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新学習指導要領の内容（情報教育関連の主なもの）

－小学校－

■総則

○指導計画の作成等に当たっての配慮事項

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。

■道徳

○指導に当たっての配慮事項

児童の発達の段階や特性等を考慮し、道徳の内容との関連を踏ま

え、情報モラルに関する指導に留意すること。

■総合的な学習の時間

○内容の取扱いについての配慮事項

情報に関する学習を行う際には、問題の解決や探究活動に取り組

むことを通して、情報を収集・整理・発信したり、情報が日常生活や社

会に与える影響を考えたりするなどの学習活動が行われるようにする

こと。
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－中学校－

■総則

○指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

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。

■技術・家庭

〔技術分野〕

Ｄ 情報に関する技術

（１） 情報通信ネットワークと情報モラルについて、次の事項を指導す

る。

ア コンピュータの構成と基本的な情報処理の仕組みを知ること。

イ 情報通信ネットワークにおける基本的な情報利用の仕組みを

知ること。

ウ 著作権や発信した情報に対する責任を知り、情報モラルにつ

いて考えること。

エ 情報に関する技術の適切な評価・活用について考えること。

（２） ディジタル作品の設計・制作について、次の事項を指導する。

ア メディアの特徴と利用方法を知り、制作品の設計ができるこ

と。

イ 多様なメディアを複合し、表現や発信ができること。

（３） プログラムによる計測・制御について、次の事項を指導する。

ア コンピュータを利用した計測・制御の基本的な仕組みを知るこ

と。

イ 情報処理の手順を考え、簡単なプログラムが作成できること。

■道徳

○指導計画の作成と内容の取扱い

生徒の発達の段階や特性等を考慮し，道徳の内容との関連を踏ま

えて，情報モラルに関する指導に留意すること。



平成19年11月7日 中央教育審議会教育課程部会「審議のまとめ」

平成20年1月17日 中央教育審議会「答申」

平成20年3月28日 小・中学校学習指導要領（文部科学省告示）改訂

広く国民から意見募集(11/8～12/7）
関係団体からヒアリング

平成17年2月 学習指導要領の見直しに着手（大臣からの要請）

学校現場への周知・教員研修・補助教材の作成

できるものから先行実施（小・中学校移行措置）

平成23年4月～ 小学校で完全実施（新教育課程教科書使用）

平成24年4月～ 中学校で完全実施（新教育課程教科書使用）

平成22年4月～

平成21年4月～

平成20年4月～
編 集

検 定

採択・供給

《教科書（小学校）スケジュール》

学習指導要領改訂についてのこれまでの状況と
実施のスケジュール

平成20年2月15日 小・中学校学習指導要領（文部科学省告示）改訂案公表

広く国民から意見募集(2/16～3/16）

平成20年6月13日 小・中学校の移行措置に関する省令・告示を公示

平成18年12月 教育基本法改正

平成19年 6月 学校教育法改正
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①情報モラル専門員派遣

数カ所でモデル的に専門員を派遣

指導主事との連携

学校における情報モラル教育は喫緊の課題でありながら、指導主事及び教員の情報
モラルに関する知識が不足しており、子どもに対する十分な教育が実施出来ていない。
そこで地域に専門家を派遣し、指導主事をサポートしつつ、学校における情報モラル
教育の充実を図る。

専門員

指導主事と専門員が域内の学
校を周り、情報モラル教育の
指導や指導上の教育相談を行
う。

専門員を効果的に活用し、指
導主事、教員と連携した学校
における情報モラル教育のモ
デルが完成する。
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②情報モラル等教員指導者養成

地域から指導主事を派遣

研修を受講した指導主事が核となって学校の情
報モラル教育の推進を担う。

各地域で研修を開催

学校における情報モラル等の指導が充実される。

新学習指導要領では各教科等の指導の中で情報モラル教育を確実に実施することが
位置づけられた。しかしながら、情報化の進展が早く教員がこれに則した指導を実施
することには大変困難が予想される。このような事情を勘案し、指導主事を対象とした
情報モラル指導に関する研修を実施し、情報モラル教育の一層の推進を図る。

