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Ⅰ はじめに

本校は、昭和 24 年 4 月 1 日、岩手県立福岡高等学校伊保内分校（定時制課程）として開校し、昭和

37 年夜間制から昼間制となる。昭和 48 年 4 月 1 日に岩手県立伊保内高等学校として独立（恒久 2 学級、

臨時 1 学級）し、昭和 50 年 4 月 1 日には 1 学年 3 学級恒久化となった。昭和 61 年 4 月 1 日に 1 学年 2

学級恒久化となり、普通科 6 学級で現在に至る。

平成 26 年度・27 年度の 2 年間にわたり、文部科学省委託実践研究「課題解決に向けた主体的・協働

的な学びの推進事業」における「学力定着に課題を抱える学校の重点的・包括的支援に関する調査研究」

の指定を受けて実践研究に取り組み、平成 27 年 10 月 30 日に「岩手県立伊保内高等学校文部科学省指定

実践研究公開研究授業」を開催した。

進路状況（平成 27 年度）は、就職 36％、進学 64％であった。現在の全校生徒は 111 名（1 年生 30

名、2 年生 33 名、3 年生 48 名）である。

１ 校訓 明朗・創造・努力

The aim of our school is to create an active, lively educational community where students and

staff make every collaborative effort to learn, and to participate in club activities.

