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1. 高校生 ICT Conference 2013 in 奈良 第一回 熟議グループ概要 

熟議テーマ： 「何が知りたい？！情報のモラルとリテラシー」 

日 時： 2013年 7月 21 日（日）13:30-17:30 

場 所： 畿央大学 

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 

〔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 
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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 

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 
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【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 

 

【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 
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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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2. 熟議録 

 

 第 1班 

F『まずみんな名札がついてると思うんだけど、学校名と名前を自

己紹介してください』 

  

Q：去年参加してくれた人っている？ 

参加：２ 

不参加：６ 

  

F『ぼちぼちとみんなに話してもらうことを話します。それぞれ情

報のリテラシーやモラルの知りたいこととか知らないこととかあ

るとかあると思う。それは学年によっても違うと思うし。今回は

そういったことについて話していきたいと思います。』 

  

Q：そういえば今、使ってるケータイってスマホ？ガラケー？ 

スマホ：４ 

ガラケー：４ 

 

Q：ちょうどきれいに別れたね。ガラケー派はスマホに変えたい？ 

→「電話としてはガラケーの方が優秀だから電話はこのままで

いたい」 

→「ウォークマンのタッチパネルは使いやすいので、ケータイ

も変えたい」 

  

Q：じゃあ逆にスマホ派はガラケーに戻りたい？ 

→「ラインを使うので、戻れるかわからない」 

→F『じゃあ、ガラケーに戻ったら毎月お小遣い 5000円くれる

っていうたら戻る？』 

→「戻れるかも？」 

F『あぁ、そんなに依存している訳じゃないんやね』 

→「そもそも、最初からスマホやったからガラケーの良さがわ

からん」 

F『最初からスマホ世代っていうのにビックリしました。 

自分が高校生の頃待ち合わせとかどうしていたのか覚えていない

くらいこんな便利なケータイやねんけど、今日話してもらうのは

ケータイを持ってて不便とか困るとかそういう話をしてもらいた

い』 

  

F『じゃあ、これからの５分間で自分で気を付けてることや、周り

から言われてるルールとかを付箋にどんどんたくさん書いて』 

  

  

F『今書いてる分だけ書ききろうか。同じ意見がでても、同じとこ

ろに貼ればいいからみんなで情報共有してみよう』 

  

S「夜遅くまで電話しない」 

S「相手の様子を考えてメールする」 

S「これ＜メールの文法を考えて送る＞もそうじゃない？」 

  

S「迷惑メールやチェーンメールを送らない」 

S「スマホの友達から送られてくる添付が開けない」 

S「有料サイトにアクセスしないようにする」 

  

S「時間を忘れてしまう」 

→「思ってたけど書かなかった」 

→F『そういうことに気付くことが大事だよ』 

  

S「パケット使いすぎない」 

S「パケホに入る」 

S「変な URLは踏まない」 

S「公共施設での使用を守る」 

S「目が悪くなる」 

S「そもそもあまりケータイを使わない」 

  

F『たくさんでたね。これらのルールって確かにそういわれてるけ

ど、一枚一枚みてなんでそう言われてるか考えてみたことある？』 

F『たとえば迷惑メールはなんでしたらだめだと思う？』 

S「個人的にめんどくさいから」 

→F『それは理由じゃないかもしれないね』 

S「次の人に迷惑がかかるから」 

S「自分の気分も悪いし、相手の気分も悪いからやらない」 

→F『それは優しい考えだね』 

S「っていうかチェーンメールってなんでまわしちゃだめなの？」 

S「チェーンメールをまわすことによって自分と相手の信頼関係が

崩れそう」 

S「漠然とまわしちゃだめって言われてるからわからない」 

F『まぁそんなことに時間を割くくらいなら、もっと有効に時間を

使った方がいいんじゃないからじゃない？』 
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F『これ<パケットをしすぎない>についてはどう？』 

→「自分でケータイ代払ってるので、パケットには気を付けて

る」 

  

F『これ<相手の様子を考えてメールをする>ってどういうこと？』 

→「相手が先生だったりすると正しく伝わるかを考えたりする」 

F『っていうか今、「今ここ！」とかそういう短い言葉が飛びあっ

てるようにおもうんだけど、みんなそう送ってるの？』 

→「送ったらすぐ返事がくるから、そういう風になってしまう

んです」 

  

