」 
・	 展開は「暴言編」と同じ． 

10分 本時で学習したことをふまえ，これからの自分のゲーム

とのつきあい方について考え，発表する． 
 
4. 授業プログラムの実施 
	 開発した授業プログラムを，2016年 3月に，公立小
学校5年生2クラスにて，クラスごとに実施した．1ク
ラスの人数はどちらも 30名であり，計 60名に授業を
実施したことになる．当時の教員が知る限りでは，ゲ

ームに関する授業を子どもたちが受けるのは初めてと

のことである． 
	 対象となる子どもたちの状況について確認しておこ

う．授業日より前に行った事前アンケート（n=59）で，
普段どれくらいゲームで遊んでいるかを尋ねた（表 3，
4）．まったくゲームをしないという子もいるが，その
一方で，平日に 2 時間以上ゲームをしているという子
が20.3%もいる．休日に2時間以上となると44.0%にも
なるという結果であった．  
	 なお，実際の授業では，進行について大きな問題は

なく，概ねプログラムどおりに展開をすることができ

た．ミニホワイトボードは図4のように掲示した． 
 
表 3 学校がある日に，一日どれくらいゲームをしますか？ 
まったくしない 5分〜1時間くらい 1〜2時間くらい 2時間以上 

9人 
（15.3%） 

20人 
（33.9%） 

18人 
（30.5%） 

12人 
（20.3%） 

 
表 4 学校が休みの日に，一日どれくらいゲームをしますか？ 
まったくしない 5分〜1時間くらい 1〜2時間くらい 2時間以上 

5人 
（8.5%） 

19人 
（32.2%） 

12人 
（20.3%） 

23人 
（44.0%） 

 

 
図4 ミニホワイトボードの掲示 

 
5. 授業の結果についての考察 
	 では，授業の結果について，いくつかの観点に分け

て考察をしていこう．考察には，主に授業後に行った

事後アンケート（n=60）を用いる．3編の教材ごとに問
うたものと授業全体について問うたものがあり，それ

ぞれ4件法でのアンケートと自由記述での感想がある．
また，授業の様子はビデオで記録している．必要に応

じてそこから授業中の様子を記述する． 
  
5.1 教材についてのアンケートから 
	 今回は筆者らによるオリジナルストーリーの教材を

用いた．また，子どもたちはゲームに関する授業を受

けるのが初めてということでもあった．3 編の教材は，
子どもたちに分かりやすく，現実味があるものと捉え

られただろうか．関連するアンケートの結果を表 5，6
に示す． 
 
表5 ストーリーは分かりやすかったですか？ 

 とても まあまあ あまり まったく 

暴言編 49人 
（81.7%） 

11人 
（18.3%） 

0人 
（0.0%） 

0人 
（0.0 %） 

長時間

編 
52人 

（86.7%） 
8人 

（13.3%） 
0人 

（0.0%） 
0人 

（0.0%） 
個人 
情報編 

53人 
（88.3%） 

7人 
（11.7%） 

0人 
（0.0%） 

0人 
（0.0%） 

 
表6 アニメのようなトラブルは， 

現実でも起こりそうなトラブルだと思いましたか？ 
 とても まあまあ あまり まったく 

暴言編 28人 
（46.7%） 

19人 
（31.7%） 

8人 
（13.3%） 

5人 
（8.3%） 

長時間

編 
31人 

（51.7%） 
18人 

（30.0%） 
8人 

（13.3％） 
3人 

（5.0%） 
個人 
情報編 

32人 
（53.3%） 

16人 
（26.7％） 

7人 
（11.7％） 

5人 
（8.3%） 

 
	 表 5の結果を見ると，否定的な回答は 0件であり，



どのストーリーも子どもたちにとって分かりやすいも

のであったことが示されている．事前アンケートでは，

ゲームをまったくしないという子もいたが，この結果

から判断すると，ストーリーの分かりやすさに問題は

なかったと言える． 
	 表6の結果を見ると，3編とも同程度のポイントとな
っている．「とても」「まあまあ」が 8割ほどで，「あま
り」「まったく」が2割ほどである．現実にも起こりう
るという回答が多かったということからは，教材の描

