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2021年 7月 10日 (土)に私立武蔵野中学校で「道徳」のグス トスピ

ーカー として 2時間の授業を行 う機会があった。筆者は同校 (武蔵野高

等学校・武蔵野中学校)については 1992年 4月 ～2001年 3月 に英語の

非常勤講師として勤務 していた経験がある。現在は教職課程ではいわゆ

る「道徳」に特化 した科 目の担当はないが、「総合的な学習の時間の指導

法」で道徳の内容を扱っている (佐々木 al‐ 27)(佐々木 bl‐ 52)。 また、

「ポップカルチャー論」ではインターネットの抱える問題 として不適切

なコメン トや写真・動画の投稿やデジタルタ トゥーを取 り上げてきた

(佐 々木 c3189‐ 3195)。

今回は中学生 1～3年生を対象にしたものであるため、できるだけ新

しい内容で身近な話題のものから道徳教育に相応 しいものとしたが、そ

の内容及び中学生や同席 していた教員の反応などを含めた実践報告 とし

てまとめることとした。

1 第 1時間目「他者理解 世界はみな同じ、それ とも世界はみなバラ

バラ ?」 (9:00～9:50)

音声及び動画を組み込んだパワーポイン トを使用しながら、中学 1年

生から3年生(68名 )を対象に合同で行った。

最初は簡単な講師の自己紹介を行ったあと、「道徳を説明するとどうい

うものですか ?」 と言 う質問を中学生の何人かに聞いてみた。

。人に関係 しているもの。

。人間関係に関係 しているもの。



道徳を説日目するこご
ういうもので動 1?

。人が暮 らしていく社会で必要なもの。

一般的な定義として『広辞苑』のものを提示した。道徳はこれまで人

を対象にしていたが、「今日では、自然や文化財や技術品など、事物に対

する人間の在るべき態度もこれに含まれる」という点に注目した。広く

は環境問題、ゴミ問題、動物虐待、モノを大切にする心なども含めて現

在では道徳の範囲で取り扱われるものであることを紹介した。

まずよく言われることだが、道

徳 と規則の違いについて簡単に触

れた。道徳には罰則はないが、規則

には罰則が伴 うこと、欧米は処罰型

社会、日本は許 し型社会 と言われい

ることを説明した。西洋は罪を犯 したからそれに対 して罰がある。罰っ

せ られないように罪を犯さないようにするという考え方であるが、日本

は相手に迷惑をかけないようにすることが美徳であり、相手に気を遣 う

ことが小さい時から求められ、それができなかった場合には謝 り、許 し

『広辞売』(2018)の定義
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てももらうとい う構造になつている。一定の範囲を超えると法律に基づ

き処罰 されることを紹介 した。

「道徳」は特別なものではなく、学校法人武蔵野学院の建学の精神「他

者理解」にもその内容が含まれている。他者理解はまず他者の存在を認

め、その次に理解するように努める。他者をす ぐに理解することはでき

ない。容認するとは排除しないことが重要である。文部科学省では道徳

の説明として「自立した人間として他者 と共によりよく生きる」(文部科

学省 別添 16-1)が取 り上げられている。

このあとクイズ形式で中学生に答えてもらった。「アメリカの場合を想

定していますが、さて、皆さんはどうなると思いますか ?」 とい う問い

だ。

。おとうさんとおかさんが結婚記念 日にふたりで夕食をとるため、18

歳の子供は家で留守番になった。 (州 によつて若干異なる)

。おとうさんとおかさんが結婚記念 日にふたりで夕食をとるため、15

歳の子供は家で留守番になった。 (州 によって若千異なる)

。おとうさんといっしょに近くのホームセンターに車で行ったが、興

味がなかったので、12歳の子供が車で 30分くらい待っている。

。おとうさんといつしょに近くのホームセンターに車で行ったが、興

味がなかったので、 9歳の子供が車で 30分くらい待っている。

アメリカの児童に対する考え方であるが、どれも児童虐待に相当するも

のだ。 日本 とは全く異なる状態である。

。16歳の高校生がお店が混んでいたので、缶ビールを買って、友達を

呼んで近くの公園で友達 と一緒にビールを飲んだ。

・18歳の大学生がお店が混んでいたので、缶ビールを買って、友達を

呼んで近くの公園で友達と一緒にビールを飲んだ。
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・20歳 の大学生がお店が混んでいたので、缶ビールを買って、友達を

呼んで近 くの公園で友達と一緒にビールを飲んだ。

アメリカは 18歳が成人であるが、公園等の野外では飲酒は法令上禁止

されているのである。 日本人的な感覚では最後の事例は一見よさそ うで

あるが、これも法令に反する行為なのである。アメリカでは子供は守ら

れているという印象が強い。 しかし、これには誘拐をはじめ、社会全体

が安全ではないとい う背景もあるので、単純にアメリカと日本の違いに

ついて、「よい」「悪い」の判断はできないだろう。アメリカ社会では「銃」

の存在がいろいろな方面に影響 していると考えられる。

このような状況を考えると、アメリカでは絶対に考えられない日本の

テレビ番組があるが、それは何かを聞いてみた。

[ヒ ン ト]