２ 教育目標

（１）知育・徳育・体育の三位一体を図り、文化の推進者となる資質を育成する

（２）暖かい人間関係を作り、魂と魂の触れ合いによる教育を進め、愛校心・郷土愛・愛国心を養う

（３）人間の尊厳を自覚し、自他ともに人間として尊重する精神を育て、自彊不息の校風を培う

３ 目指す学校像

『生徒・保護者・教職員にとって満足度が高く、地域に貢献する学校』

（１）生徒一人ひとりの能力を伸ばし、21 世紀を生き抜く確かな学力を育成する学校

（２）生徒の主体性を育み、自他の生命と安全を尊重する人間を育成する学校

（３）生徒に社会の一員としての自覚をもたせ、前向きに自己実現を目指す青年を育成する学校

（４）地域に根差し、地域とともに学び、地域に貢献する学校

（５）保護者・地域からの期待と信頼に応え、教職員が組織的に学び成長する学校

４ 本年度の取組方針＜小規模高校のモデルスクールを目指す＞

昨年度までの「学校活性化プロジェクト」の成果を生かし、継続して生徒の「学力向上」と「主体性

育成」を２本柱として、地域社会との連携を密にしながら、生徒一人ひとりと教職員の信頼関係に基づ

く質の高い教育を実践する。



５ 本年度の重点目標

（１）授業と家庭学習の充実による学力の向上

（２）主体性を育成する生徒指導と健康教育の推進

（３）キャリア教育の推進と生徒の進路目標の達成

（４）地域との協働及び地域への貢献

（５）教職員の指導力向上と教育への信頼確保

（６）魅力ある学校づくりに向けた取組

６ 本年度の取組姿勢

（１）何でも言える職場＜風通しのよい職場＞

（２）共に学習する職場＜同僚性の高い職場＞

（３）変化・成長する職場＜やりがいのもてる職場＞

Ⅱ テーマ設定の理由

親が買い与えたスマートフォンにより、生徒たちがサイバー犯罪に巻き込まれている現状がある。こ

れを学校の責任下で何とかしろというのは、いささか理不尽に感じるが、学校が生徒を守れなくてどう

するのかとも思う。

昨年 10 月初旬に県内各紙で報じられた事件であるが、水沢警察署管内で児童ポルノの容疑で 40 代男

性が逮捕された。実は、この事件の容疑者と本校の女子生徒が連絡を取り合っていることが捜査によっ

て判明し、水沢警察署から本校に連絡があった。この事件の容疑者と連絡を取っていたのは、本校の生

徒だけでなく、県内の幾つかの高校の生徒にまで及んでいるという。

本校では、平成 26 年からスマートフォン利用マナーアップ宣言の取組をしており、本校の生徒間での

ネットのトラブルについては一定の成果を上げていたので、この事件は大変ショッキングであり、サイ

バー犯罪の被害から生徒を守るためには別な手立てを講じる必要があることを痛感した。また、スマー

トフォン利用マナーアップ宣言の取組は、宣言文を名刺サイズのカードにして生徒が携帯することで日

常的な心得としようという取組にしていたが、刻々と新たなコンテンツやアプリが登場するスマートフ

ォンの現状に対し、2 年目にして既に改訂を余儀なくされていた事もあり、宣言以外の取組についても必

要性を感じていた。

また、新たな取組をするにしても宣言の取組で生じた継続・引継の困難さについても改善せねばなら

ないし、サイバー犯罪対策であるためには本校のみならず他校でも取組んでもらわないと本当の成果と

ならないため、負担が少なく取組みやすい方法を考案することにした。

Ⅲ 取り組み

１ 生徒の主体的取組とするため

サイバー犯罪から生徒を守るためには、生徒個々の「心の盾」がなくてはならない。そのためには、

生徒一人ひとりが主体的にサイバー犯罪の被害者や加害者にならないための知識を身につけ、意識を高

めなければならない。このことが取組の大前提であった。



昨年度、本校では文部科学省委託実践研究「課題解決に向けた主体的・協働的な学びの推進事業」に

おける「学力定着に課題を抱える学校の重点的・包括的支援に関する調査研究」の指定を受けて実践研

究に取り組んでおり、全職員がアクティブラーニング的な見地から授業改善に取り組んでいた。その中

で、私もグループ学習を多く取り入れていたが、グループ内で討議させることによって主体的に学習に

取り組むことを実感していた。また、グループ毎の討議の内容をクラス全体で共有することで、様々な

考え方に触れることができ、より良い結論へと導かれるという効果もあった。

そこで、この方法を取り入れたサイバー犯罪対策の取組とすることにした。工夫したのは、できるだ

け生徒や教師の負担にならず、次年度以降も継続可能な方法であった。身近な生徒間での話題に上るよ

うな極日常的なことからはじまり、ある程度は自分たちで対策を考えていき、最後は犯罪に係ることで

あるから警察やその筋の専門家から指導をもらう、といったプログラムを考案した。名づけて「サイバ

ー犯罪対策プログラム」である。

２ プログラムの流れ

サイバー犯罪対策プログラムの流れは、次の図のとおりである。「資料１」の実施要項はクラス討議の

前に、全職員に提示して理解を促すのに使い、本発表と多くの学校で取り入れていただくために次の流

れ図を作成した。

サイバー犯罪対策プログラムの流れ（実施時期は年度の前半が効果的）

① 対策プログラム①クラス討議（ＬＨＲ１時間） 各クラスごと：担任に一任する