き方が小学校高学年の子らに対して概ね妥当なもので

あったと理解してよいだろう． 
	 一方で，表 6 ではどの教材でも「まったく」という
子が数名いる．この子たちの回答を見ると，たとえば

「個人情報編」で「まったく」と答えている子が，「長

時間編」では「とても」と答えている場合もあり，大

雑把に回答しているのではなく，教材個々に詳しく考

えて回答していることが伺える． 
	 その上で，この子たちの自由記述の感想も見てみる

と，「れいせいになって，言いかえさない」「ゲームを

する時間を親と決めて，友達にことわることにする」

「「知らない人がパスワードを教えてっていってるん

だけど」とおうちの人に言う」（すべて別の子の回答）

などとあるように，問題への対応方法について自分た

ちなりに考えた結果が読み取れる．少なくとも，教材

を見て何も考えられなかったということはないようだ．

また，世間一般には起こりうる問題かもしれないが，

自分には起こりえない，あるいは起こらないように自

分は行動できるのだと認識した上で，回答がなされた

可能性もある． 
次に，教材について考えた結果として「アニメのよ

うなトラブルが起こらないように，自分なりに行動で

きそうですか？」と問うたものを表7に示す． 
 
表7 アニメのようなトラブルが起こらないように， 

自分なりに行動できそうですか？ 
 とても まあまあ あまり まったく 

暴言編 22人 
（36.7%） 

31人 
（51.7%） 

5人 
（8.3%） 

2人 
（3.3%） 

長時間

編 
26人 

（43.3%） 
26人 

（43.3%） 
6人 

（10.0%） 
2人 

（3.3%） 
個人 
情報編 

30人 
（50.0％） 

23人 
（38.3%） 

6人 
（10.0％） 

1人 
（1.7%） 

 
	 表7の結果も，3編とも同程度のポイントとなってい
る．「とても」「まあまあ」が 9 割弱ほどで，「あまり」
「まったく」が 1 割強ほどである．子ども自身の主観
的な評価ではあるが，それでも肯定的な回答が多かっ

たということからすると，教材の有用性についても肯

定的な評価をしてよいだろう． 
	 「あまり」「まったく」と否定的な回答をした子の自

由記述を見てみると，1名以外は「親に話す」など何か
しらの具体的な対応策を書くことができていた．この

結果からすると，教材について必ずしも否定的な評価

をしなくてもよいように思われる．対応策の記述がな

かった 1 名については，判別の難しい字で記述がなさ
れており，考察をすることができなかった． 

 
5.2 教材についての自由記述から 
	 次に，3編ごとに書いてもらった自由記述での感想に
ついて確認し，教材がどう受け取られたか考察を深め

たい．子どもの自由記述をテキストデータにして，KH 
Coderで共起分析を行った2．  
	 「暴言編」の共起分析を図 5 に示す．「親」「相談」
の出現回数が多く，「言い返す」「人」が高い共起を示

した．それらに関連する記述にあたってみると，「親に

相談して，会社の人に通報する」「冷せいになって，人

の意見をよく聞いて話しあう」「悪口を言い返さないで，

そのゲームをやめればいい」「どんなことを言われても

言い返さないでなかまや大人の人にきちんとそうだん

する」など，多様な意見を確認することができた．  
 

 
図 5 「暴言編」の共起分析 

 
	 「長時間編」の共起分析を図 6 に示す．「時間」「決
める」「ゲーム」の出現回数が多く，「時間」「友達」「言

う」が高い共起を示した．ここでも，「ゲームをする時

間を決めて9時にはねるようにする」「学校で友達で話
して，時間を決める」「みんな「弱い」とかをゲームで

言わない」など，多様な意見が確認できた． 
	 「個人情報編」の共起分析を図 7 に示す．「教える」
「パスワード」「人」「親」「言う」などが頻出している．

「パスワードを教えないようにして，その人とのつき

あいをやめる」「最初から相手のことを知っておいて，

クレジットカードを使わないで，どんなことを言われ

てもお金を使わない」「親に言って，その人といっし

ょにやらない」などの意見が記されていた． 
	 各教材に対して，子どもたちは多様な意見を記して

いたことが分かった．何も，意見が多様であればある

ほどよいという訳ではないが，今回は教師から一つの

                                                
2 名詞，サ変動詞，形容動詞，固有名詞，副詞可能，動詞，形容詞，
副詞，名詞Cを抽出し，最小出現回数を3として分析した．出現回数
が多いほど円が大きく，共起が高いほど色が濃く表示されている． 



