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1. 開催概要 

名 称： 高校生 ICT Conference 2013（旧：高校生熟議） 

～考えてみよう！情報モラル・情報リテラシー教育の５Ｗ１Ｈ～ 

第１回「何が知りたい？！情報のモラルとリテラシー」 

第２回「高校生だからできる『情報モラル・情報リテラシー教育』」 

主催・共催： 一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 

安心ネットづくり促進協議会 

大阪私学教育情報化研究会 

後 援： 内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省 

北海道、奈良県 

北海道教育委員会、奈良県教育委員会、大分県教育委員会 

北海道青少年有害情報対策実行委員会 

独立行政法人情報処理推進機構 

公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 

一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会、一般社団法人電気通信事業者協会 

一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会 

特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構 

東京都高等学校情報教育研究会、奈良県高等学校情報教育研究会 

大阪府高等学校情報教育研究会 

協 賛： グリー株式会社、グーグル株式会社、株式会社ディー・エヌ・エー、LINE株式会社、

株式会社ミクシィ、一般社団法人情報教育研究所、株式会社インテグラル、 

株式会社中部トータルサービス 

協 力： 一般社団法人ソーシャルゲーム協会、一般財団法人日本脳力研究協会 

NPO法人企業教育研究会 

アルプス システム インテグレーション株式会社、 

株式会社内田洋行、株式会社ガイアックス、KDDI株式会社 

株式会社サイバーエージェント、デジタルアーツ株式会社 

株式会社 BITS PUZZLE、株式会社メディア開発綜研 

開催目的： 高校生 ICT Conferenceは、2011年度に「ICTプロジェクト 高校生熟議 in 大阪

～ケータイ・インターネットの在り方＆活用法～」として大阪でスタートしました。

2012年度は、東京開催を加え、計 17校 79人の高校生が参加しました。今年度は、

昨年度の 2地域に加え、北海道、奈良、大分を加えて開催を予定しており、より全

国的な規模での展開に向けて開催地域を拡大しています。 

高校生 ICT Conference の開催目的には、二つの側面があります。その一つは、

教育的側面であり、初対面の人と話し合うという経験の中で、段階的に「考え、ま

とめる、話す、見せる、伝える」などの技術を修練することです。第二に社会的に

注目を浴びている携帯電話やインターネットをテーマとすることで、大人になる準

備段階として、携帯電話やインターネットを安心して安全に使うために、高校生と

して情報モラルについて自ら深く考え、実践することで、将来のより良いインター

ネット利用環境の構築の一助とすることです。さらに当事者たる高校生の意見を中

央に届けるべく、各地域の代表者はサミットにより提言をまとめ、内閣府、総務省、
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文部科学省で発表致しました。2013年度はさらにその開催地域を拡大し、より広い

地域の、高校生ならではの意見を政府に届けるべく、開催を予定しています。 

 

※平成 21年 4月から施行された「青少年インターネット環境整備法」基づき、青少年が安心・安

全にインターネットを利用するための環境整備が始まった。民間の自主的・主体的取組が鋭意進

められていると共に、行政府に於いても施行状況の検討が進められている。一方、新学習指導要

領が平成 23年度の小学校を皮切りに、平成 24年は中学校、平成 25年度は高等学校で全面実施さ

れる。また、急速に普及を始めたスマートフォンや新しい ICT（情報通信技術）サービスにおい

て、青少年が健全に ICT を利活用できるように育成するため、青少年への指導に加え、保護者や

教職員への「情報モラル教育」の啓発活動が重要視されている。今年度は、情報モラル教育にお

いて高校生にとって何が必要となるか、また、高校生自身が情報モラルの向上にあたって何がで

きるかを話し合うとともに、行政、事業者等への要望について本取組で提案し参考に資する。 

高 校 生 ICT 

Conference 

2013 の開催会

場・日程： 

高校生 ICT Conference 2013（旧：高校生熟議） 

 ・高校生 ICT Conference 2013 in北海道 

第一回 2013年 9月 8日（日）13:30-17:00 

第二回 2013年 10月 20日（日） 13:30-17:00 

（会場）札幌 ユビキタス協創広場 U-cala 

北海道札幌市中央区北 1条東 4丁目 1-1サッポロファクトリー1条館 1階 

・高校生 ICT Conference 2013 in 東京 

第一回 2013年 9月 7日（土）13:30-17:00 

第二回 2013年 10月 5日（土） 13:30-17:00 

（会場）東京ユビキタス協創広場 CANVAS（内田洋行） 

東京都中央区新川 2-4-7 

 ・高校生 ICT Conference 2013 in奈良 

第一回 2013年 7月 21日（日）13:30-17:00 

第二回 2013年 9月 29日（日） 13:30-17:00 

（会場）第一回：畿央大学 

奈良県北葛城郡広陵町馬見中 4丁目 2-2 

第二回：奈良佐保短期大学 

奈良県奈良市鹿野園町 806 

・高校生 ICT Conference 2013 in大阪 

第一回 2013年 7月 20日（土）13:30-17:00 

第二回 2013年 10月 5日（土） 13:30-17:00 

（会場）大阪ユビキタス協創広場 CANVAS（内田洋行大阪支店） 

大阪市中央区和泉町 2-2-2 

 ・高校生 ICT Conference 2013 in大分（九州地区） 

第一回 2013年 9月 28日（土）13:30-17:00 

第二回 2013年 10月 26日（土） 13:30-17:00 

（会場）第一回：ホルトホール大分 

大分県大分市金池南 1丁目 5-1 

第二回：大分文化会館小ホール(会議場） 
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大分県大分市荷揚町 4-1 

 ・高校生 ICT Conference 2013サミット（各地域の代表者による熟議） 

2013年 11月 3日（日） 13:30-17:00 

（会場）東京ユビキタス協創広場 CANVAS（内田洋行） 

東京都中央区新川 2-4-7 

 ・最終報告会（サミットでの取りまとめを提言として関係府省庁等に報告） 

2013年 12月 18日（水）15:30-17:30 

内閣府「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」 

総務省、文部科学省、経済産業省にて成果・提言報告及び意見交換（予定） 

開催の概要： 【各開催地での熟議】 

・第一回 「何が知りたい？！情報のモラルとリテラシー」 

（1）挨拶 （2）講演 (3)熟議イントロダクション (4)熟議 (5)グループ発表 

（6）講評 

・第二回 「高校生だからできる『情報モラル・情報リテラシー教育』」 

(1)挨拶 (2)熟議 (3)グループ発表 (4)総評 (5)サミット参加者発表 

 

【サミット】「考えてみよう！情報モラル・情報リテラシー教育の５Ｗ１Ｈ」 

（1）挨拶 （2）アイスブレイク （3）提言のための熟議 （4）提言発表 

（5）講評 （6）最終報告会参加者発表 

 

【最終報告会】 

内閣府「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」 

総務省、文部科学省、経済産業省にて成果・提言報告及び意見交換 

高 校 生 ICT 

Conference 

2013 実行委員

会： 

【コアメンバー】 

• 米田謙三（大阪私学教育情報化研究会副会長、私立羽衣学園高等学校）  

• 更科幸一（プレゼンピック、私立自由学園高等科）  

• 齋藤長行（青山学院大学 ヒューマン・イノベーション研究センター 客員研

究員）  

• 髙橋正夫（社団法人全国高等学校 PTA連合会顧問） 

• 鎌田真樹子（熟議懇談会委員、違法・有害情報相談センターアドバイザー）  

• 佐藤喜信（株式会社内田洋行 教育総合研究所）  

• 石原友信（安心ネットづくり促進協議会 事務局長）  

• 吉岡良平（㈳モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 事務局長） 

• 他、関係者団体、事業者等  

【スーパーバイザー】 

• 平野翔大（慶應義塾大学）  

• 金子真志（奈良佐保短期大学） 

【事務局】 

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用 事務局 

 吉岡良平 yoshioka_r@ema.or.jp 03-6913-9235 

 東京都港区西麻布 1-4-38 千歳ビル 3階 
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2. 高校生 ICT Conference 2013 in 北海道 第一回 開催概要 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回は高校生、教員、企業関係者など 50 名近くの参加者を得て、「何が知りた

い？！情報のモラルとリテラシー 」をテーマに高校生がグループに分かれて活発

な議論と発表を行いました。 

【リアル熟議】 

・第一回 「何が知りたい？！情報のモラルとリテラシー 」 

主旨説明 羽衣学園高校 米田 謙三 

これからの進め方を紹介、あわせて昨年の流れも紹介しました。 

 

開会の挨拶 

文部科学省スポーツ・青少年局 青少年課 課長 川又 竹男 様 

 

第一部：事業者による講演 

企業さんがあらかじめ自分達でテーマと役割を決めて短い時間でそれぞれ 

重要な内容をプレゼンしてくださいました。 

・「ケータイ/スマホとどう向き合いますか？～スマートな利用方法とは～」 

株式会社ディー・エヌ・エー 

・「ソーシャルメディアコミュニケーションで大切なコト、必要な力」 

株式会社ミクシィ 

・「LINEサービスの現状とモラル教育」 

LINE株式会社 

各プレゼンの内容をしっかり参加生徒はメモをとりながら次の熟議に備えていま

した。各プレゼンの内容もソーシャルメディアのお話から現在のケータイ・スマホ

の抱える問題点、今後の課題、これからの活用方法、企業の立場からの提案など い

ろいろなアイデアが盛り込まれていて教員にも大変有意義なものでした。特にＬＩ

ＮＥ株式会社のＬＩＮＥの活用は使用者も多く、参考になりました。 

 

参加校 学校紹介 および グループ分け 

 参加生徒全員が前に来て学校ごとに簡単に参加者紹介を行いました。 

 学校ごとに自己紹介をしたので少し緊張感も和らげました。中には 4時間以上も

かけて来てくれた学校もありました。その後グループ分けして 4つに分かれました。 

 

第二部：熟議「何が知りたい？！情報のモラルとリテラシー」 

グループに分かれ教員、企業の方がファシリテーターとなって、高校生熟議を開

始しました。高校生たちは付箋紙に現在使っているスマホやネットの使い方からこ

れからのこと、また一緒に入って下さった事業者の方にもいろいろと質問をしなが

ら、メモや付箋紙を活用し、意見を出し合っていきます。歓声が上がるほど活発な

意見交換が出されました。本日の講演に関していろいろと質問をしているグルー

プ、自分たちのネットへの課題・問題点から解決策を出しているグループもありま

した。付箋紙を模造紙に貼り付けていく中で意見を整理分類して、各グループでま

とめて行きました。 
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 また企業の方もグループに入っていただきました。専門的な質問が出ると 

すばやく答えてくださいました。また書記に関しても事前からフォームやまとめ方

を打ち合わせして滞りなくまとめることができました。 

 

第三部：グループ発表 

各グループが 4分程度で模造紙を使って順番に発表していきました。北海道は今

回が初めての熟議でしたが、初めてとは思えないクオリティの高い内容で、それぞ

れのグループが熟議の内容をスキットや役割分担を決めて工夫を凝らした発表と

なりました。今後は第二回のテーマでどのようにその知識を広げ、どのように実践

していくのか、また、高校生たちがどのように考えてくれるのか、非常に楽しみな

発表となりました。 

 