国から講師を派遣

13



③情報モラル教材作成
新学習指導要領で情報モラル教育が各教科等の指導の中で確実に実施されることと
なったが、情報教育に関する固有の教科が存在しないため、教科書会社において情
報教育に主眼を置いた教科書等が作成されることは考えられない。このような事情を
勘案し、国において情報モラルに関する子ども用教材を作成し、学校の情報モラル教
育の充実を図り、学習指導要領の円滑な実施に寄与する。

教科書会社

学習指導要領の改訂に伴い、教科書を新しくするが固
有の教科が存在しない教育内容については、教科書は
積極的に作成しない。

一方で、「情報モラル教育」は喫緊の課題である。

このような事情を勘案し、国で情報モラルの子ども向け教材を開発し、全国の
学校への普及を図り、学習指導要領の円滑な実施に努める必要がある。
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児童生徒が利用する携帯電話等をめぐる問題への取組の徹底について（通知）

平成20年7月25日、文部科学省から、教育委員会、都道府県等に対して、児
童生徒が利用する携帯電話等をめぐる問題への取組の徹底を周知。

１ 携帯電話等の利用の実態の把握に努めること

２ 学校における携帯電話の取扱いに関する方針を、児童生徒の発達段階を
踏まえつつ、各学校や地域の実態に応じて明確化し、児童生徒への指導を行
うこと

３ 「ネット上のいじめ」を含むいじめ等に対する取組について、更なる取組の
徹底を進めていくこと

４ 学校における情報モラル教育について、家庭との連携を図りつつ、小学校
低学年から発達段階に応じて行う必要性及び、指導モデルカリキュラム等を
活用して取り組むこと

５ 有害情報に関する啓発活動の推進について、入学式時の保護者説明会な
ど効果的な説明の機会を捉えて、啓発活動を行い、児童生徒が使用する携
帯電話等においてフィルタリングが利用されるよう努めること

概 要
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情報リテラシーの育成、ＩＴ安心利用の推進

ＩＴ安心利用実践事業（６４地域） 【地域での啓発活動の基盤形成】

○ インターネットの安全・安心な利用に関する啓発活動の実施
（保護者等を対象に、インターネットの安全・安心な利用
に向けた講座・講習を実施）

○啓発活動を行うボランティアの養成
学習内容例 ：メディア利用の現状／具体的な問題事例／

対策についての実習／子どもへの指導・見守りの留意点／
啓発におけるポイント など

情報通信機器の一層の普及・低年齢化に伴い、情報化社会の進展に伴う影の部分も顕在化

＜保護者の役割の重要性＞

○インターネットのマナーを教わった相手

＜啓発の重要性＞

○フィルタリングを必要と思う中高生の割合

インターネットの危険性についての

説明等を受けている生徒 → ８５．５％

説明等を受けていない生徒→ ４０．０％

＜インターネットの利用に伴う問題＞

○ネット上のいじめの認知件数（１８年度）

466

2691

1699

0
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3000

小学校 中学校 高等学校

情報リテラシーネットワークシステムの構築
【ウェブサイトを通じた普及】

（内容例）
○地域における情報リテラシー育成の

取組事例の蓄積・普及
○参考となる教材の紹介

・ 改正社会教育法 （情報化の進展に対応した講座の開設等を市町村教育委員会の事務として明確化）

・ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 （インターネット教育の推進）

0%

20%

40%

60%

80%

親 先生 友だち

小学５年生

中学２年生

情報リテラシー指導者養成事業

○各教育委員会の社会教育主事等に対する
研修

（文科省調査） （１９年度（社）日本ＰＴＡ全国協議会調査）（１９年度文科省調査）

事業概要

21年度要求

現 状

地域で取り組むＩＴ安心利用推進事業地域で取り組むＩＴ安心利用推進事業
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●ネット安全安心全国推進会議