解決策を教え授けるような授業ではなく，子どもたち

自身で話し合いながら，批判的に諸問題について考え

てもらう授業を志向していため，子どもたちが最終的

に多様な意見を導いていたことは歓迎される． 
 

 
 

図 6 「長時間編」の共起分析 
 

 
図 7 「個人情報編」の共起分析 

 
	 記録映像を見ても，グループで話し合う際に活発に

感想や意見を言い合っている様子が，どの教材におい

ても確認できる．グループによっては，活発に意見を

出すあまり，ミニホワイトボードに書くのが間に合わ

ないようなグループもあった．今回は意見を一つに集

約するスキルを身につけることよりも，多様な意見を

出し合うことを重視していたため，望ましい様子であ

ったと捉えている． 

	 以上の結果を総合すると，3編の教材については，そ
の有用性が概ね認められると解することができる． 
 
5.3 授業全体についてのアンケートおよび自由記

述から 
	 ここからは，個々の教材ではなく，授業全体につい

て問うたアンケートについて確認し，より包括的な考

察を試みる． 
	 まず，「グループで話し合いをしたり，クラスのみん

なの意見を聞いたりして，自分なりにゲームに関する

ことを考えられましたか？」と問うた結果を表 8 に示
す．1名を除き，「とても」「まあまあ」と回答をしてい
る．子どもによる自己評価の限りではあるが，肯定的

に捉えてよいだろう．「あまり」と回答した子の自由記

述には，「こういう問題がおこるんだなーと考えた」と

一言記されていた．この文言から解するに，ゲームで

遊ぶ際に問題が起こりうることは認識したようであり，

何も考えられなかったということでもなさそうである． 
	 また，前述のとおり話し合いの様子も活発であり，

本授業によって，ゲームでの諸問題について考える契

機を与えることはできたと捉えられる． 
 

表8 話し合いや意見の共有から， 
自分なりにゲームに関することを考えられましたか？ 

とても まあまあ あまり まったく 
45人 

（75.0%） 
14人 

（23.3%） 
1人 

（1.7%） 
0人 

（0.0%） 
 
	 次に，授業全体をとおして「今後，ゲームをすると

きに，トラブルにあわないように行動していけると思

いましたか？」と問うた結果を表 9 に示す．この結果
でも1名を除き，肯定的な回答が得られた．表9で「あ
まり」と回答した子は，表 8 で「あまり」と回答した
子とは別の子である．この子の自由記述は，「ゲームで