講評  北海道大学大学院法学研究科 教授 町村 泰貴 様 

 本日の良かった点、次への課題などを簡潔にお話しいただきました。 

 

最後に、羽衣学園高校 米田謙三先生より次回の予告を紹介しました。 

 

※第二部の熟議の詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 

参加校： 〔北海道〕 

北海道豊富高等学校、北海道石狩翔陽高等学校、北海道札幌真栄高等学校 

北海道札幌東豊高等学校、北海道札幌白陵高等学校、北海道札幌平岡高等学校 

日 時： 2013年 9月 8日（日）13:30-17:30 

場 所： 札幌ユビキタス協創広場 U-cala（内田洋行北海道支店） 

北海道札幌市中央区北 1条東 4丁目 1-1 サッポロファクトリー1条館 1階 

アクセス 地下鉄東西線 バスセンター前駅 徒歩 5分 

参加人数： 熟議参加生徒 19人 

見学者 27人（教員・教育関係者 13人 その他 14人） 

合計：46人 

熟議グループ： 熟議参加者が高校生のため匿名とさせていただきます。（敬称略） 

【第１班】５人 

北海道札幌平岡高等学校 ２年 男子 

北海道札幌東豊高等学校 ３年 男子 

北海道札幌真栄高等学校 ２年 男子 

北海道豊富高等学校 ２年 女子 

北海道石狩翔陽高等学校 ３年 女子 

〔ファシリテーター〕 

一般社団法人・情報教育研究所 永坂 武城 

〔書記〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 大井 潤 

 

【第２班】５人 
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北海道札幌真栄高等学校 ２年 男子 

北海道札幌平岡高等学校 ２年 男子 

北海道札幌白陵高等学校 ２年 女子 

北海道札幌平岡高等学校 ２年 女子 

北海道石狩翔陽高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 金子 哲宏 

〔書記〕 

安心ネットづくり促進協議会 牛腸 綾香 

 

【第３班】５人 

北海道札幌平岡高等学校 ２年 男子 

北海道札幌真栄高等学校 ２年 男子 

北海道札幌白陵高等学校 ２年 女子 

北海道札幌東豊高等学校 ３年 男子 

北海道石狩翔陽高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 西 雅彦 

〔書記〕 

大阪電気通信大学 當山 達也 

 

【第４班】４人 

北海道豊富高等学校 ２年 男子 

北海道札幌白陵高等学校 ２年 男子 

北海道札幌東豊高等学校 ３年 男子 

北海道札幌平岡高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

北海道石狩翔陽高等学校 教諭 生田 政志 

〔書記〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 山田 勝之 
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3. 高校生 ICT Conference 2013 in 北海道 第二回 開催概要 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回は高校生、教員、企業関係者など 70名近くの参加者を得て、「 高校生だか

らできる 「情報モラル・情報リテラシー教育」 」をテーマに高校生がグループ

に分かれて活発な議論と発表を行いました。 

・第２回 「 高校生だからできる 「情報モラル・情報リテラシー教育」 」 

主旨説明 羽衣学園高校 米田 謙三 

第 2回目からの参加者も多くいたので、第１回は「何が知りたい？！情報のモラ

ルとリテラシー 」をテーマに高校生がグループに分かれて活発な議論と発表を行

ったことを説明しました。 

 

開会の挨拶・講演 

北海道総合通信局 情報通信部 電気通信事業課長 中野 正人 様 

  最新のデータを基に、総務省で取り組んでおられる事業や現状の課題などを高校

生にわかりやすく解説いただきました。いろいろな部署が連携していることなどわ

かりやすく解説いただきました。 

 

【リアル熟議】「 高校生だからできる 「情報モラル・情報リテラシー教育」 」 

 本日は 「高校生が誰に何をどのように取り組むか」を中心に考えてもらうこと

を説明 

 

第一部：「講演」インターネット上の有害情報から青少年を守る北海道の取組 

北海道環境生活部くらし安全局 道民生活課 青少年グループ 山崎 雅人 様 

全国でも始めて 地域の取り組みを紹介いただきました。北海道でインターネッ

ト上の有害情報からどのように青少年を守っているかということを説明していた

だきました。二部の熟議に大変参考になりました。 

 

参加校 学校紹介 および グループ分け 

 参加生徒全員が前に来て学校ごとに簡単に学校紹介を行いました。 

 参加者も前に出て少し緊張感も和らぎました。その後グループ分けして４つに分

かれました。 

また本日参加いただいている事業者の方もここで紹介しました。 

 

第二部：熟議「 高校生だからできる 「情報モラル・情報リテラシー教育」」 

グループに分かれ教員と事業者がファシリテーターとなって、高校生熟議を開始

しました。今回のテーマは５W1H ということで、高校生たちが、大人、小中学生、

高校生に対して、情報モラル・情報リテラシー教育をいつ、どこで、どのように実

施するかを、一緒に入って下さった PTA・事業者の方や大学の先生の皆さんといろ

いろと質問をしながら、メモや付箋紙を活用し、意見を出し合っていきました。ど

のグループも活発な意見交換が出されました。途中からは完全に高校生たちだけで

議論、まとめていく状態になっているグループもありました。今回は、最後にプレ
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ゼンテーションソフトを使って発表するため各班短い時間の中でしたが簡潔にま

とめて行きました。どのグループも高校生が自らプレゼンテーションソフトを作成

してくれました。 

 

第三部:グループ発表 

・ グループ発表（各グループ 4分程度） 

グループごとに熟議をまとめた内容を発表していきました。 

各グループ 上記の内容を役割分担を決めて工夫を凝らした発表をしました。今回

の発表は本当にどれも素晴らしく、わかりやすいものでした。 

 

講評 北海道大学大学院法学研究科 教授 町村 泰貴 様 

 各グループの特徴などを講評いただきました。また、次への課題など 簡潔にお

話しいただきました。 

 

※第二部の熟議の詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 

参加校： 〔北海道〕 

北海道豊富高等学校、北海道石狩翔陽高等学校、北海道札幌真栄高等学校 

北海道札幌東豊高等学校、北海道札幌白陵高等学校、北海道札幌平岡高等学校 

北海道札幌月寒高等学校、北海道大麻高等学校 

日 時： 2013年 10月 20日（日）13:30-17:30 

場 所： 札幌ユビキタス協創広場 U-cala（内田洋行北海道支店） 

北海道札幌市中央区北 1条東 4丁目 1-1 サッポロファクトリー1条館 1階 

アクセス 地下鉄東西線 バスセンター前駅 徒歩 5分 

参加人数： 熟議参加生徒 41人 

見学者 25人（教員・教育関係者 11人 その他 14人） 

合計：66人 

熟議グループ： 熟議参加者が高校生のため匿名とさせていただきます。（敬称略） 

【第１班】１１人 

北海道札幌月寒高等学校 ２年 女子 

北海道札幌月寒高等学校 ２年 男子 

北海道豊富高等学校 ２年 男子 

北海道石狩翔陽高等学校 ２年 女子 

北海道札幌白陵高等学校 ２年 女子 

北海道大麻高等学校 １年 女子 

北海道大麻高等学校 １年 女子 

北海道札幌平岡高等学校 ２年 男子 

北海道札幌真栄高等学校 ２年 男子 

北海道札幌東豊高等学校 ３年 男子 

北海道大麻高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

北海道石狩翔陽高等学校 教諭 生田 政志 
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〔書記〕 

大阪電気通信大学 當山 達也 

 

【第２班】１０人 

北海道石狩翔陽高等学校 ２年 女子 

北海道札幌真栄高等学校 ２年 男子 

北海道札幌東豊高等学校 ３年 男子 

北海道豊富高等学校 １年 女子 

北海道札幌平岡高等学校 ２年 男子 

北海道札幌月寒高等学校 １年 女子 

北海道札幌月寒高等学校 ２年 男子 

北海道札幌月寒高等学校 ２年 男子 

北海道大麻高等学校 １年 女子 

北海道大麻高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

LINE株式会社 浅子 秀樹 

〔書記〕 

一般社団法人ソーシャルゲーム協会 朝倉 孝之 

 

【第３班】１０人 

北海道札幌平岡高等学校 ２年 女子 

北海道札幌平岡高等学校 ２年 男子 

北海道大麻高等学校 １年 男子 

北海道大麻高等学校 １年 女子 

北海道札幌月寒高等学校 ２年 男子 

北海道札幌東豊高等学校 ２年 男子 

北海道札幌月寒高等学校 ２年 男子 

北海道石狩翔陽高等学校 ３年 女子 

北海道札幌真栄高等学校 ２年 男子 

北海道札幌月寒高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 西 雅彦 

〔書記〕 

安心ネットづくり促進協議会 吉村 浩一郎 

 

【第４班】１０人 

北海道石狩翔陽高等学校 ２年 女子 

北海道札幌白陵高等学校 ２年 女子 

北海道大麻高等学校 １年 男子 

北海道大麻高等学校 １年 男子 

北海道大麻高等学校 １年 女子 
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北海道札幌白陵高等学校 ２年 男子 

北海道札幌平岡高等学校 ２年 男子 

北海道豊富高等学校 ２年 男子 

北海道札幌月寒高等学校 １年 女子 

北海道札幌月寒高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 金子 哲宏 

〔書記〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 貢 舞 
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4. 高校生 ICT Conference 2013 in 東京 第一回 開催概要 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京開催は今年が 2年目ということもあり、昨年度より多くの高校生に参加してい

ただきました。第一回は「何が知りたい？！情報のモラルとリテラシー」をテーマ

に高校生が各グループに分かれ議論し、発表を行ないました。 

 

開会の挨拶 

文部科学省 スポーツ・青少年局参事官付 青少年有害環境対策専門官 

関根 章文 様 

 

第一部：「事業者講演」 

・「『情報選別』情報の受け手としての考え方」 

株式会社サイバーエージェント 

 

・「スマホの利用に潜む危険とそのリスクマネジメントを考えてみる」 

デジタルアーツ株式会社 

 

・「ソーシャルメディアコミュニケーションで大切なコト、必要なチカラ」 

株式会社ミクシィ 

 

各プレゼンの内容を参加生徒はしっかりとメモを取りながら聞いていました。生徒

だけでなく参観の方たちにとっても、非常に有意義な内容でした。 

 

休憩 

 

第二部：熟議「何が知りたい？！情報モラルとリテラシー」 

 最初にファシリテーターとファシリテーター補助、書記の紹介を行ない、高校生

は 6つのグループに分かれました。事業者講演で聞いたことも参考にしながらスマ

ホのこと、ネットのこと、SNS のことなどをサインペンと付箋を使って意見を出し

ていきました。グループごとに「良い点」と「悪い点」や「すべきこと」と「して

はいけないこと」など様々な視点から分類して、それぞれの方法で模造紙にまとめ

ていきました。 

 

第三部：グループ発表 

 各グループは熟議の成果を 3 分程度で模造紙を使って順番に発表していきまし

た。グループごとに色々な視点から情報モラルやリテラシーについてまとめられて

いて、発表の方法についてもグループごとによく考えられており、それぞれに特徴

が出ていて大いに沸く場面もありました。 

 