F『たとえばこれ<使ってはいけないところで使ってる人>ってい

る？』 

→S「自転車とか車とかはあぶないからだめだと思う」 

F『じゃあ、電車内は？』 

→「電波の関係で使ってはいけないと思う」 

S「心臓のペースメーカー？」 

→F『そうだね。でもそういう人って外から見て判断できる？で

きないよね。見えない電波だからこそ、使ってはいけないエリア

があるってペースメーカー使っている人からしたら安心だよね』  

  

F『次のステップにそろそろ行きましょうか』 

僕や君たちはインターネットから離れて生きてはいけないので、

危険性を知っておいたり、しなきゃいけなくて、僕は逆に君たち

は何を知っているのかを教えてほしい。 

何を知っていて、何を知らないかを君たちの中ではっきりしてい

きたいんだよね。 

それについて、あと５５分、少し考えてみようか』 

  

Q：じゃあ、インターネットを使っていて困ったことをひねりだし

てみようか 

S「課金厨がつよすぎてやばい」 

S「それ書いていいの？」 

S「どうだろ？てか課金厨がなかったらサイト潰れちゃうから俺の

関係ない所で頑張っててほしい」 

S「それ自己満じゃね？」 

S「でもそれが本音だわ」 

  

  

F『まとめにかかりましょうか 

さっき知ってて気を付けている事を黄色の付箋貼りましたよね 

で今困ってることを緑の付箋に書いてもらいました。 

なので、知ってて気をつけている事の近くに関係する困っている

事を貼っていこうか』 

  

S「夜遅くに電話がかかってくる」 

→「それは相手の様子を考えるってルールに近いと思う」 

 S「ネットで安全か危険かわかりにくい」 

→「よくわからない URLは踏まないってやつやね」 

  

S「迷惑メールがきすぎてパソコンがおもなる」 

→「それはルールがないかも…迷惑メールの部類かな？」 

  

S「ネットで性格が変わる人がいて怖い」 

→「確かに。怖い。相手の顔が見れないから誹謗中傷とかされ

たりする」 

S「それは困ってるけど、黄色付箋のルールがないね」 

F『じゃあそれは端っこに寄せとこうか』 

  

S「常に監視されてるような不安感がある。」 

→F『ソーシャルハッキングかな？』 

 S「ケータイに頼りすぎてしまって自分の能力が衰えるような気

がする。僕ならケータイ漢字予測変換に頼ってしまって漢字が書

けないんです。」 

→「それもルールがないなぁ」 

  

S「自分の欲しい情報が見つけにくい。」 

→「自分の欲しくない情報が一方的にくる」 

S「調べたってその情報が正しいかどうかわからないんです。」 

F『それはまた難しいね。端に寄せとこう』 

  

S「フィルタリングで携帯を規制されていて、満足にネットできな

い」 

→『それはよくある問題なのかもしれないね』 

  

F『じゃあ、出そろったね。じゃあ今困ってることがでなかったル

ールたち・黄色の付箋だけの物は左に寄せよう。それで、今困っ

てることと君たちが知ってるルールがぶつかり合った付箋は真ん

中に。今困ってるけど知らないルールは右側によせて、それぞれ

分けた分類ごとに名前を考えていこう』 
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F『黄色だけの付箋はいつもみんなが言われていて常識になってい

るルールだから、何も困ったことはないね。 

黄色と緑が混在しているところはどうしたらいいか教えてもらっ

たり、気づいたりしてるけどまだまだ困っている部分がある話だ

ね。 

緑だけの付箋は今ただただみんな困っていて、解決策を誰にも教

わってない話だね。前で発表するときはそれを踏まえて発表して

ほしいな』 

----------------------------------------------------------

F＝ファシリテーター・S＝生徒 

 

 第 2班 

F『インターネットを利用する上で法律的に大丈夫かな？と思うこ

とや自分が気をつけている 

ことを書いていこう』 

 