小さなこどもがひとりで、、、、さて何でしょう。

『はじめてのおつかい』(日 本テレビ系列)だ。アメリカなら児童虐待に

相当することになる。安全な日本ならではの番組だ。さらに身近な事例

としてアニメを取り上げてみた。「アメリカでは『セーラームーン』は大

人からも支持されていますが、『プリキュア』は支持しされていません。

どうしてだと思いますか ?」 という問いに対して、はじめは沈黙が続い

たため、戦い方にどんな違いがあるかをヒントを与えた。すると、『プリ

ユア』は打撃が多いという発言があった。次に『 ドラゴンボール』の事

例も紹介した。
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『巨人の星』は日本テレビ系列で 1968年 3月 30日 ～ 1971年 9月 18

日に放映された。当時は「巨人・大鵬 。たまご焼き」と言われるくらい、

巨人は大人気だった。また当時の時代では学校教育でもいわゆるビンタ

なども実際にあった時代だ。日本でも現在とは全く違う。『クレヨンしん

ちゃん』は親を呼び捨てにする言い方が当初は大きな話題となったが、

このおしりを出す場面は文化によっては許されないところもあるのだ。
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今では世界中で大人気の『 ドラゴンボール』も当初は欧米でも非難の対

象だつた。それは戦闘シーンが暴カシーンとして捉えられたことや、ア

ニメとは言え、必要以上の戦闘シーン、行き過ぎた残酷性が問題視 され

た。しかし、『 ドラゴンボール』の持つス トー リーや孫悟空 (カ カロット)

のキャラクターが理解 されるようになると、こうしたこともなくなり、

批判もなくなるようになった。それ以降は欧米をはじめ、大人気のアニ

メとなった。

次に最近の話題 として『鬼滅の刃 無限列車編』の映画を取 り上げた。

かなりの生徒がこの映画を観ていた。 日本だけでなく、国ごとに映画を

公開するための基準がある。それをレイティングと言 うが、これが日本

は海外 と比べるとかなり甘い基準となつていることがわかる。

では『鬼滅の刃』の子供の喫煙、拳銃発砲、無許可の外泊についてはど

うだろうか。喫煙の場面はない。拳銃発砲はないが、刀で鬼の首を切り

落とすシーンや斬りつける場面がある。無許可の外泊については煉獄杏

寿郎が設定では 20歳であるが竃門炭治郎をはじめ、設定的には 17歳未

満である。こうした背

景もあるかもしれない。

このためアメリカでは

子供だけで映画を観に

行くことはできない。
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なる。アカデ ミー賞アニメーション部門へのノミネー ト以前の問題だ。

日本ではアニメ映画の記録を塗る変えるほどの大ヒットとなった。2021

年 6月 13日 段階での興行成績を紹介 した。

では海外では日本のマンガやアニメをどのように捉えているのだろう

か ?英語辞典での定義を見ると次の通 りだ。

欧米人にとつて日本のマンガ、アニメは暴力的あるいは性描写について

は過激な面があることが指摘 されている。欧米人は日本人とマンガ、ア

ニメの捉え方が異なるようだ。

児童虐待を含め、子供を守るとい う観点が強い欧米では、子供への悪

7
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影響 とい う点にも注意 していることが強く感 じとれる。

最近のマンガ・アニメで評価の分かれるものがある。『デス・ノー ト』、

『進撃の巨人』、『東京喰種』はその代表である。『デス・ノー ト』はいじ

めの対象にもなり、『進撃の巨人』や『東京喰種』は食人のシーンがある

ため、子供に見せるには相応 しくないようだ。

まとめとして、中学生にあらためて確認 してみた。「世界はみな同じ、

それとも世界はみなバラバラ」なのか ?反応は「世界はみな違 う」とい

うことだ。このため、特に海外へ旅行に行く時には、日本で当然 と思っ

ているが、現地では受け入れらないことがある。「他者理解」はまず相手

の存在を認め、次にそれを受け入れていくことだ。受け入れることとは

「知る」ことが重要だ。その延長線上に「理解」がある。まずは相手を

「知る」ことが重要とい うことになる。世界は必ず しも同じではないこ

とを知ることが重要 !(休憩)

2 第 1時間目の授業内容の狙い

中学校の道徳教育をどのように進めるには学習指導要領に基づくこと

が求められる。「第 2章 道徳教育の目標」では次のような解説がある。

学校における道徳教育は,自 己の生き方を考え,主体的な判断の下

に行動 し, 自立した一人の人間として他者 と共によりよく生きるため

の基盤 となる道徳性を養 うことを目標 とする教育活動であり,社会の

変化に対応 しその形成者 として生きていくことができる人間を育成す

る上で重要な役割をもっている。 (文部科学省 8)

上記を踏まえつつ、学校法人武蔵野学院の建学の精神 「他者理解」と文

科省の道徳の考え方の根底にある「他者 との共生」を異文化における道

徳等の考え方の違いを日本とアメリカ等を比較することでグローバル化
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に対応できるよう考察を深めることができるを示すよう務めた。

さらに次のような解説も重視 した。

(2)物事を広い視野から多面的 。多角的に考える

グローバル化が進展する中で,様々な文化や価値観を背景 とする

人々と相互に尊重 し合いながら生きることや,科学技術の発達や社会・

経済の変化の中で,人間の幸福 と社会の発展の調和的な実現を図るこ

とが一層重要な課題 となる。こうした課題に対応 していくためには,

人としての生き方や社会の在 り方について,多様な価値観の存在を前

提にして,他者 と対話 し協働 しながら,物事を広い視野から多面的・

多角的に考察することが求められる。 (文部科学省 16)