講評 

越谷市教育委員会 教育センター所長 大西 久雄 様 

高校生が主体的に関わっていることは非常に素晴らしいことであり、どうしたら



 

12 

 「正しく」使っていくことができるのか、より深く掘り下げて考えていってほしい

とのお話をいただきました。 

 

※第二部の熟議の詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 

参加校： 〔東京都〕 

自由学園高等科 

〔神奈川県〕 

鎌倉女学院高等学校、神奈川学園高等学校 

〔茨城県〕 

水戸女子高等学校、水城高等学校 

〔栃木県〕 

栃木県立宇都宮北高等学校 

〔群馬県〕 

群馬県立太田東高等学校、群馬県立前橋南高等学校 

日 時： 2013年 9月 7 日（土）13:30-17:30 

場 所： 東京ユビキタス協創広場 CANVAS（内田洋行） 

東京都中央区新川 2-4-7 

アクセス 地下鉄東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」A4出口より徒歩 4 分   

参加人数： 熟議参加生徒 39人 

見学者 62人（教員・教育関係者 20人 その他 42人） 

合計：101人 

熟議グループ： 熟議参加者が高校生のため匿名とさせていただきます。（敬称略） 

【第１班】７人 

群馬県立前橋南高等学校 ２年 男子 

自由学園高等科 ３年 男子 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 

栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 男子 

水城高等学校 ２年 男子 

群馬県立前橋南高等学校 ３年 男子 

神奈川学園高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

鎌倉女学院高等学校 教諭 佐藤 正二 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社ガイアックス 柳澤 龍 

〔書記〕 

目白大学 小倉 知枝 

 

【第２班】７人 

水城高等学校 ２年 女子 

栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 男子 

神奈川学園高等学校 １年 女子 
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水戸女子高等学校 ２年 女子 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 

自由学園高等科 ３年 男子 

群馬県立前橋南高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

お茶の水女子大学 猪股 富美子 

〔ファシリテーター補助〕 

デジタルアーツ株式会社 工藤 陽介 

〔書記〕 

目白大学 船木 春香 

 

【第３班】６人 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 

栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 男子 

群馬県立太田東高等学校 ２年 女子 

自由学園高等科 ３年 男子 

群馬県立前橋南高等学校 ２年 女子 

水城高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会 菅野 泰彦 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社ミクシィ 井上 真由美 

〔書記〕 

お茶の水女子大学 島﨑 依子 

 

【第４班】６人 

神奈川学園高等学校 １年 女子 

水城高等学校 １年 男子 

群馬県立前橋南高等学校 ２年 女子 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 

自由学園高等科 ３年 男子 

栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

慶應義塾大学 平野 翔大 

〔ファシリテーター補助〕 

KDDI株式会社 渡邉 昭裕 

〔書記〕 

中央大学 森田 起恵 

 

【第５班】６人 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 
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自由学園高等科 ３年 男子 

神奈川学園高等学校 １年 女子 

群馬県立前橋南高等学校 ２年 女子 

栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 女子 

水城高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

青山学院大学 齋藤 長行 

〔ファシリテーター補助〕 

安心ネットづくり促進協議会 山崎 陽平 

〔書記〕 

中央大学 和野 愛未 

 

【第６班】７人 

神奈川学園高等学校 １年 女子 

水戸女子高等学校 ２年 女子 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 

群馬県立前橋南高等学校 ２年 男子 

群馬県立前橋南高等学校 ２年 男子 

群馬県立太田東高等学校 ２年 男子 

栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

NPO 法人企業教育研究会 市野 敬介 

〔ファシリテーター補助〕 

デジタルアーツ株式会社 能登 聖 

〔書記〕 

お茶の水女子大学 中山 翠 
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5. 高校生 ICT Conference 2013 in 東京 第二回 開催概要 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京開催は今年が 2 年目ということもあり、昨年度より多くの高校生に参加してい

ただきました。第二回は「高校生だからできる『情報モラル・情報リテラシー教育』」

をテーマに高校生が各グループに分かれ議論し、発表を行ないました。 

 

開会の挨拶・講演 

関東総合通信局 情報通信部長 太田 清喜 様 

最新データを基にスマホの普及による環境変化と今後のインターネット利用の課

題について、また地域連携・普及啓発活動の取組について分かりやすくご説明いた

だきました。 

 

第一部：「事業者講演」 

・「リアルとネットの人間関係の違いについて考えよう」 

ソフトバンクモバイル株式会社 渉外本部 約款・サービス部 

山田 英嗣 様 

ネットのコミュニケーションがなぜ疲れるのか、どのように付き合っていったらよ

いのか、分かりやすく解説していただきました。 

 

 

第二部：熟議「高校生だからできる『情報モラル・情報リテラシー教育』」 

 最初にファシリテーターとファシリテーター補助、書記の紹介を行ない、高校生

は 6 つのグループに分かれ、それぞれ自己紹介から始まりました。今回はグループ

ごとの発表はパワーポイントで行なうので、小中学生の年少に向けて、保護者や先

生などの大人に向けて、自分たち高校生に向けて、パワーポイントにまとめるため

に模造紙や付箋を利用し、発表資料を作成していきました。 

 

第三部：グループ発表 

 各グループは熟議の成果を 3 分程度でパワーポイントで発表しました。どのグル

ープも時間通りにスムーズに発表ができ、それぞれに特徴が出ていて非常に素晴ら

しいものでした。 

 

講評 

越谷市教育委員会 教育センター所長 大西 久雄 様 

今回の高校生の発表は本当に素晴らしいとのお褒めの言葉をいただきました。ま

た、これからの課題についてもいろいろとお話しいただきました。 

 

※第二部の熟議の詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 

参加校： 〔東京都〕 

自由学園高等科 

〔神奈川県〕 

鎌倉女学院高等学校 
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〔茨城県〕 

水戸女子高等学校、水城高等学校 

〔栃木県〕 

栃木県立宇都宮北高等学校 

〔群馬県〕 

群馬県立太田東高等学校、群馬県立前橋南高等学校 

日 時： 2013年 10月 5 日（土）13:30-17:30 

場 所： 東京ユビキタス協創広場 CANVAS（内田洋行） 

東京都中央区新川 2-4-7 

アクセス 地下鉄東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」A4出口より徒歩 4 分   

参加人数： 熟議参加生徒 33人 

見学者 54人（教員・教育関係者 19人 その他 35人） 

合計：87人 

熟議グループ： 熟議参加者が高校生のため匿名とさせていただきます。（敬称略） 

【第１班】６人 

群馬県立太田東高等学校 ２年 女子 

水戸女子高等学校 ２年 女子 

水城高等学校 １年 男子 

自由学園高等科 ３年 男子 

栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 男子 

群馬県立前橋南高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会 菅野 泰彦 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社メディア開発綜研 種市 美奈子 

〔書記〕 

目白大学 小倉 知枝 

 

【第２班】６人 

栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 女子 

水戸女子高等学校 ２年 女子 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 

群馬県立前橋南高等学校 ２年 男子 

水城高等学校 １年 男子 

自由学園高等科 ３年 男子 

〔ファシリテーター〕 

鎌倉女学院高等学校 教諭 佐藤 正二 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社ガイアックス 柳澤 龍 

〔書記〕 

お茶の水女子大学 島﨑 依子 
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【第３班】６人 

栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 女子 

群馬県立前橋南高等学校 ３年 男子 

自由学園高等科 ３年 男子 

水城高等学校 ２年 女子 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 

群馬県立太田東高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

一般社団法人ソーシャルゲーム協会 朝倉 孝之 

〔ファシリテーター補助〕 

慶應義塾大学 平野 翔大 

〔書記〕 

目白大学 船木 春香 

 

【第４班】５人 

自由学園高等科 ３年 男子 

群馬県立前橋南高等学校 ２年 男子 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 

栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 男子 

水城高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

青山学院大学 齋藤 長行 

〔ファシリテーター補助〕 

ソフトバンクモバイル株式会社 山田 英嗣 

〔書記〕 

中央大学 森田 起恵 

 

【第５班】５人 

群馬県立前橋南高等学校 ２年 女子 

栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 男子 

自由学園高等科 ３年 男子 

水城高等学校 ２年 女子 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

一般社団法人情報教育研究所 永坂 武城 

〔ファシリテーター補助〕 

KDDI株式会社 小林 大介 

〔書記〕 

中央大学 和野 愛未 
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【第６班】５人 

群馬県立前橋南高等学校 ２年 女子 

群馬県立前橋南高等学校 ２年 女子 

水城高等学校 ２年 男子 

栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 男子 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

お茶の水女子大学 猪股 富美子 

〔ファシリテーター補助〕 

デジタルアーツ株式会社 工藤 陽介 

〔書記〕 

お茶の水女子大学 中山 翠 
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6. 高校生 ICT Conference 2013 in 奈良 第一回 開催概要 

第一回概要： 

 

奈良県での開催は初めてということで、県内の高校からの高校生と教員を中心に近

県からも多数の参加がありました。 

 

開会の挨拶 

文部科学省 スポーツ・青少年局 青少年課 課長 川又 竹男 様 

 

第一部：「事業者講演」 

「私たちのインターネット環境の今後」グリー株式会社 

 リアルでやらないことはネットでもやらない。 

 

「『情報選別』情報の受け手としての考え方」株式会社サイバーエージェント 

 情報は人が作ったものである。 

 

「表現の場としてのインターネット/未来のために今知っておきたいこと」 

                           株式会社はてな 

 危ないので使わないのではなく、使うことを前提として安全を考える。 

 

休憩 

 

第二部：グループディスカッション 

「何が知りたい？！情報のモラルとリテラシー」 

 最初にアイスブレイクとして、学校ごとに自己紹介をしました。その後 8つのグ

ループに分かれ、各グループにファシリテーターとして、引率の教員を中心に事業

者の方など参観者に入って頂きました。本日のテーマは「何が知りたい？」と問い

かけの形になっているので、ファシリテーターの方々には第二回目の Conference

に向けた次に繋がる発表にまとめてくださいとお願いしました。議論の活性化のた

めのツールは付箋紙と模造紙、サインペンです。それぞれのグループは、全員が立

って輪になって議論を中心にしているところや、早々と付箋紙を使いはじめるとこ

ろなど、議論の仕方やツールの使い方にも非常に個性が現れていました。 

 各グループに書記として、畿央大学と佐保短期大学から学生の協力を得ることが

できました。 

 

第三部：グループ発表 

 各グループ 3分程度で順に発表してもらいました。どのグループもテーマに忠実

に、情報モラルやリテラシーについて、問いかける形の発表となりました。次回に

何を話し合いたいのかの方向が見えた発表でした。 

発表の後、講評を奈良教育大学学術情報教育センター准教授の伊藤剛和先生に頂き

ました。 

最後に次回の予定を連絡しました。 

関西中央高等学校 村上徹 
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※第二部のグループディスカッションの詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 