Q：S「無料で DL（ダウンロード）できるのは大丈夫なんだろうか？」 

→「アプリなどを使って音楽を DLするときに規約を読んで違法

じゃないか確認している」 

→「音楽 DLのとき CD抽出されたものを DLするのは大丈夫なの

かな？」 

→「youtubeなどの動画サイトから CD音源をとるのは違法なの

だけども、それをわかっていて DLしてしまっているが大丈夫？」 

→「映画・ドラマ 動画サイトに見てしまっている。これはい

いの？」 

→「SNSで本当にインターネットに出していい情報か考えてか

ら情報を出している」 

 

Q：S「無断で写真などを使ってアイコンなどの画像利用はまずい

のでは？」 

→「自分の顔にしなかったり、写真は使わないようにしている」 

 

S：「サイトアカウントのパスワードはサイトごとに変えたほうが

いいと思う」 

→「単調なパスワードが多い」 

→「自分にしかわからないものにして、ちょっとずつ変えてる。

けれど、わりと簡単なものに設定している」 

→「短いものよりも長いもののがいい。自分の誕生日や長い数

字をいれたほうがいいかも」 

→「定期的にパスワードを変更している」 

→「サービスが違っていても IDやパスワードが少し変えたら同

じになるものを多様してしまっている。」 

 

S「課金ゲームがゲームのなかでしか使わないはずなのに、課金を

してもいいのか？」 

→「RMTをやらないように気をつけている。」 

→「PSPなどのゲーム自体をインターネットで DLするのはいい

の？」 

 

 

 

F『ゲームをしているときに気をつけていることとかはあります

か？』 

→「おかしな勧誘には注意している」 

 

F『RMTのアカウント停止について何かあるかな？』 

→「大型なアカウント停止などがあるみたい」 

 

F『利用規約とか呼んだことありますか？』 

→「利用規約が長い」 

→「長いし、難しい言葉なので必要なところしかよまない」 

→「英語で書かれるとわからない」 

 

S：「ウィルス対策ソフトで引っかかった有害サイトにはアクセス

しないようにする」 

→F『どういう風にアクセスしないようにしているの？』 

→「ウィルスバスターなどで表示される」 

→「ウィルス対策ソフトを使わなかったらこわい」 

→「winにはじめから入っているファイアウォールである程度

対応できる」 

 

S：「友達に知らないサイト誘われても自分で調べてからでないと

利用しない」 

→「サイトにアクセスして安全かどうかを確認してから他の人

も誘う」 

→「LINEは友達から紹介されたけれど、怖かったのですぐには

はじめたくなかった。 

F『友達が使ってるから大丈夫、だけど怖いと感じることがあるね。

そういうときには断り方というのも考えないといけないね』 

 

S：「webサイトで広告ばかりのサイトは１クリックでどんどん飛

んでいくから危ない」 
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F『１クリック詐欺についてなにかありますか』 

→「一度経験したことがある。googleで検索して電話で対処し

たり、様子をみたりなど対処方法を調べた」 

→「１クリック詐欺にあわないように、初めて見るページは気

をつける」 

 

S：「ウィルス対策ソフト既存のウィルスしか対応していないので

それを知っておくべきだとおもう」 

→「アップデートは早めにしたほうがいいよね」 

→「ユーザ数や端末によって、不正なアプリなどを変わってく

ると思う」 

 

 

F『いまできていること、知りたいことを整理してみよう』 

→「まずは、できていることとできてないことを並べていこう

か」 

 

＊できているけれどわからないこと 

→PWは他人にわからないように変えたりしているが、迷ってい

るところもある 

＊がんばっていること 

→ウィルスバスターなどで対策。システムなどの面で気をつけ

ている 

→友達にいわれても一息置いてから 自分から気をつけている 

＊わからないこと 

→１クリックは対策していても難しいところ、自己解決が難し

い 

→課金はみんな危ないと思ってはいるけれど、わからない』 

 

S「ネット友達が増えるといいことと悪いことがある」 

F『インターネット友達について話してみましょう』 

→S「広島の事件から、友達になったら楽しいこともあれば、喧

嘩になることもある」 

→S「プロフィールが怪しかったら気をつけるようにしている」 

 