道徳教育の教材はいわゆる文学作品や ドキュメン ト記事などにより、読

むことによつて学ぶことが多い。これではどちらかと言えば、国語の解

釈になってしまうのではないかと言 う危惧がある。そのため、次の 2点

を意識 した。

1 生徒の関心を高めるため、クイズ形式を取 り入れるとともに、マ

ンガ・アニメを取 り上げながら身近なものからテーマを設定するこ

とで、「道徳」を教わるのではなく、海外 との比較を通 して多様な価

値観の存在を理解することがきる

2 生徒同士の発言から、発展的な学びへ展開すること期待しながら、

生徒が講師とのコミュニケーションにより授業を展開させ、双方向

の授業をすることができる。

授業では講師からの一方的な内容提示ではなく、内容や質問についてど

う考えるかなど、双方向でのコミュニケーションを取 りながら行 うよう

に務めた。身近な話題 として『 ドラゴンボール』『美少女戦士セーラーム
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―ン』『プリキュア』『クレヨンしんちゃん』『巨人の星』『鬼滅の刃 無

限列車編』『デス・ノート』『進撃の巨人』『東京喰種』といつたアニメを

利用したことで、生徒にとつてはイメージがつかみやすいように務めた。

3 第 2時間目「きれいな花、美 しい花にはとげがある 便利なツール

は危険なツールでもある」 (10:00～ 10:50)

まず、「群盲象を評す (撫でる)」
(1)の図を生徒に見てもらった。
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この図は江戸時代でもすでに紹介されていたものだが、イン ドの古い寓

話のひとつだ。「さて、これは一体何を言いたいのでしょうか ?」 という

問いを投げかけてみた。生徒は次のように発言 した。

。物事は一つの方向からはわからない。

・見方によつて物事は変わる。

筆者は次の 4点を解説を行った。

。ものごとはひ とつの方向からみても全体を見ることはできません。

・様々な面から捉えることが重要だとい うことになります。

・ 自分の考えだけで進めるのではなく、他人の意見にも耳を傾け、総合

的に判断することが重要なのでは ?

。他者の言 うことにも耳を傾け、自分が判断するときの助けとすること

が大切です。

現在、そしてこれから避けては通れないものが 2つあります。

1 グローバル化に伴い、国際語である英語に全く触れずに過ごして

いくとはできない。将来の仕事でも海外製品を全く使っていない、

海外とのや りとりのないものを見つける方が難 しい。

2 インターネットを全 く使わずに生活することも難 しい。COVID・

19(新型コロナ)の ワクチンの申し込みをインターネットが主流。

電話はなかなかつながらない、、、

近い将来、誰もが直面することがある。将来就職活動する際、今はイン

ターネットを全く使わずに就職活動することはできないことだ。インタ

ーネットで情報を集め、ネットを通して申し込みをし、さらにCOVID‐

11



19(新型コロナ)の影響を受け、現在の面談はネットを通 して行われて

いる。Z00Mや MEETと 呼ばれるようなテレビ会議だ。

インターネット上のコミュニケーションが驚くほど活躍 したのは、実

は災害の際、電話線が寸断されて、不通 となった中、他人とコミュニケ

ーションが取れたのがインターネットだ。パソコンだけでなく、携帯電

話からもつなぐことができたからだ。そのた

め、有線の電話より便利だった。 1995年の阪

神・淡路大震災を基点に、東 日本大震災 (2011)

では安否確認で絶大な効果を発揮 したのが SNS
の力だ。

′

SNSがこうして災害時に大きな力を発揮 し

たのは事実であるが、SNSには負の効果

/

もあ  '
ある。

インターネット上への不適切な書き込みや気になる内容のものがマス

コミを始め、様々所で話題になることがある。不適切な投稿やバイ トテ

ロと呼ばれる動画である。(こ こで不適切な動画の投稿の対策用の動画を

流した。

愛媛県警察公式チャンネル「【中級編】不適切な動画投稿 (バイ トテロ)

(中・高校生向け)

httpS:〃WWW.yOutube.coⅡywatch?v=L2MNOFbzJnI

投稿の中にはいたずらという範疇にとどまらない 「犯罪」に相当するも
のがある。相手に被害が出れば、それは犯罪 となつてしまう。お店のバ

イ ト先での不適切な動画も店側に被害 (営業を著 しく妨げる、印象を悪
くすることで売 り上げが激減するなど)が出れば、いたずれではすまさ
れない。

12



これは犯罪になります

業務妨害罪、場合によつては信用毀

損罪となります。店が訴えれば、法律
により3年以下の懲役または50万 円

以下の罰金に相当します。マスコミで

様々な報道があつても、こうしたあと
のことまで報道しないため、犯罪とい

う認識がないのかもしれません。未成

年者の場合には保護者に請求が来る
ことになります。

デジタル社会での表現の問題

小学生や中学生はインターネット
のやりとりで人間関係がうまくいか
ない。有害サイトや出会い系サイト
などの利用により犯罪等に巻き込
まれる。

小学生や中学生はインターネット
のやりとりで人間関係がうまくいか
ないのは、文字による表現がうまく
できずに冷たい表現になり、そのた
め、絵文字を多用することがありま
す。絵文字は解釈が多くできるよう
になり、誤解を生むことが多々あり
ます。でマークはその典型。