参加校： 〔奈良県〕 

関西中央高等学校、奈良県立奈良朱雀高等学校、奈良県立王寺工業高等学校 

奈良県立香芝高等学校、奈良県立大和広陵高等学校、奈良県立大和中央高等学校 

奈良県立御所実業高等学校、奈良県立奈良情報商業高等学校 

奈良県立法隆寺国際高等学校、奈良県立西の京高等学校 

日 時： 2013年 7月 21 日（日）13:30-17:30 

場 所： 畿央大学 

奈良県北葛城郡広陵町馬見中４丁目２−２ 

アクセス 近鉄五位堂駅よりバス 5分または、徒歩 15分 JR王寺駅よりバス 22分 

参加人数： 熟議参加生徒 64人 

見学者 58人（教員・教育関係者 35人 その他 23人） 

合計：122人 

熟議グループ： 熟議参加者が高校生のため匿名とさせていただきます。（敬称略） 

【第１班】８人 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立香芝高等学校 ２年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ２年 男子 

奈良県立大和広陵高等学校 １年 男子 

奈良県立法隆寺国際高等学校 １年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

奈良県立大和広陵高等学校 教諭 鹿島 慎一 

〔ファシリテーター補助〕 

大阪府立岬高等学校 教諭 加藤 光 

〔書記〕 

大阪学院大学高等学校 OB 坂本 良子 

 

【第２班】８人 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 １年 男子 

関西中央高等学校 ２年 女子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ２年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立大和広陵高等学校 ３年 男子 

〔ファシリテーター〕 

グリー株式会社 高城 麻里 
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〔ファシリテーター補助〕 

奈良県立王寺工業高等学校 教諭 宮久保 雅行 

〔書記〕 

畿央大学 小松 知美 

 

【第３班】８人 

奈良県立大和中央高等学校 ４年 女子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ２年 男子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 １年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 １年 男子 

関西中央高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

奈良県立御所実業高等学校 教諭 安本 敦志 

〔ファシリテーター補助〕 

奈良県立大和広陵高等学校 教諭 久保 美紀 

〔書記〕 

畿央大学 杉本 裕耶 

 

【第４班】８人 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ２年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 １年 男子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 １年 男子 

関西中央高等学校 ２年 女子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 女子 

奈良県立御所実業高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

奈良県立王寺工業高等学校 教諭 松本 浩幸 

〔書記〕 

畿央大学 辻 敦 

 

【第５班】８人 

奈良県立御所実業高等学校 ２年 女子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 ２年 女子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 １年 男子 
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奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

関西中央高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立布施高等学校 教諭 竹内 健二 

〔ファシリテーター補助〕 

奈良県立奈良朱雀高等学校 教諭 林 孝宣 

〔書記〕 

畿央大学 中岡 拓也 

 

【第６班】８人 

奈良県立奈良情報商業高等学校 １年 女子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 １年 男子 

関西中央高等学校 ２年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ２年 男子 

奈良県立御所実業高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

奈良県立香芝高等学校 教諭 杉﨑 忠久 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社はてな 中川 里子 

〔書記〕 

奈良佐保短期大学 小松 梓 

 

【第７班】８人 

奈良県立奈良情報商業高等学校 ２年 男子 

奈良県立大和広陵高等学校 １年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ２年 男子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ３年 男子 

奈良県立西の京高等学校 ２年 女子 

奈良県立王寺工業高等学校 ２年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ２年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

奈良県立桜井高等学校 教諭 井上 徳之 

〔ファシリテーター補助〕 

奈良県立奈良朱雀高等学校 教諭 植田 礼奈 

〔書記〕 

畿央大学 辻 智香 
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【第８班】８人 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立大和広陵高等学校 ２年 男子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ３年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ２年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 ２年 男子 

奈良県立法隆寺国際高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

奈良県立奈良情報商業高等学校 教諭 松下 栄秀 

〔ファシリテーター補助〕 

一般社団法人ソーシャルゲーム協会 朝倉 孝之 

〔書記〕 

畿央大学 高橋 賢史 
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7. 高校生 ICT Conference 2013 in 奈良 第二回 開催概要 

第二回概要： 

 

第二回目も県内の高校からの高校生・教員を中心に近県からも多数の参加がありま

した。 

 

開会の挨拶 

 総務省近畿総合通信局 電気通信事業課 課長 古田 和則 様 

 

第一部：「講演」 

「ケータイ・スマホの変遷から見るネットセキュルティとモバイルの未来」 

   KDDI株式会社 渉外・広報本部 渉外部 マネージャー 渡邉 昭裕 様 

 

「奈良コンソーシアムについて」 

   奈良県くらし創造部 青少年・生涯学習課 環境・企画係 平山 勝和 様 

 

休憩 

 

第二部：熟議・プレゼン資料作成 

「高校生だからできる『情報モラル・情報リテラシー教育』」 

 最初に７つのグループに分け、各グループ内でアイスブレイクとして白い紙に 3

本の線で絵を描き、それをコミュニケーションツールとしての自己紹介をしまし

た。その後、各グループにファシリテーターとして、引率の先生方を中心に事業者

の方など参観者に入って頂き熟議を開始しました。本日のテーマは「情報モラル・

情報リテラシー教育」を高校生ならではの視点でつくる形になっているので、ファ

シリテーターの方々には高校生は何を教えて欲しいのか、をまとめてくださいとお

願いしました。さらに、奈良県では 10 月から青少年の携帯電話等に関するフィル

タリングの強化が実施されるということもあり、フィルタリングに絡めたモラル教

育に絞っての熟議を提案しました。議論の活性化のためのツールは P&S シート

（Problem & Solution Sheet）を採用しました。それに加えて 1回目と同様付箋紙

と模造紙、サインペンです。高校生は、それぞれのツールを上手く使い、熱心に意

見を交わしていました。今回はコンピュータを使ってスライドを提示しながらの発

表にまとめないといけないので、時間配分も意識しながら熟議を行っていました。 

 

第三部：グループ発表 

 各グループ 3分程度で順に発表してもらいました。どのグループ絞り込んだ話題

であるフィルタリングの機能についてその有用性を認めながらも、自由度との兼ね

合いを検討した発表になっていました。単なるフィルタリングの是非にとどまら

ず、システムとしてのフィルタリングに加えて、モラル・マナーとしての心の中の

フィルタリングを育成することの重要性について考えて発表していました。 

 

発表の後、講評を帝塚山大学教授の日置慎治先生に頂きました。 
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最後に高校生 ICT Conference2013サミットの連絡をしました。 

関西中央高等学校 村上徹 

 

※第二部のグループディスカッションの詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 

参加校： 〔奈良県〕 

関西中央高等学校、奈良県立奈良朱雀高等学校、奈良県立王寺工業高等学校 

奈良県立香芝高等学校、奈良県立大和広陵高等学校、奈良県立御所実業高等学校、

奈良県立奈良情報商業高等学校、奈良県立西の京高等学校 

日 時： 2013年 9月 29 日（日）13:30-17:30 

場 所： 奈良佐保短期大学 

奈良県奈良市鹿野園町８０６ 

アクセス 近鉄奈良駅よりバス 4番乗り場約 14分、または JR奈良駅よりバス 3番

乗り場約 17 分 

参加人数： 熟議参加生徒 35人 

見学者 51人（教員・教育関係者 26人 その他 25人） 

合計：86人 

熟議グループ： 熟議参加者が高校生のため匿名とさせていただきます。（敬称略） 

【第１班】５人 

奈良県立奈良情報商業高等学校 ２年 男子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ２年 男子 

奈良県立御所実業高等学校 ２年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

関西中央高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

奈良県立御所実業高等学校 教諭 安本 敦志 

〔ファシリテーター補助〕 

一般社団法人ソーシャルゲーム協会 朝倉 孝之 

〔書記〕 

大阪学院大学高等学校 OB 坂本 良子 

 

【第２班】５人 

関西中央高等学校 ２年 女子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ３年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 ２年 男子 

奈良県立御所実業高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

奈良県立香芝高等学校 教諭 杉﨑 忠久 

〔ファシリテーター補助〕 

奈良県立奈良情報商業高等学校 教諭 松下 栄秀 

〔書記〕 
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奈良佐保短期大学 大和 玲衣 

 

【第３班】５人 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ３年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 ２年 女子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

関西中央高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

奈良県立大和広陵高等学校 教諭 鹿島 慎一 

〔ファシリテーター補助〕 

奈良県立王寺工業高等学校 教諭 宮久保 雅行 

〔書記〕 

兵庫県立大学大学院 中川 芳剛 

 

【第４班】５人 

奈良県立香芝高等学校 ２年 男子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 １年 男子 

奈良県立大和広陵高等学校 ２年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

大阪学院大学高等学校 教諭 横山 成彦 

〔ファシリテーター補助〕 

奈良県立奈良朱雀高等学校 教諭 林 孝宣 

〔書記〕 

奈良佐保短期大学 小松 梓 

 

【第５班】５人 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ２年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

関西中央高等学校 ２年 男子 

奈良県立大和広陵高等学校 １年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

帝塚山大学 中村 洸太 

〔書記〕 

奈良佐保短期大学 棚田 伊久美 

 

【第６班】５人 

奈良県立王寺工業高等学校 ２年 男子 
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奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 １年 男子 

奈良県立大和広陵高等学校 ３年 女子 

奈良県立西の京高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

奈良県立奈良朱雀高等学校 教諭 植田 礼奈 

〔ファシリテーター補助〕 

一般社団法人情報教育研究所 永坂 武城 

〔書記〕 

奈良佐保短期大学 丁 寧 

奈良佐保短期大学 金子 真志 

 

【第７班】５人 

奈良県立御所実業高等学校 ２年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 １年 男子 

関西中央高等学校 ２年 女子 

奈良県立大和広陵高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

奈良県立王寺工業高等学校 教諭 堀山 佳則 

〔ファシリテーター補助〕 

大阪学院大学高等学校 教諭 松本 宗久 

〔書記〕 

奈良佐保短期大学 吉川 雄至 
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8. 高校生 ICT Conference 2013 in 大阪 第一回 開催概要 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回は高校生、教員、企業関係者など１１５名の参加者を得て、「何が知りた

い？！情報のモラルとリテラシー 」をテーマに高校生がグループに分かれて活発

な議論と発表を行いました。 

【リアル熟議】 

・第一回 「何が知りたい？！情報のモラルとリテラシー 」 

主旨説明 羽衣学園高校 米田 謙三 

これからの進め方を紹介、あわせて昨年の流れも紹介しました。 

 

開会の挨拶 

文部科学省スポーツ・青少年局 青少年課 課長 川又 竹男 様 

 

第一部  事業者による講演 

企業さんがあらかじめ自分達でテーマと役割を決めて短い時間でそれぞれ 

重要な内容をプレゼンしてくださいました。 

・「表現の場としてのインターネット/未来のために今知っておきたいこと」 

株式会社はてな 

・「スマホにひそむ危険」 

デジタルアーツ株式会社 

・「ケータイ/スマホとどう向き合いますか？～スマートな利用方法とは～」 

株式会社ディー・エヌ・エー 

各プレゼンの内容をしっかり参加生徒はメモをとりながら次の熟議に備えていま

した。各プレゼンの内容も 現在の問題点、今後の課題、これからの活用方法、企

業の立場からの提案など いろいろなアイデアが盛り込まれていて教員にも大変

有意義なものでした。 

 