② クラス討議の内容を集計⇒職員に配布（生徒に配布しても良い）

③ 講師依頼（年度始めに内諾を得ておく）：クラス討議の集計を渡して事前に見て貰う

④ クラス代表を交えての打合せ・生徒会主催で進行も生徒が行なう

⑤ 対策プログラム②全校討議（ＬＨＲ１時間）

全校集会：生徒会主催で、生徒が進行⇒講師に助言と講義をしてもらう

⑥ サイバー犯罪対策プログラム全体の生徒アンケート・集計⇒生徒・職員・講師に配布

⑦ 次年度に向けて：中間反省会議や後期生徒総会などで議題にする

（１）プログラム①クラス討議の実施

第一段階は、クラス討議。ホームルームで担任指導のもと４つ～６つのグループに分かれて討議をす

る。テーマは 2 つ、「スマートフォンを利用していて困ったと感じていること」と「スマートフォンを使

っていて、心配なこと、怖いと感じていること」そして、それぞれの対策についてである。「資料２」の



指導案を各クラスの担任に、「資料３」のプログラム①ワークシートを全生徒に配布した。担任には、指

導案には沿っていただきたいが先生方の持ち味をいかしてもらって構わないことを告げた。

先ずは、一人でワークシートに記入する。次にグループ討議、そしてグループとしての意見をクラス

で出し合い、最後はクラスとしての意見としてまとめる、といった流れである。

（２）クラス討議の集計とプログラム②全校討議へ向けての準備

プログラム①ではＬＨＲを１時間使っただけで、生徒と担任は準備も要らず、あまり負担にならない。

しかし、生徒指導担当者はここからが一仕事である。

先ず、各クラスからクラス討議をまとめたものをプログラム①ワークシートにまとめてもらい回収す

る。次に、「資料４」のようにクラス討議の内容を一覧表にまとめるのである。本校は６クラスなので全

校で一覧にすることができたが、もっとクラス数の多い学校では学年ごとで一覧できれば良いだろう。

とにかく、一覧できるようにまとめることが肝要である。この際、ある問題点を①とし、次の欄のその

解決策も①として見やすいよう工夫した。これは、生徒たちが他のクラスでどのようなことが出ている

のか一見して分かるようするためでもある。

この「資料４」の扱いであるが、先ず全職員に配布してご覧いただいた。次に講師をお願いしていた

二戸警察署生活安全課へ送付し、内容を見ていただいた上で必要があれば県警本部サイバー犯罪対策室

からも講師をお願いしても良いことを告げた。幸いなことに、講師を引き受けて下さった二戸警察署の

生活安全係長さんは以前に警視庁のサイバー犯罪対策室で長期研修を受けられたこともある方で、結果

として講師は一人であった。警察とは電話でのやり取りだけで、年度始めにプログラムの流れや意図を

打ち合わせておいたため、比較的短時間で打ち合わせることができた。

（３）プログラム②全校討議の実施

第二段階は、全校討議である。ＬＨＲの１時間（水曜日の６校時に設定）と短縮時程にして生じた 25

分を合わせ、75 分間で実施した。生徒への「資料４」の配布は、当日の朝に行なった。全体討議の際に

生徒一人ひとりに考えて貰いたかったので、生徒総会のような予定調和とならないようにするためであ

る。当初、この全体討議のイメージは生徒総会のそれであったが、全体を通してどのような意見が出て

いるのか分かりやすくするため、パネルディスカッション形式とした。パネラーは各クラスの代表１名

ずつ、コーディネーター（司会進行）も生徒がつとめた。パネルディスカッションで行なう場合の肝は

コーディネーターであり、任せられる生徒がいたからこそであった。対策プログラムが終了した時点で、

生徒アンケートを取ったが、パネルディスカッションにした意図が分からなかったようで、生徒総会の

体の方が意見が出し易いと書いた生徒もいた。本校の生徒たちは、今年度の実施で感覚をつかんだと思

うので、次年度は生徒総会方式での実施で良いかもしれない。

対策プログラム②は、「資料５」の実施要項にあるように二段階に分かれており、前半の全体討議の後

に助言と講演を受けるという構成である。生徒の主体的な取組を尊重しながらも、目的はサイバー犯罪

の被害者や加害者にならないため知識と意識を高めることにあり、生徒間の討議で足りないところを補

いかつサイバー犯罪防止のための指導をしていただくことにした。これは、生徒の防犯意識が高まった

ところに専門的な内容を説明されると、より知識と意識が高まるのではないか、とのねらいがあったか

らである。



３ 取組の成果とその検証

（１）生徒アンケートの結果から

先に述べたように、継続可能な取組でなければ意味が無いと考え、生徒アンケートの実施とその結果

の生徒への配布をプログラムの中に含めた。いわゆる「やりっ放し」ではなくすることで、次年度以降

への繋がりを作りたいと思ったからである。

先ず、「資料６」のアンケートであるが、シンプルで回答し易く工夫した。ただし、記述欄を設けて意

見があったら記述できるようにした。質問項目の４については、サイバー犯罪防止のベスト３を回答し

てもらった。

次に、「資料７」のアンケート結果であるが、クラス討議についてはおよそ９割の生徒が「役に立った」

「考えが変わった」としている。記述で、「考える時間が欲しかった」という意見があり、事前にどのよ

うな質問をするか知らせておいても良いかもしれないと思った。