アメリカではこんなことが、、、

大人の男女同士のネット上のコミュニケーショ
ンでは、不倫同士が連絡を取り合つていた場合
には、お互いに気を付けていても、もしそこに

「υ 」「0」「0」ようなハートマークがあれば、

離婚裁判などで不倫が確定するという事例が
あります。

日本ではどうでしょうか ?かなり気軽に使つて
いる人もいるのでは?誤解のもとになるかもし
れませんね。

単なるυマークも日本 とアメリカではその捉え方も全く異なる。不倫関

係の裁判ではメールにこのリマークの有無は大きな意味を持つことにな

る。そもそも絵文字は日本人が広めたものだ。そのことをふηz黎2′″

クリθ″b"′ry θF aθ
"ι

θ□pθ
"2ア

E′

`脅

lb力
(2014)よ り紹介 した。

中学生にも絵文字の使用を聞い

てみると、頻繁に利用 しているこ

とがわかった。これ以外にスタン

プも利用 しているようだ。絵文字

もスタンプも表現が単純化 される

ため、送 り手と受け手での受け止

め方が異なるため、誤解を生むこともある。

「インターネットはどこまで信用できるのか」ということを取り上げ

ておきたい。

ff, !$ emo;;tr j)i!<#l*fi 0)6+t $:
t:.E HLEEtL(*r,r.at:" f***tt. s

*,AU t 1< $ 6 6 Longaon Diclionory of
C o nte m po r o r y E n sl nil2} I 4) l=lt 2 e O i al=
E*8ir<u6.
h[C] on ICON, similor lo on ETVIOTION,

used in eleclronic messoges ond on
websites, originally in Jopon

絵文字
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インターネットは信用できるのか

1)書き込み者が信頼できるかどう
か、氏名、所属などを明らかにして
い るかどうか。(匿名ではなく、文

責を負うことを承知しているかどう
か)。 個人ではなく特定の協会、団

体、会社の場合にはそれが社会的
な信頼度や知名度から判断。

匿名性の功罪
功 匿名だから本当のことが言える。
地位や立場、年齢に関係なく、意見を
主張できる。

罪 匿名だから嘘のことが言える。て
きとうなことを言える。一番は責任を
取る必要がない。(最近はサイバー犯
罪として捜査が進み、逮捕されること
がある)(爆弾を仕掛けたとか、、、)

自己満足

罪 知恵袋などはよかれと思って情報
を提供している場合もあるが、根拠が

ない情報を流布していることがある。
最終的にはサイトを見た人が判断す
るしかない。情報過多をどう処理する
か。頼りすぎもよくない。よく理解して
使うことが肝心。

年齢に関係なく、カメラ機能により
いつでも、どこでも撮影ができ、さら
にこれをインターネット上ヘアップす
れば、肖像権・著作権、プライバシ
ー等の問題へも発展しかねない。ま
た、デジタル万引き(dig‖ ol

shop‖f,ing)と いつた新しい問題も生
じている。

デジタル万引きはまだ法制化され
ていませんが、これも道徳的に考
えると問題があるようにも思いま
すが、、、デジタル万引きとはどん
なことかわかりますか?これこそ、

「道徳と規則」を考えるのにふさわ
しいかもしれません。買わずに写
真を撮るのは、、、

インターネット上の不適切なコメン
トや写真は1度インターネット上に
掲載されれば、単に自分の登録ア
カウントを削除すれば消えるわけ
ではないが、このあたりのことが実
は理解されているようで、理解さ
れていないことに一番の問題があ
あります。こうした現象はネットタト
ウーとも呼ばれている。

「ネットタ トゥー」「デジタルタ トゥー」とは、「ネット上の入れ墨」と

い う意味で、 1度ネットに掲載するとそれを消し去ることはほとんどで

きないということ。それはいったいなぜなのか ?ネ ットに掲載・投稿 し

た人が自らそれを削除すれば、自分が掲載 したものは消える。 しかし、

その前に誰かがそれをコピー して別の人に送る、いわゆるリツイー トし

てしまえば、これが次から次へと伝われるため、最初のものを消しても、

14



コピーされたものが増殖 していくため、すべてを消さないとネット上に

永久に残る。文字情報、写真も同様だ。これがデジタルタ トゥーと呼ば

れる所以だ。気軽 さから言っても、怖いのは写真だ。変な写真ほど面白

がつてみんなが次から次へとコピーする。めぐりめぐりつて数年後、自

分が就職の時期に変な写真を見つけられると大きな痛手となる。 自分で

掲載 しなくても、友達が掲載 したものに自分が写っていれば、、、あ―怖

い !自 分ひとりで注意 していても防げないのが実情だ。

また 「承認 されたい自己」 として瀬沼文彰『 キャラ論』(2007)では次の

ように現代の若者について述べている。

イギ リスの社会学者のアンソニー・ギデ ンズの意見を借 りれば、社会

の近代化が進むにつれて、血縁関係 よりも、人々の 自由意志によって

15

人は何故、インターネット上でのコ
ミュニケーションを気にするのか?