◆ 生活安心プロジェクト緊急に講ずる具体的な施策（H19.12.17関係閣僚会合決定）。
○青少年を有害情報環境から守るための国民運動として、全国規模の学校関係団体やPTA、通信関係団体

などの関係業界・団体の連携強化を目的とした「ネット安全安心全国推進会議」の開催を位置付け

◆ 携帯電話は急な連絡手段として有効な反面、長時間利用により学習時間や睡眠時間が
減少し生活リズムを崩すほど依存している場合がある。
◆ 携帯電話の普及並びにそれに伴う違法・有害サイトを通じた犯罪等、メディアを悪用した
犯罪・トラブル等に巻き込まれる青少年が増加。
○出会い系サイトに係る被害者のうち、児童の割合85%（H19：1100人）

◆ 先般の通常国会において関係法が成立。
○出会い系サイト規制法改正
○青少年インターネット規制法

現 状

青少年を青少年を取り巻く有害環境対策の取り巻く有害環境対策の推進推進

● 青少年がインターネットを適切に利用できるよう、情報活用能力を育成し情報モラルを身に付けさせるとと

もに、インターネット上の有害情報の閲覧を制限するフィルタリング利用の普及を促進するなどして青少年
が安全に安心してインターネットを利用できる環境を整える。

● 携帯電話等の情報メディアを悪用した犯罪・トラブルから子どもを守るため、地域の実情に即した実効性の
ある取組を講じることが必要

課 題

●地域の実情に応じたモデル事業の実施（２０都道府県で実施）
以下、A～Dの４つの型を例として、これらの一部又は全部を実施する取組を総合的に支援し、有害情報
対策未実施地域へモデルを示し、社会全体で取組を推進する。

A.地域における取組体制の構築 型
B.有害情報啓発・フィルタリング普及活動実施 型
C.ネット安全パトロール（予防） 型
D.ウェブ・電話相談（トラブル対応） 型

（平成２０年度予算額：９０百万円）

平成2１年度要求額：５０１百万円

＜有害情報に関する普及啓発資料の内容＞
◇小学生、中学生、高校生、保護者向けの啓発リーフレット作成
◇青少年、保護者向けの有害情報を通じた犯罪等に巻き込まれた場合の対処事例の動画映像を作成

＜青少年とメディアに関する調査内容＞
◇青少年とメディアに関する実態や意識を把握するための調査を実施する。
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保護者・青少年に対するネットリテラシー教育の強化

フィルタリングのより効果的な普及促進を図るために、青少年・保護者及び学校関係者向けの説明会
や、ホームページを通じた情報提供を実施。

フィルタリングに関する情報提供の促進

※平成１８年度・・・関東中心に説明会４８回
平成１９年度・・・普及啓発セミナーを全国的に９３回実施

子どもから被害経験の相談を
受けたことがない保護者
【Ｈ１９年１２月 内閣府調べ】

見たくない、目にしたくないサイト（有害
サイト）を見てしまった
経験のある子ども
【Ｈ１９年２月Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮ調べ】

４５．３％ ８２．７％

○子どもは実際に有害サイトの
被害に遭っていても、保護者
の認識は依然として不十分

○フィルタリングの普及促進と
合わせて、保護者等の
理解向上が必要不可欠

《アンケート・調査の実施》

《情報モラル教材の作成・提供》

インターネット上でトラブルにあわないためのインターネットの使い方や気をつけるべき事柄をまとめた学習ユニット教材「ネット
社会の歩き方」を作成し、ネット上で提供。

フィルタリングが「不要」「どちらかというと不要」と答えた保護者が、フィルタリングを使わない理由

《セミナーの実施》
「インターネット安全教室」、民間ＮＰＯ等による自主的セミナーの支援等を実施。
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CD-ROMによる映像と
冊子による詳細説明