全体討議では、９割以上の生徒が「役に立った」「考えが変わった」としており、クラス討議よりやや

多い。記述で、「各クラスで様々な問題・解決策があり、とても興味深かった。ただ発表されるよりも興

味が湧いた。」とパネルディスカッション形式に肯定的な意見が多い中で、「全員が参加できる様なもの

の方が良いと思うし、意見が出ると思う。」という生徒総会的な形式をイメージしているかのような意見

もあった。パネルディスカッションに拘っている訳でもないが、「全員が参加できる様なもの」というの

も直ぐにはイメージが湧かない。クラス討議で既に全員参加しているという事が理解できていないのか、

全体討議で更に全員に意見を求めるようなことをイメージしているのか、パネルディスカッションをト

ークショーと混同しているのか、いずれ良く分からない。後日、詳しく聞かせて欲しいと呼びかけたが、

申し出る生徒はいなかった。

また、講演については 97％の生徒が「役に立った」としているが、残りの３％の生徒は「あまり役に

立たない」と答えており、そのうち何名かの生徒に理由を訪ねたところ「既に知っている内容だったか

ら」という答えが返ってきた。考えが変わったかについては、93％が「変わった」と答えているのに対

し、「変わらない」１％、「どちらとも言えない」６％であった。なお、理由についての聞き取りはでき

なかった。

最後に、「サイバー犯罪に遭わないためには何が大切と思うか」の質問に対しては、約３割が「みだり

に個人情報を伝えない」、次いで 22％の「不審なサイトにアクセスしない」、そして 17％の「フィルタリ

ングをする」がトップ３であった。「知らない人と会わない」が 10％の 5 位タイで、本校の生徒は児童

ポルノの容疑者と実際に会うまでには至っていないが、これも対策プログラムの成果といえよう。いず

れにしても、個人情報については自分で気を付けねばならないことに気付いたのは大きな収穫といえる。

（２）取組の成果

生徒アンケートの結果から、殆どの生徒がサイバー犯罪防止についての知識と意識を高めたことが分

かると思う。これとは別に、もう一つの成果があった。既に生徒会で取り組んでいた「スマートフォン

利用マナーアップ宣言」については、サイバー犯罪対策プログラムを終えてからそれを参考に見直しを

しようという事にしていた。しかし、サイバー犯罪対策プログラムを実施したところ、生徒間での利用

マナーをも含む内容であったため宣言文の必要性が薄れ、サイバー犯罪対策プログラムを毎年実施する



方が労力も省くことができて、尚且つめまぐるしく変化するネットを取巻く状況にも対応が可能だと気

付いたのである。

（３）今後の課題

「初年度は成果が上がる」ということについては、宣言文の取組で経験済みであった。しかし、それ

を「何年も継続するのは困難である」ということは昨年度以来の課題であった。こと、ネットに関する

内容は日々変化している。このサイバー犯罪対策プログラムは、サイバー犯罪被害を身近に感じたから

始めた取組であったが、本校以外でも活用してもらう事を考え、「少しの労力で大きな効果」という省エ

ネ型の取組を意識したため、カスタマイズ可能なものとなった。先に述べた全体討議の形式もパネルデ

ィスカッション型でも生徒総会型でもできるし、クラス討議についても様々なやり方があると思う。む

しろ、講演の講師も含めて様々に試して、継続可能で効果的な方法を探りながら、その時々に合わせて

進められればと考える。

私たちは、サイバー犯罪から生徒たちを守るために戦わなければならない。『孫子』ではないが、「水

に常形なく、兵に常勢なし」である。そのためには、現在どのような問題があるのかを生徒たち自身に

考えさせ、他の生徒や他のクラスの意見を取り入れ、我が事として生徒が主体的取組をとおして「心の

盾」を築いて行けるよう工夫を怠らないことが肝要であると考える。マンネリ化を避けながら、効果的

かつ継続可能な取組をこれからも考えていきたい。

Ⅳ おわりに

終始述べてきたように、このサイバー犯罪対策プログラムを多くの学校で実施していただくのが私の

願いである。そのために必要と思われる資料は、本校のウェブサイトからダウンロードできるようにし

てもらっているので是非ご利用いただきたい。ＬＨＲが 2 時間あれば、実施可能である。クラス討議の

内容の集計と全体討議の際の講師をお願いする労力はあるが、どの学校でも情報モラルやサイバー犯罪

対策の講演は実施しているだろうから、例年と比べてさほど負担にならないと思う。ただ、最後の生徒

アンケートの実施とその集計を生徒にフィードバックすることだけは、大変かもしれないが必ずやって

いただきたい。生徒たちは、自分たちの活動の結果を知りたがっているからである。このことこそが、「心

の盾」の仕上げになるのである。

生徒会活動が芳しくないため、生徒の自主的取組といっても教師の負担が増えるだけと考える方もあ

るかもしれないが、どのような学校でもスマートフォンの利用について興味・関心の無い生徒はいない

であろう。生徒会活動が活発でない学校であっても、この取組をとおして生徒たちの主体性を育てるこ

とができるようになると思う。

この取組が多くの学校で実施され、サイバー犯罪対策の取組が広がることを切に願うばかりである。