・承 認 欲 求

・ FOMO(説 明はあとで )

このふたつが大きな腱を握っています。

自分が誰なのかを隠して参加できること

から、いいことと、思いことがあります。

承認欲求
山竹伸二『「認められたい」の正体』(2011)

現代は承認への不安に満ちた時代で

ある自分の考えに自信がなく、絶えず

誰かに認められていなければ不安で

仕方がない。ほんの少し批判されただ

けでも、自分の全存在が否定されたか

のように絶望してしまう、そんな人間が

あふれている。

[親和的他者]… …愛と信頼の関係に

ある他者 (家族、恋人、親友)→親和

的承認

[集団的他者〕……集団的役割関係に

ある他者 (学校の級友、職場の同僚 )

一集団的承認

[一般的他者]… .¨社会的関係にある

他者一般の表象→ 一般的承認

インターネット上の承認とは

親和的他者、集団的他者のように関係性のあ

るものではなく、全く関係のない、むしろその存

在さえしらない一般的他者から承認を得られる

ところに大きな特徴がある。ネット上に新しい自

分を作り出せる。細田守監督『竜とそばかすの

姫』(2021)もこうし

たことがテーマにな

っている。 ダ
｀`

:編
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選択できる友人関係や恋愛関係が重視 されることを述べています。家

族より友人が重視される社会では、友人と楽 しまなければ、他者 との

繋がりが実感できず孤独を強く感 じてしまうのかもしれません。この

世代の特徴は、友人や恋人関係のような仲間内だけに親密 さを感 じ、

外部にあたる他者には関心を示さない傾向がある。 (pp.208・ 209)

インターネット上だけの友達とは実態のないものだ。ネット上で確かに

自分を認めくれる存在ではあろう。何をもつて「友達」というかも問題

はあるが、自分にとって都合がいい、自分を認めてくれれば、顔も知ら

なくても、ネット上の人でも「友達」と思う人もいる。見えない相手を

どこまで信用するか、それはあなたが自分で判断するしかないのだ。

FOMO
ソーシャルメディア(交流サイ ト)の チェックを怠ると落ち着かず不安

になることを意味する言葉。 「ねar ofmissing Out」 (「取 り残 される

と不 安」との意味)の 略語。ソーシャル依存症 とも言われる。16～ 35

歳 とい う広い範囲の年代に起こり、極端な場合、数十秒～数分ごとに

モバイル端末をチェックせずにいられなくなり、ス トレス症状が起き

たり日常生活に支障を来すことがある。派生語に、FOMO症 候群、

FOMO中 毒などがある。

承認欲求の背後にあるものはまさに FOMOと いうことになるのではな

FOMO

インターネットの普及により新し
い言葉、概念、現象が次々と誕
生している。その中の一つが
FOMO(fear of missing ou,)で あ
る。その定義をまず確認してお
きたい。
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実態のない友達

何をもって「な達」というかもあ
`lますか、自分にこって都合かいい、

自分を認めてくれれば、顔も知らな
くても、ネット上の人でも「な達」
と思う人もいきす。見えない相手を
ここきで信用するか、それ:き あなた
が自分で宇」断するしかあιlきせん。



いだろうか。

ここまではインターネットの負の面を取り上げて来また。当然、イン

ターネットの良い点にも目を向ける必要がある。

YouTubeか ら人気を獲得 した芸能人もいる。自分で売 り込み、成功 した

例だ。小学生のなりたい職業にもユーチューバーがすでに上位になって

いる。インターネットは個人の責任も大きくのしかかる。反対に、世間

を騒がせる悪質なユーチューバーもいる。最悪の場合には警察に逮捕 さ

れ、今や裁判沙汰になるような迷惑行為や違法行為さえ行 うものもいる。

きれいな花、美 しい花にはとげがある。便利なツールは危険なとげが

ある。正 しく使い、正 しく恐れる。危険 (リ スク)を理解 し、それを回

避する工夫をすることが重要ではないだろうか。 (終了)

4 第 2時間目の授業内容の狙い

第 2時間目の授業では「情報モラル」をメインとした。では学習指導

要領ではどのように捉えているだろうか。

(1)情報モラルに関する指導

社会の情報化が進展する中で,生徒は,学年が上がるにつれて,次

第に情報機器を日常的に用いる環境の中に入ってお り,学校や生徒の

実態に応 じた対応が学校教育の中で求められる。これらは,学校の教

`〕
、 ―́、

イ■

` 
｀

.ヽ

インターネットは直接

世界に発信できる

・英語さえできれば、インターネットを通して自

分の考えを世界中に発表することができます。

誰かの力を借りずに可能なのです。

・インターネットは文字だけでなく、画像、映像、

システムを使えば、テレビ電話にもなります。世

界中のひとに電話もすることができます。無料

のシステムを使えば、顔を見ながら電話もでき

るのです。

インターネットは個人で
アピールできる

・情報のスピード1訂 Vよりも速く、リアルタイムで

情報が入手できる。

・プロダクションや会社に関係なく個人の力で
発信できる。

●情報の内容により自分で責任を負うことにも
なる。誰も守ってくれません。

★セキュリティをしっかりしないと情報が漏洩し
プライバシーが侵害されてしまう危険がある。
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育活動全体で取 り組むべきものであるが,道徳科においても同様に,