参加校 学校紹介 および グループ分け 

 参加生徒全員が前に来て学校ごとに簡単に参加者紹介を行いました。 

 学校ごとに自己紹介をしたので少し緊張感も和らげました。その後グループ分け

して 7つに分かれました。 

 

第二部：熟議「何が知りたい？！情報のモラルとリテラシー」 

グループに分かれ大阪私学教育情報化研究会の教員がファシリテーターとなっ

て、高校生熟議を開始しました。高校生たちは付箋紙に現在使っているスマホやネ

ットの使い方からこれからのこと、また一緒に入って下さった事業者の方にもいろ

いろと質問をしながら、メモや付箋紙を活用し、意見を出し合っていきます。歓声

が上がるほど活発な意見交換が出されました。自分たちのネットへの依存の高さや

現代社会の問題点も出しているグループもありました。付箋紙 を模造紙に貼り付

けていく中で意見を整理分類して、各グループでまとめて行きました。 

また企業の方もサポータとして入っていただきました。専門的な質問が出ると 

すばやく答えてくださいました。また書記はＯＢ、ＯＧが担当しました。事前から
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 フォームやまとめ方を打ち合わせして滞りなくまとめることができました。 

 

第三部：グループ発表 

 各グループが熟議の成果を、付箋を貼った模造紙を使って発表しました。各グル

ープの持ち時間は３分で、それぞれのグループごとに特徴を活かした発表となりま

した。中には寸劇を交えた発表もあり、他のグループの発表を聞く生徒や参観者ク

オリティの高い内容と、大阪ならではの楽しい内容に大いに沸きました。大阪は今

回が３年目の熟議ということもあり、数回の熟議で得られていたような内容が、１

回目の熟議で導かれるほど、知識や経験も豊かになっていました。今後はこの知識

を高校生としてどのように実践し、小・中学生や保護者に伝達したり、自分たちの

将来に活かしていけるかが課題だと感じられました。 

 

講評 

京都大学大学院 法科学研究科 教授 曽我部 真裕 先生 

 

※第二部の熟議の詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 

参加校： 〔大阪府〕 

羽衣学園高等学校、大阪学院大学高等学校、聖母被昇天学院高等学校 

大阪府立天王寺高等学校、大阪成蹊女子高等学校、大阪市立東高等学校 

大阪府立岬高等学校、関西学院千里国際高等部、大阪府立布施高等学校 

〔兵庫県〕 

兵庫県立須磨東高等学校、兵庫県立姫路飾西高等学校、兵庫県立姫路別所高等学校 

〔奈良県〕 

関西中央高等学校 

日 時： 2013年 7月 20 日（土）13:30-17:30 

場 所： 大阪ユビキタス協創広場 CANVAS（内田洋行大阪支店） 

大阪市中央区和泉町 2-2-2 

アクセス 地下鉄谷町線・中央線「谷町 4丁目駅」8番出口より徒歩 8分   

参加人数： 熟議参加生徒 62人 

見学者 53人（教員・教育関係者 31人 その他 22人） 

合計：115人 

熟議グループ： 熟議参加者が高校生のため匿名とさせていただきます。（敬称略） 

【第１班】９人 

大阪学院大学高等学校 ３年 女子 

兵庫県立姫路飾西高等学校 ２年 女子 

羽衣学園高等学校 １年 女子 

大阪成蹊女子高等学校 １年 女子 

兵庫県立須磨東高等学校 ２年 男子 

大阪学院大学高等学校 ２年 男子 

兵庫県立姫路別所高等学校 ３年 男子 

大阪府立天王寺高等学校 ２年 男子 
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羽衣学園高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立槻の木高等学校 教諭 齊藤 祐子 

〔ファシリテーター補助〕 

大阪府立天王寺高等学校 教諭 早野 正純 

グリー株式会社 小木曽 健 

デジタルアーツ株式会社 工藤 陽介 

〔書記〕 

大阪電気通信大学 當山 達也 

 

【第２班】９人 

大阪学院大学高等学校 ２年 男子 

羽衣学園高等学校 １年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

兵庫県立姫路飾西高等学校 １年 女子 

大阪府立岬高等学校 ３年 男子 

兵庫県立須磨東高等学校 １年 男子 

大阪府立天王寺高等学校 ２年 男子 

兵庫県立姫路別所高等学校 ３年 男子 

大阪成蹊女子高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立春日丘高等学校 教諭 吉村 剛志 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 金子 哲宏 

〔書記〕 

兵庫県立大学大学院 中川 芳剛 

 

【第３班】９人 

大阪府立天王寺高等学校 １年 男子 

兵庫県立須磨東高等学校 １年 男子 

聖母被昇天学院高等学校 ２年 女子 

大阪府立岬高等学校 ３年 男子 

兵庫県立姫路別所高等学校 ３年 男子 

兵庫県立姫路飾西高等学校 ２年 女子 

大阪学院大学高等学校 ３年 女子 

大阪成蹊女子高等学校 １年 女子 

羽衣学園高等学校 ３年 女子 

〔ファシリテーター〕 

大阪学院大学高等学校 教諭 横山 成彦 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 山田 勝之 
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大阪学院大学高等学校 教諭 杉本 宗久 

〔書記〕 

大阪学院大学高等学校 OB 坂本 良子 

 

【第４班】９人 

大阪学院大学高等学校 ３年 女子 

関西学院千里国際高等部 ３年 女子 

聖母被昇天学院高等学校 ２年 女子 

羽衣学園高等学校 １年 女子 

大阪府立天王寺高等学校 １年 女子 

兵庫県立須磨東高等学校 １年 男子 

大阪成蹊女子高等学校 １年 女子 

大阪市立東高等学校 ３年 女子 

兵庫県立姫路飾西高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立岬高等学校 教諭 加藤 光 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 脊戸 篤志 

〔書記〕 

安心ネットづくり促進協議会 牛腸 綾香 

 

【第５班】９人 

大阪学院大学高等学校 ３年 男子 

大阪学院大学高等学校 ３年 男子 

兵庫県立姫路飾西高等学校 ２年 女子 

関西学院千里国際高等部 ３年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

羽衣学園高等学校 １年 女子 

大阪市立東高等学校 ２年 女子 

兵庫県立須磨東高等学校 １年 男子 

大阪府立天王寺高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

聖母被昇天学院高等学校 教諭 岡本 弘之 

〔ファシリテーター補助〕 

大阪学院大学高等学校 教諭 陶山 祐子 

株式会社ディー・エヌ・エー 西 雅彦 

〔書記〕 

和歌山大学 東野 利貴 

 

【第６班】８人 

羽衣学園高等学校 １年 女子 
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関西学院千里国際高等部 １年 女子 

大阪市立東高等学校 ３年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

大阪府立岬高等学校 ３年 男子 

兵庫県立須磨東高等学校 ２年 男子 

兵庫県立姫路別所高等学校 ３年 男子 

大阪学院大学高等学校 ３年 男子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立布施高等学校 教諭 竹内 健二 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社はてな 中川 里子 

〔書記〕 

一般社団法人ソーシャルゲーム協会 朝倉 孝之 

 

【第７班】９人 

大阪成蹊女子高等学校 １年 女子 

大阪府立布施高等学校 ２年 女子 

関西中央高等学校 ３年 男子 

羽衣学園高等学校 １年 女子 

兵庫県立姫路別所高等学校 ３年 男子 

大阪学院大学高等学校 ３年 女子 

兵庫県立姫路飾西高等学校 １年 男子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

大阪学院大学高等学校 ３年 男子 

〔ファシリテーター〕 

大阪成蹊女子高等学校 教諭 宇野 美和 

〔ファシリテーター補助〕 

関西中央高等学校 教諭 村上 徹 

株式会社ディー・エヌ・エー 大道 あゆみ 

〔書記〕 

奈良佐保短期大学 金子 真志 
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9. 高校生 ICT Conference 2013 in 大阪 第二回 開催概要 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回は高校生、教員、企業関係者など７０名以上の参加者を得て、「 高校生だ

からできる 「情報モラル・情報リテラシー教育」 」をテーマに高校生がグルー

プに分かれて活発な議論と発表を行いました。 

・第二回 「 高校生だからできる 「情報モラル・情報リテラシー教育」 」 

主旨説明 羽衣学園高校 米田 謙三 

第１回は「何が知りたい？！情報のモラルとリテラシー 」をテーマに高校生がグ

ループに分かれて活発な議論と発表を行ったことを説明しました。 

 

開会の挨拶・講演 

近畿総合通信局 情報通信部 電気通信事業課長 古田 和則 様 

  最新のデータを基に、取り組んでおられる事業や現状の課題などを高校生にわか

りやすく解説いただきました。 

 

【リアル熟議】「 高校生だからできる 「情報モラル・情報リテラシー教育」 」 

 本日は 「高校生が誰に何をどのように取り組むか」を中心に考えてもらうこと

を説明 

 

第一部：「講演」 

「ケータイ・スマホの変遷から見るネットセキュリティとモバイルの未来」 

 KDDI株式会社 渉外・広報本部 渉外部 マネジャー 渡邉 昭裕 様 

これまでのケータイ・スマホの歴史から、これからのモバイルがどのようになって

いくかをグーグルメガネの例などをあげてお話しいただきました。 

いろいろなアイデアが盛り込まれていて教員にも大変有意義なものでした。 

 

参加校 学校紹介 および グループ分け 

 参加生徒全員が前に来て学校ごとに参加者紹介を行いました。 

 学校ごとに自己紹介をしたので少し緊張感も和らげました。その後グループ分け

して５つに分かれました。 

 

第二部：熟議「 高校生だからできる 「情報モラル・情報リテラシー教育」」 

グループに分かれ大阪私学教育情報化研究会の教員がファシリテーターとなって、

高校生熟議を開始しました。今回のテーマは５W1H ということで、高校生たちが、

大人、小中学生、高校生に対して、情報モラル・情報リテラシー教育をいつ、どこ

で、どのように実施するかを、一緒に入って下さった事業者の方や大学の先生の皆

さんといろいろと質問をしながら、メモや付箋紙を活用し、意見を出し合っていき

ました。歓声が上がるほど活発な意見交換が出されました。途中からは完全に高校

生たちだけで議論、まとめていく状態になっているグループもありました。今回は、

最後にプレゼンテーションソフトを使って発表するため各班短い時間の中でした

が簡潔にまとめて行きました。また書記はＯＢ、ＯＧが担当しました。事前からフ

ォームやまとめ方を打ち合わせして滞りなくまとめることができました。最後は発
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 表の方法やリハーサルをするグループもあり、素晴らしい熟議となりました。 

 

第三部:グループ発表 

・ グループ発表（各グループ 5分程度） 

グループごとに上記をまとめた内容を発表していきました。 

各グループ 上記の内容をスキットや役割分担を決めて工夫を凝らした発表をし

ました。今回の発表は本当にどれも素晴らしく、わかりやすいものでした。 

 