2005

２００６年新規開催

２００５年新規開催

２００４年新規開催

２００３年新規開催

2004

200７

【目的】
・コンピュータウイルスや不正アクセス行為等の被害を軽減し、ネットワークの安全性・信頼性を確保するため、情報セキュリティに対
する正しい理解を広めるとともに、初心者でも安全快適にインターネットを楽しめる環境を整備する。
【実施形態】
・NPO法人日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）と共催。
・警察庁及び文部科学省との連携の下、道府県警、各地域の自治体、大学、NPO、商工会議所等と協力し、事業を実施。
【開催実績】
平成１９年度は、全国１３０箇所で開催し、約７千人が参加。
【対象】 （実際の参加者は１０才台～８０才台まで））
・家庭や学校からインターネットを利用する方々、地域でネットワーク・セキュリティ広報に関わる方々。
一般利用者を対象に、全国各地で開催をしており、これまで４７都道府県、のべ３３３カ所で開催。参加者数は２万２千
人以上。（２００７年度末）

インターネット安全教室の開催



「ＣＨＥＣＫ ＰＣ！」キャンペーンの概要

○「ＣＨＥＣＫ ＰＣ！」キャンペーン開始式の開催
１月１６日、甘利経済産業大臣より上戸彩さんを
「情報セキュリティ広報大使」に任命。

○「ＣＨＥＣＫ ＰＣ！」キャンペーンの専用ホームページ開設
情報セキュリティ対策をわかりやすく説明する専用ホームページを
開設。情報セキュリティの基礎知識のほか、ＷＥＢムービー、
危険シュミレーション体験等を掲載。
（ホームページアドレス http://www.checkpc.jp/ ）

○「ＣＨＥＣＫ ＰＣ！」キャンペーンを広げるための交通広告の実施
「ＣＨＥＣＫ ＰＣ！」キャンペーンの広告で埋め尽くした地下鉄丸ノ内線と銀座線の１編成を１月１６日から

１ヶ月間走らせるとともに、約２７駅５３ヶ所に大型駅貼り広告を実施。

○情報紙への広告掲載
情報セキュリティ対策についてのコラム、「ＣＨＥＣＫ ＰＣ！」キャンペーンの広告、上戸彩さんのパソコンラ
イフについてのインタビューなどを掲載。

平成２０年１月１６日から約３ヶ月間、女優の上戸彩さんをキャンペーンキャラクターとして、一般利用
者・事業者向けに情報セキュリティ対策の重要性を訴える「ＣＨＥＣＫ ＰＣ！」キャンペーンを実施。

情報セキュリティ対策の一環として、フィルタリングの導入を促進。

20
今後も本キャンペーンを継続し、情報セキュリティ対策の重要性とともに、フィルタリングの導
入を一層のフィルタリングの認知率・利用率の向上を図る。

ＣＨＥＣＫＰＣ！キャンペーン
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○キャンペーン開始イベントの実施
経済産業省幹部及び関係者一同による開始イベント。協力関連
企業・団体等と一緒にパンフレットを配布。

○店頭キャンペーンの実施
各地の中核店舗で、関係事業者によりパンフレットを手渡し配布
（東京、名古屋、大阪、広島、福岡の計５地域）。

○パンフレット設置
大手家電量販店の各店舗で「フィルタリング」パンフレット（約１０万枚）や小型看板
を設置。

インターネット上の違法・有害サイトから青少年を守るため、消費者（保護者）との接点で
ある量販店店頭において、携帯・パソコン等のインターネット接続機器のフィルタリング
利用を呼びかけるパンフレットの手渡し等の普及キャンペーンを実施。今後、年１回を目
途に継続して実施予定。

フィルタリングソフト
普及啓発キャンペーン

今後も関係事業者と連携したキャンペーン等により、一層のフィルタリングの認知率・利用率の
向上を目指す。

フィルタリング普及啓発キャンペーンの実施
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