情報モラルに関する指導を充実する必要がある。

ア 情報モラル と道徳科の内容

情報モラルは情報社会で適正な活動を行 うための基になる考え方 と

態度 と捉えることができる。内容としては,情報社会の倫理,法の理

解 と遵守,安全への知恵,情報セキュリティ,公共的なネットワーク

があるが,道徳科においては,第 2に示す内容との関連を踏まえて,

特に,情報社会の倫理,法の理解 と遵守といった内容を中心に取 り扱

うことが考えられる。指導に際して具体的にどのような問題を扱 うか

については各学校において検討 していく必要があるが,例えば,思い

や り,感謝や礼儀に関わる指導の際に,イ ンターネット上の書き込み

のすれ違いなどについて触れたり,遵法精神,公徳心に関わる指導の

際に,イ ンターネット上のルールや著作権など法やきまりに触れたり

することが考えられる。また,情報機器を使用する際には,使い方に

よつては相手を傷つけるなど,人間関係に負の影響を及ぼすこともあ

るため,指導上の配慮を行 う必要がある。 (文部科学省 99頁 )

この解説から生徒の can dOを 考えてみると以下のようになろう。

1 上記を踏まえつつ、情報モラル、特に情報社会の倫理について理

解を深めることができる。

生徒の関心を高めるため、ニュースなどで取 り上げらえているも

の、将来直面するようなリスク回避を含め、公徳心について理解す

ることができる。なお、小山一馬講師が取 り上げた「いじめ」等の

内容 とは別に、社会全体で問題になつていることを取 り上げ、生徒

は視野を広げることができる。

2

インターネットの利用、特に SNSでは「自己承認」が大きな要因とな
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っていると考えられる。当然、「自己承認」が悪いわけではない。「自己

承認」の背景には他人からの評価、他人からどう思われるかといつたこ

とが根底にある。ここで考えなければならないのが 「自己を見つめる」

とい うことだろう。学習指導要領では次のように取 り上げている。

(1)自 己を見つめる

道徳性の発達の出発点は, 自分自身である。中学生の頃から,様々

な葛藤や経験の中で, 自分を見つめ, 自分の生き方を模索するように

なる。感情や衝動の赴 くままに行動 し, 自分の弱さに自己嫌悪を感 じ

ることもあるであろうし,逆に,理想や本来の自分の姿を追い求め,

大きく前進 しようとすることもある。中学生は,そのような大きく,

激 しい心の揺れを経験 しながら, 自己を確立していく大切な時期にあ

る。 (文部科学省 15‐ 16)

この解説から生徒の can doを 考えてみると以下のようになろう。

1 承認欲求とFOMOに ついては理解を深めることで、自己を客観

的に見つめなおす機会ともなり、自己を確立してくうえでの一助と

することができる。

2 インターネットは個人で世界中に発信することができる。しかし

それにはリスクもあるため、十分な注意も必要なことが理解できる。

情報モラルについては啓発用に公開されている映像教材なども実際に中

学生に見てもらったこと、また、インターネットを活用 して個人で発信

を続け、ユーチユーバー としてテレビ等でも取 り上げられるようになっ

たヒカキンゃふあちゃんなどの実例を示すことによつて、身近な話題も

取 り上げた。できるだけ身近な事例を紹介 した。
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5 生徒の反応

2時間目の後半 15分ほど時間を設定 し、以下のワークシー トに記入 し

てもらつた。回答数は 41/68であった。

1-1 あなたは日本のマンガ・アニメは暴力性や残虐性があり、そ

のことがみなさんに悪い影響を与えていると思います。

1-2 あなたは日本のマンガ・アニメを読んだり、観たりしたこと

はありますか。もしあればそれはどんな作品ですか。「ない」場合に

は 「なし」と書いて下さい。

2-1 あなたはメールは LINEな ど、インターネットをする際にど

んなことに気を付けていますか。

2-2 バイ トテロ、デジタル万引き、デジタルタ トゥーについてこ

れまでニュースなどで聞いたことはありましたか。

3 今 日の道徳の授業を聞いた感想を書いて下さい。

「1-1 あなたは日本のマンガ・アニメは暴力性や残虐性があり、

そのことがみなさんに悪い影響を与えていると思います」については概

ね 5種の回答があった。

思 う （Ｘ
）

少しあると思う 5 「少 ししかない」も含まれる

場合による Ｑ

） 年齢やマンガ・アニメによる

思わない 18

設間と合わない回答

程度や場合によるものを含めると悪い影響があると思うと回答したのは
22/41と なり、53.7%であった。授業で欧米の事例を取り上げたことも
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あろうが、全体的な判断をしようとする方向性が見られた。悪い影響が

あると回答 した中には、「悪い影響を与えていると思 うが、自分にはない」

とい うものもあった。判断基準として 「自分」にだけ当てはめている事

例があるかどうかは今回のワークシー トでは判断できないが、

「1-2 あなたは日本のマンガ・アニメを読んだり、観たりして感

動したことはありますか。もしあればそれはどんな作品ですか。「ない」

場合には 「なし」と書いて下さい」では以下のような作品が取 り上げら

れた。

『 ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』『ルパン三世』『七つの大罪』『ワ

ンピース』『進撃の巨人』『アンパンマン』『鬼滅の刃』『ハイキュー』

『プリキュア』『僕のヒーローアカデミア』『呪術廻戦』『HUNTET×

HUNTER』『キングダム』『東京リベンジャーズ』『五等分の花嫁』『約

束のネバーランド』『君の膵臓を食べたい』『新世紀エヴァングリオン』

等

具体的な内容を書いている生徒もいたが、複数で言及されていたのが、

『鬼滅の刃 無限列車編』での煉獄杏寿郎の言葉やその生き様、『僕のヒ

ーローアカデミア』での個性の考え方などだ。

「2-1 あなたはメールはLINEな ど、インターネットをする際に

どんなことに気を付けていますか」では、中学生らしく、先輩への言葉

使いなどが多く寄せられた。

「2-2 バイ トテロ、デジタル万引き、デジタルタトゥーについて

これまでニュースなどで聞いたことはありましたか」では概ね次のよう

な結果であった。

聞いたことがある 30

聞いたことがない 10 1件が無回答。
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73.2%の 生徒がニュース等でバイ トテロのような内容のものを知ってい