講評  京都大学大学院法学研究科 教授 曽我部 真裕 様 

 本日の良かった点、これからの課題、そして法律の観点からいろいろとお話しい

ただきました。 

 

※第二部の熟議の詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 

参加校： 〔大阪府〕 

羽衣学園高等学校、大阪学院大学高等学校、大阪成蹊女子高等学校 

大阪市立東高等学校、関西学院千里国際高等部、大阪府立布施高等学校 

金光八尾高等学校 

〔兵庫県〕 

兵庫県立須磨東高等学校、兵庫県立姫路飾西高等学校、兵庫県立姫路別所高等学校 

〔奈良県〕 

関西中央高等学校 

日 時： 2013年 10月 5 日（土）13:30-17:30 

場 所： 大阪ユビキタス協創広場 CANVAS（内田洋行大阪支店） 

大阪市中央区和泉町 2-2-2 

アクセス 地下鉄谷町線・中央線「谷町 4丁目駅」8番出口より徒歩 8分   

参加人数： 熟議参加生徒 37人 

見学者 39人（教員・教育関係者 22人 その他 17人） 

合計：76人 

熟議グループ： 熟議参加者が高校生のため匿名とさせていただきます。（敬称略） 

【第１班】８人 

大阪市立東高等学校 ３年 男子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

関西学院千里国際高等部 ３年 女子 

兵庫県立姫路飾西高等学校 ２年 男子 

関西中央高等学校 ３年 男子 

兵庫県立須磨東高等学校 １年 男子 

羽衣学園高等学校 ３年 女子 

大阪成蹊女子高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

大阪学院大学高等学校 教諭 松本 宗久 

〔書記〕 
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兵庫県立大学大学院 中川 芳剛 

 

【第２班】８人 

兵庫県立須磨東高等学校 １年 男子 

関西学院千里国際高等部 １年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

兵庫県立姫路飾西高等学校 ２年 女子 

兵庫県立姫路飾西高等学校 １年 男子 

大阪成蹊女子高等学校 １年 女子 

兵庫県立姫路別所高等学校 ３年 男子 

大阪市立東高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

聖母被昇天学院高等学校 教諭 岡本 弘之 

〔書記〕 

和歌山大学 東野 利貴 

 

【第３班】７人 

兵庫県立須磨東高等学校 ２年 男子 

兵庫県立姫路別所高等学校 ３年 男子 

兵庫県立姫路飾西高等学校 ２年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

大阪市立東高等学校 ２年 女子 

金光八尾高等学校 ３年 女子 

大阪学院大学高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

大阪成蹊女子高等学校 教諭 宇野 美和 

〔書記〕 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ３年 男子 

 

【第４班】７人 

大阪市立東高等学校 ３年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

兵庫県立姫路飾西高等学校 ２年 女子 

金光八尾高等学校 ２年 女子 

兵庫県立姫路別所高等学校 ３年 男子 

兵庫県立須磨東高等学校 ２年 男子 

大阪学院大学高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立布施高等学校 教諭 竹内 健二 

〔書記〕 

大阪学院大学高等学校 OB 坂本 良子 
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【第５班】７人 

兵庫県立須磨東高等学校 １年 男子 

大阪府立布施高等学校 ２年 女子 

兵庫県立姫路別所高等学校 ３年 男子 

関西学院千里国際高等部 ３年 男子 

関西学院千里国際高等部 ３年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

兵庫県立姫路飾西高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立春日丘高等学校 教諭 吉村 剛志 

〔書記〕 

奈良佐保短期大学 金子 真志 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

10. 高校生 ICT Conference 2013 in 大分 第一回 開催概要 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回は 12 校 42人の高校生の参加と、51人の教員、企業関係者などの参観を得て、

「何が知りたい？！情報のモラルとリテラシー 」をテーマに高校生が６つグルー

プに分かれて活発な議論と発表を行いました。 

【リアル熟議】 

・第一回 「何が知りたい？！情報のモラルとリテラシー 」 

主旨説明 柏市教育委員会 佐和 伸明 

高校生 ICT Conference の目的や意義について説明するとともに、これからの進め

方を紹介しました。 

 

開会の挨拶 

文部科学省 スポーツ・青少年局参事官付 青少年有害環境対策専門官 

関根 章文 様 

 

第二部  事業者による講演 

SNS等の運営事業者より、今回の Conferenceに則したテーマでミニ講演を頂きまし

た。 

 

・「私たちのインターネット環境の今後」 

グリー株式会社 

・「ソーシャルメディア×コミュニケーションで大切なコト、必要なチカラ」 

株式会社ミクシィ 

・「LINEの活用事例と情報モラル教育について」 

LINE株式会社 

普段利用している SNSであっても、実際にその SNSを運営している事業者からお話

を聞く機会はないので、各プレゼンの内容を参加生徒も真剣に聞き、熟議に備えて

いました。事業者の話では、適切な利用の仕方や、誤った利用により大きなトラブ

ルに発展し、他人や自身の将来にまで影響を及ぼすようなケースについても実例を

交え説明され、生徒だけでなく、参観の教職員や関係者とっても大変有意義なもの

でした。 

 

参加校 学校紹介 および グループ分け 

 まずは参加校ごとに簡単に自己紹介を行い、その後グループ分けして 6つに分か

れました。 

 

第二部：熟議「何が知りたい？！情報のモラルとリテラシー」 

グループに分かれ関係団体や事業者の方々、大学生のボランティアがファシリテー

ターや書記となって、高校生熟議を開始しました。高校生たちは付箋紙に現在使っ

ているスマホやネットの使い方からこれからのこと、また一緒に入って下さった関

係者の方への質問も交え、付箋紙を模造紙に張りながら KJ 法を使って活発な意見

が交わされました。こうした議論の中では、日頃の自分たちのネットへの依存性、
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 情報発信の危うさ、スマートフォンへの変化への対応、プライバシーの確保など問

題点を挙げられました。また同時にそれらの改善に関する方策も検討し、意見を整

理しながら各グループでまとめあげていきました。また、事業者が知識の補助役と

してサポートしたため、専門的な知識が必要な議論も活発に行なわれ、全体として

初めての Conference にもかかわらず、参加生徒全員、スムーズに熟議をすること

ができました。 

 

第三部：グループ発表 

 各グループが熟議の成果を、付箋を貼った模造紙を使って発表しました。各グル

ープの持ち時間は３分で、３分経過時にベルが鳴らされ、発表する生徒は皆、ハラ

ハラしながら発表していましたが、全体としてオーバーしても若干の時間にとどま

り、要点を短い時間で発表することができました。内容的には、SNS やスマートフ

ォンのメリット・デメリットに分けて整理したグループが多い中、「ネット上の人

間は人間じゃないと思え！！」「高校生は勉強に打ち込め！！」などメッセージ性

の強い発表もありました。初めての開催ということもあり、熟議の成果を心配する

向きもありましたが、参加生徒全員が、ネットのモラルや上手な付き合いかたにつ

いて良く理解をしていることが伺い知れるもので、高校生のリテラシーの高さに改

めて驚かされました。次回はこの知識を高校生としてどのように実践するかという

点において、「高校生だからできる『情報モラル・情報リテラシー教育』」をテーマ

にまとめの熟議へと発展させます。 

 

講評 

熊本市立総合ビジネス専門学校 教頭 桑崎 剛 先生 

大分県教育委員会 教育次長 宮脇 和仁 様 

 

※第二部の熟議の詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 

参加校： 〔大分〕 

大分県立大分上野丘高等学校、大分県立大分工業高等学校 

大分県立大分商業高等学校、大分県立大分鶴崎高等学校 

大分県立大分西高等学校、大分県立大分豊府高等学校、大分県立大分舞鶴高等学校 

大分県立大分南高等学校、大分県立情報科学高等学校、大分県立別府青山高等学校 

大分県立別府鶴見丘高等学校、大分県立別府羽室台高等学校 

日 時： 2013年 9月 28日（土）13:30-17:30 

場 所： ホルトホール大分 

大分県大分市金池南 1丁目 5番 1号 

アクセス JR大分駅より徒歩約２分 

参加人数： 熟議参加生徒 42人 

見学者 51人（教員・教育関係者 27人 その他 24人） 

合計：93人 

熟議グループ： 熟議参加者が高校生のため匿名とさせていただきます。（敬称略） 

【第１班】７人 
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大分県立別府羽室台高等学校 ３年 男子 

大分県立大分工業高等学校 ２年 男子 

大分県立大分南高等学校 ２年 女子 

大分県立大分舞鶴高等学校 １年 女子 

大分県立大分豊府高等学校 １年 男子 

大分県立大分西高等学校 ２年 女子 

大分県立大分西高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

一般社団法人ソーシャルゲーム協会 朝倉 孝之 

〔ファシリテーター補助〕 

大分県立大分工業高等学校同窓会 政子 聖子 

〔書記〕 

大阪電気通信大学 當山 達也 

 

【第２班】７人 

大分県立大分西高等学校 ２年 女子 

大分県立大分南高等学校 ２年 男子 

大分県立大分鶴崎高等学校 ３年 男子 

大分県立大分舞鶴高等学校 １年 女子 

大分県立大分上野丘高等学校 １年 女子 

大分県立別府鶴見丘高等学校 １年 男子 

大分県立大分舞鶴高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

グリー株式会社 中山 晋吾 

〔書記〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 浅川 美保 

 

【第３班】７人 

大分県立別府鶴見丘高等学校 １年 男子 

大分県立大分豊府高等学校 １年 男子 

大分県立大分鶴崎高等学校 ３年 男子 

大分県立別府青山高等学校 ２年 男子 

大分県立大分上野丘高等学校 １年 女子 

大分県立大分南高等学校 ２年 女子 

大分県立情報科学高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 山田 勝之 

〔書記〕 

安心ネットづくり促進協議会 牛腸 綾香 

 

【第４班】７人 
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大分県立別府青山高等学校 ３年 女子 

大分県立大分南高等学校 ２年 女子 

大分県立情報科学高等学校 １年 女子 

大分県立大分商業高等学校 ２年 女子 

大分県立大分西高等学校 ２年 女子 

大分県立大分上野丘高等学校 １年 女子 

大分県立大分鶴崎高等学校 ３年 男子 

〔ファシリテーター〕 

公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 藤野 幸嗣 

〔書記〕 

大分大学 首藤 麻衣 

 

【第５班】７人 

大分県立大分商業高等学校 ２年 男子 

大分県立大分鶴崎高等学校 ３年 女子 

大分県立大分西高等学校 ２年 男子 

大分県立大分西高等学校 ２年 女子 

大分県立情報科学高等学校 １年 女子 

大分県立別府青山高等学校 ２年 女子 

大分県立大分工業高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

モバイルネットワーク研究所 松川 由美 

〔書記〕 

公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 原田 美織 

 

【第６班】７人 

大分県立大分豊府高等学校 １年 男子 

大分県立大分西高等学校 ２年 女子 

大分県立別府羽室台高等学校 ３年 男子 

大分県立大分商業高等学校 ２年 男子 

大分県立大分工業高等学校 ２年 男子 

大分県立大分西高等学校 １年 女子 

大分県立情報科学高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 七條 麻衣子 

〔書記〕 

公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 渡辺 律子 
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11. 高校生 ICT Conference 2013 in 大分 第二回 開催概要 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回は 12 校 37人の高校生の参加と、45人の教員、企業関係者などの参観を得て、