は便利なことがあるけど，不便や犯罪が起こったりす

ることがわかった」というものであり，問題が起こり

うることは認識できているようだ．また，各教材につ

いての感想には，「おやにそうだん」（暴言編），「言い

たいことをゆったりする」（長時間編），「絶対におしえ

ずことわる」（個人情報編）といったような記述が見ら

れた．本質問については「あまり」という回答であっ

たが，授業中は何かしら自分なりの対応策を考えられ

ていたことが分かる． 
 

表9 今後，ゲームをするときに，トラブルに 
あわないように行動していけると思いましたか？ 
とても まあまあ あまり まったく 
41人 

（68.3%） 
18人 

（30.0%） 
1人 

（1.7%） 
0人 

（0.0%） 
 
加えて，自由記述での感想をまとめてみる．5.2と同
様の条件で共起分析を行った（図 8）．「ゲーム」「分か
る」「思う」「気」「トラブル」の出現回数が多く，「考

える」「自分」「色々」の共起が高かった． 
関連する具体的な記述を探すと，「ゲームは楽しいこ

ともあるけど，気をつけなきゃいけないところもある



んだなと思いました．これから，インターネットを使

う時は，親に相談してから使いたいです」「ゲームでは，

すごい機能もあるけど，それがあると少しトラブルが

あることが分かりました」「自分で判断ができるように

なろうと思いました」「ネットでは、いいことも悪いこ

ともあると分かりました」「ゲームでは、色々なトラブ

ルが起きる．その時にあった対処法で冷静に対応する」

「本当に起こるかもしれないことをアニメで再現して

くれて，これからの私の行動を改めて考えようと思い

ました」といったように，それぞれが自分なりにゲー

ムの諸問題について考えたであろう結果が確認できた．

一部，「アニメが分かりやすい」など，教材のよさにつ

いて言及するものもあった． 
 

 
図 8 授業全体についての自由記述の共起分析 

 
さらに，少数だが示唆的な意見についても取り上げ

ておこう．「インターネットを使わずゲームをやる」と

いう記述が 1 件あった．自分で気をつけながらゲーム
で遊べるようになってほしいという願いで授業を行っ

たのだが，この子にはネット利用そのものが悪だと捉

えられたかもしれない．このように捉えられる可能性

もあることに留意しながら，場合によっては説明を補

うなどして授業を進める必要があるだろう．他に，「文

字が小さい，見づらい」という記述が 1件あった．5.1
の考察では，教材のストーリーの分かりやすさが示さ

れたが，ビジュアル面では改良の余地があるかもしれ

ない．教材の見やすさは視聴するテレビのサイズや教

室の明るさなどに左右されるため，汎用性を高めるた

めには，様々な環境を想定して修正を施す必要がある．  
以上，授業全体に対してのアンケートからは，授業

プログラムの有用性が概ね示されたと言える．その上

で，いくつか改良の余地があることも示された． 
 

6. おわりに 
本研究では，ゲーム機でのネット接続に関する問題

を扱った情報モラル教材および授業プログラムの開発

と評価を行った．今回の考察の範囲においては，プロ

グラムの有用性は概ね示されたと言える．今後、若干

の修正を加えた教材が，広く学校現場で活用されるこ

とが期待される． 
今後の課題としては，第一には，より多くの子たち

に対して本授業を実践することと，より詳細な分析を

行うことがある．たとえば，オンライン対応のゲーム

に熱中している度合いによって，本教材の受け止めら

れ方は変わるかもしれない．話し合いのさせ方にも，

子どもたちやクラスに応じたバリエーションがありう

る．多様な対象に実践をしながら，今回は明るみにな

らなかった改良点を探っていくことは有意義であろう．  
第二に，本授業を情報モラル教育のカリキュラムの

中にどう位置づけるか検討する必要がある．今回はゲ

ームを題材とした 1 コマの授業の開発を行ったが，ス
マートフォンに関する授業などとの住み分けや，年間

のカリキュラムの中での位置づけなど，効果的な実施

方法を探っていく必要がある． 
第三に，今回の成果を活かすことを想定しながら，

まだ扱えていない他の問題を取り上げ，教材としてい

くことが期待される．たとえば，ヘビーユーザーを対

象と想定するならば，ゲーム内のアイテムを現実のお

金で売り買いする「リアルマネートレード」に関する

ことや，プログラムを不正に改造してゲームを優位に

進めようとする「チート」など，より高度な問題につ

いて啓発することも必要かもしれない．また，ヘビー

ユーザー以外に対しても，親のクレジットカードを隠

れて使ってしまうといった問題など，今回扱えていな

いものもある3．いずれにせよ，今回取り上げた問題が

すべてではないため，継続した教材開発を行っていく

必要がある． 
 

付記 
本教材の開発は，NPO法人企業教育研究会（ACE）
とソニー・インタラクティブエンタテインメントが共

同で行ったものである．教材の内容についての検討は

両者で行い，制作の実務（イラストを描きそれを動か

すことや，セリフや音楽を入れること，動画ファイル

として書き出すこと等）はACEが担当した． 
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