たことになる。

「3 今 日の道徳の授業を聞いた感想を書いて下さい」については様々

な内容のものが寄せ られた。 (カ ッコ内は筆者が補足 した)

・世界によって文化も番 うので、日本ではいいことも海外だとだめだ

ったりして自分の見る目がひろ (広)がったき (気 )が した。
。自分が良かれと思つてやつても、他人にとっては迷わくになってい

る事が分かった。

・安全に使つていると思つても、知らない うちに炎上するものをかい

ているかもしれないので気をつけようと思った。

・バイ トテロの動画でふざけると身を滅ぼすことが分かった。

・アメリカと日本の法律の差が全然ちがくてびっくりした。

・州や国によって法律や考え方が分かった。

・外国の法律の基準は日本の法律の基準とは全々(全然)違 うとい うこ

とを知った。

。日本 とそれ以外のところとの違い、法律の違いがわかった。

・アメリカが日本のアニメにあんなにきび しいことを初めて知った。
。日本では普通に見ているマンガやアニメが海外だと禁止 されている

ものがあるとい うことを今 日初めて知 りました。

・国によって (映画館での上映や TV放映で)アニメの基準がばらば

らだとしった (知 った)。

0日 本で放送できても海外でも放送できなかつたり、上映できないも

のがあると知って驚きました。

・悪ふざけでバイ トテロのような動画をさつえい (撮影 )、 とうこう (投

稿)を しない (してはないけない)と い うことがわかった。

・デジタルタ トゥーこわすぎ。
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。LINEや Youtubeは削除をしようとしても誰かしらは保存 している

から気を付けたいと思った。(友達 とかも信 らい出来る人が良いなと

思った。)

。「きれいな花、美 しい花にはとげがある」で、確かにインターネット

にはいいアプリでも必ず裏で良くないことをしているからなぁ～と

思った。

。「きれいな花、美 しい花にはとげがある」で、人にもおきかえられる

と思った。良い人だと思っても性格を作っていたり、そうゆうのを

見ぬける力を欲 しいと思った。先を考えて行動 していきたいと思 う

授業だった。

・インターネットを使 うことで生活はゆたかになるんだなと思いまし

た。でもゆたかになるにつれて リスクをともなうのでこれからもそ

のリスクに気を付けながら生活 していきたいと思いました。

・インターネットは便利だけど怖いものだと改めて感 じた。

。今 日の授業を聞いて感 じたことは、人にはいろいろな考え方がある

なと改めて思いました。なぜなら自分達は面白いと思っていても外

国の人からすると、これはよくないと思 う人がいるからです。そし

てもう一つあってそれはインターネットの使い方です。 自分はイン

スタをやっているのでそういうふざけた投こうとかはしないように

意識 します。

概ね筆者の狙いは達成されたと判断できよう。

エピローグ

高等学校については模擬授業等で頻繁に訪れる機会があったが、中学

校についてはいわゆる授業で訪れる機会はこれまでほとんどなかつた。

小学生については狭山市や川越市で実施 されている子 ども大学ではてな
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学とい うジャンルで授業をすることがこれまでにもあった。(2)地方公共

団体の教育研究所で中学生を対象にした授業を 2014年 2月 に 4日 間行

ったこと (3)はぁったが、久 し振 りとい う印象があった。

今回は「道徳」というこから以下のことを強く意識 して行った。

1 学習指導要領に沿った内容にすること。前回の授業内容 と重複 し

ないようにすること、2時間あることから、内容を 2種類にしてこ

とを心掛けた。

2 筆者が国際コミュニケーション学部所属の教員 ということから、

「国際」とい う視点を組み入れた道徳の授業を行いたい。

3 中学生にとつてできるだけ身近なものを教材 として道徳の授業を

展開したい。マンガ、アニメ、ゲームなど教材 として利用 したい。

4 中学生はアルバイ トはできないが、バイ トテロのような社会的に

大きな問題 となつているものを取 り上げたい。

5 パワーポイン トを中心に進めるため、文字情報だけでなく、映像

や BGMな ども多様 し、テレビ番組を観覧席で見ているような雰囲

気で進めたい。途中で質問などを行い参加型、アクティブラーニン

グ的な要素を取 り入れたい。

道徳の授業では中学校の先生もいっしょに参加 して、終了後に次のよう

なコメン トを戴いた。

1 道徳の授業は活字になつたものを読み、それについて議論するこ

とが多く、国語の授業のような内容 となってしまうことが多く、今

日の授業はマンガやアニメ、特に『鬼滅の刃』などはほとんどの生

徒が知つているだけに、アメリカでの上映条件 (映倫)な どは刺激

的だった。

2 バイ トテ ロでは短 くてわか りやすい動画の紹介は有効だつた思 う。
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3