「高校生だからできる 「情報モラル・情報リテラシー教育」」をテーマに高校生

が６つグループに分かれて活発な議論と発表を行いました。 

【リアル熟議】 

・第二回 「高校生だからできる 「情報モラル・情報リテラシー教育」」 

主旨説明 柏市教育委員会 佐和 伸明 

今回が、最後の Conference のため、副題である「考えてみよう！情報モラル・情

報リテラシー教育の 5W1H」に基づき、Who（誰が） What（何を） When（いつ） Where

（どこで） Why（なぜ）を意識して、プレゼン資料を作ることなど、進め方につい

て説明しました。 

 

開会の挨拶 

総務省 九州総合通信局 情報通信部 電気通信事業課長 武永 次男 様 

 

第三部  事業者による講演 

携帯電話事業者より、今回の Conferenceに則したテーマでミニ講演を頂きました。 

 

・「リアルとネットの人間関係の違いについて考えよう」 

ソフトバンクモバイル株式会社 渉外本部 約款・サービス部 移動通信課 

山田 英嗣 様 

 

前回の SNS事業者からの話しに加え、今回は携帯電話事業者の視点でネットの人

間関係についてお話を頂き、参加生徒も真剣に聞き、新たな視点を加え熟議に備え

ていました。特にネットと実際の人間関係の違いについて、整理して理解すること

は、ネットでのトラブル防止や、事件や犯罪に巻き込まれないためにも重要な内容

で、生徒・参観者にとって大変有意義なものでした。 

 

第二部：熟議「高校生だからできる 「情報モラル・情報リテラシー教育」」 

参加校 学校紹介 および グループ分け 

 第一回同様、参加生徒は極力同じグループにならないよう、グループ分けをして

6 つに分かれ、早速熟議が開始されました。二回目ということもあり、早々に積極

的な意見が出され、活発な熟議が展開されました。 

 

各グループには、関係団体や事業者の方々、大学生のボランティアがファシリテー

ターや書記となってご協力頂きました。一回目に続き、模造紙や付箋紙を使うグル

ープ、5W1Hに基づき、早々に意見を集約するグループなど、グループ毎にアプロー

チ方法を考えた上で、熟議を行ないました。途中からは、ファシリテーターも不要

になるほど、グループ内で自主的に意見交換を進めたり、プレゼン資料作成の協力

の書記の助けもなく自分たちで作成をはじめたり、高校生の ICT活用能力の高さも

伺い知れるものでした。今回も事業者が知識の補助役としてサポートしたため、専
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 門的な知識が必要な議論も活発に行なわれ、全体としては参加生徒全員、スムーズ

に熟議をすることができました。 

 

第三部：グループ発表 

 各グループがパワーポイントを使って、熟議の成果をプレゼンテーションにまと

め、発表しました。各グループとも、プレゼンの方法を工夫しており、発表者の役

割分担やコメント内容も自分たちで考え、他のグループとの差別化を図り、対話型

の発表をするグループもありました。持ち時間は３分で、３分経過時にベルが鳴ら

され、発表する生徒は皆、ハラハラしながら発表していましたが、全体としてオー

バーしても若干の時間にとどまり、短い熟議時間の中で、5W1Hをキチンと意識した

上で、要点簡潔にまとめ、発表することができました。内容的には、自らの経験に

基づいて小・中学生にメッセージを送るもの、自分達を見守る大人たちへのメッセ

ージ、学校や行政に対する要望、そして高校生自らの課題などが盛り込まれました。

どのグループでも無料通話アプリの利用方法や利用時間の問題が取り上げられ、自

制的に利用することが標榜されました。また学校などでの教育については、より実

践的、具体的な内容を要望するとともに、大人が無関心で、情報機器に対する認識

不足について、もっと大人自身が活用して欲しいなどの要望があげられました。一

回目同様、参加生徒全員の情報モラルや上手な付き合いかたについて良く理解をし

ていることが伺い知れ、高校生のリテラシーの高さを痛感しました。今後は、こう

した知識をいかに実践するかという点が課題として考えられ、関係者に新たな対応

が望まれるところでもあります。 

 

講評 

大分県教育委員会 高校教育課 指導主事兼主幹 小池 楠男 様 

 

※第二部の熟議の詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 

参加校： 〔大分〕 

大分県立大分上野丘高等学校、大分県立大分工業高等学校 

大分県立大分商業高等学校、大分県立大分鶴崎高等学校 

大分県立大分西高等学校、大分県立大分豊府高等学校、大分県立大分舞鶴高等学校 

大分県立大分南高等学校、大分県立情報科学高等学校、大分県立別府青山高等学校 

大分県立別府鶴見丘高等学校、大分県立別府羽室台高等学校 

日 時： 2013年 10月 26日（土）13:30-17:30 

場 所： 大分文化会館小ホール（会議場） 

大分県大分市荷揚町 4番 1号 

アクセス ＪＲ大分駅下車  徒歩 15分程度 

参加人数： 熟議参加生徒 37人 

見学者 45人（教員・教育関係者 21人 その他 24人） 

合計：82人 

熟議グループ： 熟議参加者が高校生のため匿名とさせていただきます。（敬称略） 

【第１班】６人 
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大分県立別府青山高等学校 ２年 男子 

大分県立大分商業高等学校 ２年 男子 

大分県立大分豊府高等学校 １年 男子 

大分県立別府鶴見丘高等学校 １年 男子 

大分県立大分西高等学校 ２年 女子 

大分県立情報科学高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 藤野 幸嗣 

〔書記〕 

公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 渡辺 律子 

 

【第２班】６人 

大分県立大分西高等学校 ２年 女子 

大分県立大分鶴崎高等学校 ３年 男子 

大分県立大分豊府高等学校 １年 男子 

大分県立別府鶴見丘高等学校 １年 男子 

大分県立大分商業高等学校 ２年 女子 

大分県立別府青山高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

モバイルネットワーク研究所 松川 由美 

〔ファシリテーター補助・書記〕 

公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 原田 美織 

 

【第３班】６人 

大分県立大分工業高等学校 ２年 女子 

大分県立大分西高等学校 ２年 男子 

大分県立別府羽室台高等学校 ３年 男子 

大分県立大分鶴崎高等学校 ３年 女子 

大分県立大分舞鶴高等学校 １年 女子 

大分県立別府青山高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 西 雅彦 

〔書記〕 

大阪電気通信大学 當山 達也 

 

【第４班】６人 

大分県立大分鶴崎高等学校 ３年 男子 

大分県立大分上野丘高等学校 １年 女子 

大分県立大分舞鶴高等学校 １年 女子 

大分県立大分工業高等学校 ２年 男子 

大分県立大分南高等学校 ２年 女子 
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大分県立情報科学高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 七條 麻衣子 

〔書記〕 

一般社団法人ソーシャルゲーム協会 朝倉 孝之 

 

【第５班】７人 

大分県立情報科学高等学校 １年 女子 

大分県立大分南高等学校 ２年 女子 

大分県立大分上野丘高等学校 １年 女子 

大分県立別府青山高等学校 ３年 女子 

大分県立大分工業高等学校 ２年 男子 

大分県立大分鶴崎高等学校 ３年 女子 

大分県立大分舞鶴高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

安心ネットづくり促進協議会 牛腸 綾香 

〔ファシリテーター補助〕 

ソフトバンクモバイル株式会社 山田 英嗣 

〔書記〕 

大分大学 首藤 麻衣 

 

【第６班】６人 

大分県立情報科学高等学校 １年 女子 

大分県立大分上野丘高等学校 １年 女子 

大分県立大分南高等学校 ２年 女子 

大分県立大分西高等学校 ２年 女子 

大分県立大分豊府高等学校 １年 男子 

大分県立大分商業高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

LINE株式会社 浅子 秀樹 

〔ファシリテーター補助〕 

ソフトバンクモバイル株式会社 佐治 健史 

〔書記〕 

大阪学院大学高等学校 OB 坂本 良子 
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12. 高校生 ICT Conference 2013 サミット 開催概要 

サミット概要：  北海道・東京・奈良・大阪・大分からそれぞれ代表者 1 名、合計 5 名の高校生が、

各開催地の結果を持ち寄り、最終提言をまとめるための熟議を開催しました。素晴

らしい提言が出来ました。 

 

高校生 ICT Conference2013 サミット参加校（各校 1 名） 

〔北海道開催代表〕北海道札幌東豊高等学校 

〔東京開催代表〕栃木県立宇都宮北高等学校 

〔奈良開催代表〕奈良県立奈良朱雀高等学校 

〔大阪開催代表〕羽衣学園高等学校 

〔大分開催代表〕大分県立別府羽室台高等学校 

 

【開会の挨拶】 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付 

参事官（総合調整第一担当・青少年環境整備担当） 山岸 一生 様 

 高校生の最終提言に対して期待のお言葉を頂きました。 

 

第一部：「事業者講演」 

・「How Search Works（検索の仕組み）」 

グーグル株式会社 シニアサーチエヴァンジェリスト 金谷 武明 様 

グーグルの検索の仕組みについて、分かりやすく解説していただきました。 

 

第二部：熟議「考えてみよう！情報モラル・情報リテラシー教育の５W1H」 

 まず全体の進行役の羽衣学園高等学校 米田謙三教諭より本日の大まかな流れ

とこれまでの主旨を説明していただきました。 

 アイスブレイクとして各メンバーの自己紹介と、高校生が選んで買ってきたお土

産の説明や自分のニックネーム、はまっていること、意気込みなどを発表しました。

最初は緊張していましたが、だんだんと和やかになってきました。 

 

書記の紹介や参観の関係府省庁、事業者、教職員、地域ボランティア等の方々か

らもコメントをもらいながら、熟議が始まりました。 

「青い付箋」には各地でやってきた熟議を通してネット関係の課題・問題点をま

とめ、「赤い付箋」には５W1H を入れて小中学生・高校生・大人に向けて考えてほ

しいこと、大人はそれぞれ保護者、関係府省庁、事業者へ向けて、そして「黄色い

付箋」には高校生としての主張を書き出し、最終発表にまとめていきました。 

 

・提言資料作成 

 その後、模造紙にまとめた付箋を確認しながら、お互いに役割分担を決めてその

内容をプレゼンテーションソフトにまとめて、発表方法も自分たちで考えて決めて

いきました。 
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第三部：提言発表 

 制限時間のある中 5 名で、上手に発表してくれました。 

 