4

パワーポイン トのスライ ドに工夫がされていて、生徒が飽きるこ

となく、授業に取 り組めた。

質問コーナーなどがあり、生徒 とのや りともあって、生きた授業

だった。

今回の道徳の授業では道徳的に「良い、悪い」と言 う点よりも、ひと

りひとりがどう受け止めるか、どう考えるかに主眼を置いた。実は 7月

10日 (土)以前に 6月 22日 (火)の 大学の授業 「ポップカルチヤ~論」

では『鬼滅の刃』を中心に映画のレイティングを取 り上げ、日本のアニ

メーション映画や TVアニメが海外で公開で制限のあること、6月 29日

(火)に は大学の授業「総合的な学習の時間の指導法」で情報モラルについ

ては取 り上げてお り、大学生の反応も一つの参考にしたが、内容はほぼ

同様に使用 し、周辺の説明を丁寧することで補足を行った。

今回の授業では予め意識する点、ポイン トにしたい点が中学生にもう

まく伝ゎったこと、生徒の反応を中学校の先生方からも間けることがで

きたことは大きな収穫であった。教職課程では 「情報通信技術を活用 し

た教育の理論及び方法」 (義本 1‐ 12)と して来年度よりあらたに新設 さ

せるとい う発表もあつたが、情報機器、情報通信技術の活用は今後もさ

らに求められることになる。道徳は文化によつても大きく異なることが

あり、さらに時代によつても変化 して来る。常に新しい情報をキャッチ

し、教材 としての活用の可能性を探求していきたいものだ。

ント

=ニ

(1)「群盲象を評す (撫でる)」 はインドの寓話であるが、仏教説話より、

「阿含経」「六度集経」「北本涅槃経」「菩薩処胎経」等に見られるとい

う。日本では江戸時代に葛飾北斎もこの図を描いている。視野の狭い者

が多く集まり、それぞれの観点から理解したことを述べ、結果として物
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事の本質が見失われている状態や視野の狭い者は、いくら集まったと

ころで、本質を理解することは難 しいという喩えとして利用される。

今回この図を用いたのは 「視野の狭い人」を人全体、象をインターネ

ット世界になぞらえた。インターネ ットは文字通 り実体を見ることが

できないものであり、それを利用 している人は自分の立場から利用 し

ているにすぎないことから、この図を用いた。「木を見て森を見ず」と

も共通するところがある。

(2)「アニメ、スーパー戦隊シリーズからこんなことがわかる !」 (子 ど

も大学さやま 武蔵野学院大学・武蔵野短期大学、2014年 1月 18日 )

/「 スーパー戦隊シリーズ、ドラゴンボール、ポケモン大集合 ! マ

ンガ・アニメでも勉強するぞ !?」 (子 ども大学さやま、武蔵野学院大

学・武蔵野短期大学、2016年 10月 15日 )/「 スーパー戦隊、 ドラ

ゴンボール、ポケモンで勉強!?」 (NPO法人子ども大学かわごえ、会

場 :東京国際大学第 1キ ャンパス 3号館 314教室、2017年 11月 25

日)/「時代と共に変わるヒーローの姿 :ス ーパー戦隊シリーズ、仮

面ライダー、僕のヒーローアカデ ミアから何がわかるのか !」 (子 ど

も大学さやま、武蔵野学院大学 。武蔵野短期大学、2021年 11月 27日

予定)

※ 内容 につ い て は 「佐 々木 隆研 究 室 」 (https:偽 sk.ecOnhcOm/

newpage2.hml#kOugil)を 参照のこと。

(3)「ポップカルチャーとオタク文化」 (入間市教育研究所 特別授業、

2014年 2´月 20 日～21 日、 24日 ～25 日)

※ 内容 につ い て は 「佐 々木 隆研 究 室 」 (htps:〃 ssk.ecOnhcom/

newpage2.html#kOugil)を 参照のこと

引証資料

義本博司 (2021).「 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の

26



施行等について (通知)」 、文部科学省総合教育政策局、3文科教第 438

号令和 3年 8月 4日 。

佐々木隆 a(2020).「 英語教育に見る道徳的観点」、『新教育課程研究』第

13号、武蔵野教育研究会。 1‐ 27頁

佐々木隆 b(2020).「 障害者スポーツの表現を巡って一adapted spottsと

は何か」、『新教育課程研究』第 19号、武蔵野教育研究会。1-52頁

佐々木隆 c(2020).『 ポップカルチャーとオタク文化の微妙な関係 追加

増補版』、武蔵野学院大学佐々木隆研究室。

文部科学省 (2017).『 中学校学習指導要領 特別の教科 道徳編 (平成

29年告示)』、文部科学省。

文部科学省中央教育審議会(2016).「 道徳性を養う学習と、道徳教育で育

成を目指す資質・能力の整理」 (別添 16-1)

(https:〃 www.mext.gO.jpゐ_menu/shingi/chukyoた hukyo3/053/siryo仁

_icsFiles/a■ eld■le/2016/12/12/1380468_3_4_4.pdO(2021年 8月 1日

アクセス)

【キーワード】道徳、規則、他者理解、バイトテロ、デジタルタトゥー

27



執筆者一覧

佐々木  隆  武蔵野学院大学教授

新教育課程研究 第 25号

2021年 11月 30日  発行

武蔵野教育研究会 編集 。発行

〒350‐ 1328

埼玉県狭山市広瀬台 3丁目26番 1号

武蔵野教育研究会事務局

武蔵野引院大学 佐々木隆研究室



Studies on New Curiculum

卜Jmber25

30 Novernbe■ 2021

The Soclety ofMusashlno Educadon Studies