【発表内容】 

 輝かしい未来に向けて私達が出来る事と題して、小中学生に向けては、これから

の安全のために、モラルとして対人関係、人のことを考える、人の存在を認識する

こと。また、家ルールを作り、ケータイの置き場所を決め、親の所有物であるとい

うことを認識させること。フィルタリングをする意味をより具体的に先輩姉兄など

の体験談などを交えて伝えること。小中学生と一緒に考える機会としてクラス会を

することなどが挙げられました。 

保護者や先生などの大人に向けては、親に分かってほしいこと、家族に向けてと

して、機械の操作方法、家ルールを作り、高校生が使っているネット環境を親も持

ち、スマホにしてほしいこと。また、プライバシーは守ってほしいこと。そして、

子どもに合わせた機能のケータイを渡してほしいことが挙げられました。 

 行政に向けてとしては、現場をサポートしてほしいとして、レベル分け地域分け

したより密着したマニュアルがほしいということ。また、授業の中に情報モラルの

授業を作り小中学生にはモラルについて、高校 1 年生からは依存についてなどをテ

ーマにすることが挙げられました。 

 ケータイ事業者に向けては、企業と私達お互いのためとして、販売店できちんと

レクチャーを聞かないと購入できないようにしてほしいこと。また、ユーザーに合

わせた機能のケータイを作ってほしいこと。そして、利用規約はまとめたり簡略化

して分かりやすい努力をしてほしいことが挙げられました。ゲーム事業者に向けて

は、広告の一部を例えば 2 時間起動していますなどの注意勧告の項目にしてほしい

こと。疑似体験アプリであえて悪い方向に進むアプリを出してほしいことなどが挙

げられました。 

 最後に自分たち高校生に向けては、現場を知っているのは私達であり、同じ目線

で話したら伝わりやすいということ。リスクをかける価値があるのかきちんと判断

すること。インターネットの大きさをきちんと理解すること。友達ルールを作って

横の関係で助け合うことが挙げられました。私達が出来る事としては、「ネット依

存」に関しては友達同士できちんとルールを決めること、インターネットの常識・

情報の正確性については日常の雑談の中で話せるようになることなどが挙げられ

ました。 

 

 会場からは大きな拍手をいただき、発表を終えました。 

 

【講評】 

茨城県メディア教育指導員連絡会 会長 堤 千賀子 様 

栃木県立馬頭高等学校 校長 

全国高等学校長協会 生徒指導研究委員会 委員長 田代 和義 先生 

お二人から、本日の熟議でのやり取りや発表に関して丁寧な講評をいただきまし

た。 
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最後に全体で集合写真を撮影。 

 

今回の参加メンバーから 12月 18日の最終報告者 3 名を決めました。 

・栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 女子 

・奈良県立奈良朱雀高等学校 ３年 男子 

・羽衣学園高等学校 ３年 女子 

 

2013年 12月 18日（水） 

15:30～17:30 内閣府「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」 

総務省、文部科学省の意見交換会については時間調整中。 

 

※サミット熟議の詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 

サミット参加

校： 

〔北海道〕 

北海道札幌東豊高等学校 

〔栃木県〕 

栃木県立宇都宮北高等学校 

〔奈良県〕 

奈良県立奈良朱雀高等学校 

〔大阪府〕 

羽衣学園高等学校 

〔大分県〕 

大分県立別府羽室台高等学校 

日 時： 2013年 11月 3 日（日）13:30-17:30 

場 所： 東京ユビキタス協創広場 CANVAS（内田洋行） 

東京都中央区新川 2-4-7 

アクセス 地下鉄東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」A4出口より徒歩 4 分   

参加人数： 熟議参加生徒 5人 

見学者 55人（教員・教育関係者 15人 その他 40人） 

合計：60人 

熟議グループ： 熟議参加者が高校生のため匿名とさせていただきます。（敬称略） 

５人 

羽衣学園高等学校 ３年 女子 

栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 女子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ３年 男子 

北海道札幌東豊高等学校 ３年 男子 

大分県立別府羽室台高等学校 ３年 男子 

〔ファシリテーター〕 

羽衣学園高等学校 教諭 米田 謙三 

〔ファシリテーター補助〕 

大阪学院大学高等学校 OB 坂本 良子 
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〔書記〕 

大阪電気通信大学 當山 達也 

兵庫県立大学大学院 中川 芳剛 

奈良佐保短期大学 金子 真志 
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13. 高校生 ICT Conference 2013 最終報告会 開催概要 

報告会概要：  ５地域各２回の開催に加え、北海道・東京・奈良・大阪・大分の代表者 1 名計５

名による高校生 ICT Conference2013 サミットを経て、最終報告会としてサミット

参加の高校生から代表者３名が、総務省、文部科学省及び内閣府「青少年インター

ネット環境の整備等に関する検討会」にて熟議で得られた成果を提言として発表し

ました。 

最終報告の内容は、主に以下の通り。 

【高校生による提言】 

―輝かしい未来に向けて― 

「これからの安全のために」（小中学生に向けて…） 

・モラル 

 ネットを使う前から、他人のことを考えさせることを徹底する。 

ネットは、機械が相手ではなく、実在の人間が相手だから、ネット上でそ

うした他人の存在をキチンと認識させる。 

・家庭のルール 

ケータイ紛失やそこに格納されているデータを守るためにも、ケータイを

置く場所などをキチンと決めて、自分の所持するものの管理を徹底する。 

ケータイは、親の契約と支払いで使えるものだから、親にも責任がある。

親の所有物だということを認識させる。 

・フィルタリング 

フィルタリングはどうしても邪魔なものだと思いがちだが、フィルタリン

グをかける意味を具体的に伝えていく必要がある。 

フィルタリングがあったから、なかったからこんなことが防げた、起きた

など、様々な体験談を兄弟や先輩から教わる機会を設ける。 

 

「親に分かってほしいこと」（家族に向けて…） 

・技術 

スマホの使い方を親も覚えて欲しい。子どもが使っているものを親も使っ

て欲しい。親子でお互いが知識を深めることで、共有することが大切。親

が理解せずに子どもに与えているのが現状。 

・家庭のルール 

 プライバシーは守って欲しい 

子どもに合わせたケータイを持たせて欲しい。今は親も分からないので、

使いながら覚えさせている。だからトラブルに遭っても質問できない。 

 

「現場をサポートしてほしい」（行政に向けて…） 

・マニュアル 

年齢が学年などのレベル、地域によって使い方も異なるので、トラブルも

様々。それぞれに合ったマニュアルが必要。 

・総合学習 

教科「情報」という科目で習っているが、ホームルームや総合学習など、
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堅苦しくなく、身近な問題として学習できる授業をして欲しい。 

小中学生 モラルやルールなど最低限必要なことを学ぶ 

高校生 依存や犯罪などに備え、危機管理が常にできるように 

 

「企業と私達お互いのため」（ケータイ事業者に向けて…） 

・開発 

ユーザーに適したケータイが必要。子どもが大人と同じ機器を使うにはリ

スクが高すぎる。 

・販売 

利用上の諸注意の説明を必ずしてから売ってほしい。その説明を聞くこと

で、親子間でルールを作るきっかけにもなる。 

・規約 

規約は文字が多く分かりにくい。簡略化したもので色を使って強調するな

どして分かりやすくしてほしい 

 

「企業と私達お互いのため」（ケータイゲーム事業者にむけて…） 

・広告 

広告の一部を注意広告にしてほしい。有害サイトへの接続に関する注意

や、使い続けている時間表示などをして、今、他にやるべきことがあるの

に、こんなに時間を使ってしまっていることをゲーム中に気づくことがで

きるように。 

・アプリ 

今でもいくつかあるが、過去に起きた事件やトラブルなど、理解しやすく、

本当に怖いと思えるような疑似体験できるものが欲しい。 

 

「現場を知っているのは私達です」（同じ目線で話したら伝わりやすい） 

・リスク管理 

ネット利用する上での危険性について知っているつもりだが、感じてはい

ない。自分は大丈夫と思わせないためにも、感じないと意味がない。 

・知識 

ネットでのコミュニケーションは決して友だちの中だけのものではなく、

閉鎖的というわけでもない。インターネットの大きさ、グローバルにつな

がっていることを知っておくべき。 

・友達 

トラブルや困ったとき、わからないときに友達同士、横の関係でたすけあ

うことが大切。ネットのことでもリアルな関係で助け合う。 

 

「私達が出来る事」 

・ネット依存 

友達同士でルールを決めて、お互いに注意し合う。やり取りが続いても長

時間の利用になったら暗黙のうちにやめられるように。 



 

51 

・情報リテラシー 

日常の会話や雑談で話し合う。ニュースを見た翌日に、友達と話し合う習

慣をつける。その中で自分とは違う意見があることを知ることも大切。 

 

「輝かしい未来に向けて」 

・羽衣学園高等学校 ３年 

開発者と利用者は相互に協力して、現状を直視して、責任を持った行動を

すべき。その場しのぎの対策ではなく、現状を認識して対策して欲しい。

利用規約が長くて、スルーしてしまうのは、利用者の問題ではあるが、提

供側ももっと工夫ができるのではないか？ 

・奈良県立奈良朱雀高等学校 ３年 

世代間で情報機器に関して格差がある。そうした格差がお互いに偏見を生

んでしまっている。使ってみないとわからないこともある。親には是非ネ

ットに関することを知って欲しい。 

・栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 

技術が進んで、便利になって、返事がすぐに来るのが当たり前になってし

まっている。他人には他人の都合がある。アプリに自分が飲み込まれず、

自分なりの日常に上手に組み込んで使うべき。 

スマホに使われずに、スマホを使おう 

 

※総務省、文部科学省、内閣府での質疑応答については、別添「高校生 ICT 

Conference2013 最終報告会質疑録」をご参照ください。 

参加人数： 参加生徒 3 人 

引率者 8人（教員・教育関係者 3人 その他 5人） 

合計 11人 

最終報告者： 栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ３年 

羽衣学園高等学校 ３年 

報告対象： [総務省]総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政課 他 

[文部科学省]スポーツ・青少年局、生涯学習政策局 他 

[内閣府]「第 20回 青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」 

日 時： 2013年 12月 18 日（水） 

[総務省] 13:00～13:45 

[文部科学省] 14:00～14:45 

[内閣府] 15:30～16:30 

場 所： [総務省] 中央合同庁舎第 2号館 会議室 

[文部科学省] 同省会議室 

[内閣府] 中央合同庁舎第 4号館 
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14. 主担当 

大阪私学教育情報化研究会 米田 司会、ファシリテーター・書記手配 

自由学園 更科 司会 

柏市立教育研究所 佐和 司会 

EMA 吉岡 他 事務局、庶務、受付 

安心ネットづくり促進協議会 石原、牛腸 他 庶務、受付、記録（撮影） 

各地協力団体、事業者等  講演、ファシリテーター 

内田洋行 市村、佐藤、永塚 会場設営、機材準備等 

 

15. Conference の成果物と終了後の対応 

１） 書記は、PC を使い、Word で Conference の内容を記録。 

２） グループ発表の画面の撮影（又は画像保存） 

３） Conference 終了後、書記が記録した各グループの Conference 内容を PDF 化し、発表の画像と

併せて、高校生 ICT Conference 2013 のサイトにアップデート 

４） 第二回終了後、講評と併せて、各会場責任者にて取りまとめ 

５） 高校生 ICT Conference 2013 サミット終了後、米田先生にて取りまとめ 

６） 高校生 ICT Conference 2013 サミット代表者による最終報告会用資料の作成 

７） 最終報告会での発表 

 