発表 

◇定期的にパスワードを変える 

 【解決】 サイトごとにパスワードや IDを変える 

 【未解決】 似たようなパスワードを使いまわしている 

◇コンピュータウィルスによる情報漏えい 

 【解決】 ウィルス対策ソフトなどで対策できることは対応を

する。サイトの安全性を確認する 

 【未解決】 広告がたくさんあるサイトは危険。外国のサイト

の規約が読めない 

◇ワンクリック詐欺 

 【解決】 大手サイト以外はあまり見ない 小さいサイトはあ

まり見ない 

◇不正のダウンロードはいいのか 

 【未解決】 アプリやツールなどの書き換えはいいのか。動画

サイトでの動画閲覧はいいのか。無許可に写真を使用していいの

か 

 【解決】 SNSで出していい情報なのか整理して情報発信を行

う 

◇課金制のゲームはよいのか？ 

 【未解決】  規約が長くて難しい。読みにくい。不明なファ

イルはやめてほしい。 

 【解決】 ネット友達による友達ができるメリットの他にいい

関係にも悪い関係にもなることを見極める必要がある。 

 

◆まとめ 

何事にも注意して行動することが大切である。 

 

 

---------------------------------------------------------- 

 F＝ファシリテータ S＝生徒 

 

 第 3班 

F ルール 

  すべての意見を肯定的に、 

  今回、求めるゴールは投げかけ、答えではなく問題提起 

 

Q『自分たちにとっての情報とは何か』 

→「それぞれの疑問を箇条書きにするのか総意にするのか」 

→「情報といっても何がなんだか」 

→「情報といっても大量にある」 

→「情報の起源って何？」 

→「情報とは根本的に何か」 

→「耳に入るものだけでなく目に入るのもインターネットも

情報」 

→「人体の中にも情報（遺伝子）」 

 

F『情報は英語でインフォメーション、そこから思いつくイメージ
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を単語で書き出して、前に張り出してみよう。』 

→「歴史、観光案内、国語、戦争、音、光、ニュース、気象

情報、データ、インターネット、SNS、新聞」 

 

F『出したものを共通点ごとに分ける』 

→「考え、目に見えないもの」 

→「メディア」 

→「メディアの中でも目で見るもの、耳で聞くもの、両方に

関わるものに分かれる」 

 →「通知、通信」 

 →「生物、植物、歴史、戦争、言語＝勉学」 

→「コミュニケーションと SNSは違うもの、ただし交友とい

う意味で同じ」 

→「戦争と歴史は同じくくり」 

 

S「交友の区分ではないが言語情報も交友には関わっている」 

S「天気予報はニュースと同区分」 

S「テレビなどのメディア関係が非常に多い」 

S「メディアが情報にとって一番大きい」 

 

F『この班の情報というもので一番イメージされるものは？』 

→「ニュース」 

 

Q 次はその情報について、モラルとは？ 

→「モラル＝ルール」 

→「モラルは情報のルールを守れているか否か」 

F『モラル＝ルールならば情報のルールとはいったい何なのか。キ

ーワードで張り出す。情報のルールが難しければルールとは何か

から考えてみる』 

 

S「モラルとは情報に関わる人が認識している一定のルール？そう

だとしたら法律と同様に細かいところまでは認識できていないあ

やふやなものじゃない？」 

 

F『さっきと同様にキーワードをまとめていきましょう』 

S「道徳的なものが出てきた」 

S「要するに心構え？犯罪が起きるかもしれないみたいなかもしれ

ない運転のような？」 

S「情報の区分け＝情報モラル？でも区分け＝リテラシー」 

 

S「情報モラルはあっても情報ルールはない。なぜなら情報に関す

るルールは企業や個人ごとに作っているものだから」 

S「でも断定することはできない」 

S「モラルに関しては所詮人の思い込みが多い（男尊女卑など）」 

S「そういうことをいいだすと情報を信用できなくなる」 

F『情報について何が知りたいという今回のテーマについて情報モ

ラルという流れから投げかけたいことを考えて、模造紙に書こう』 

S「同じことを示す複数の情報とそれ以外の一つしかない情報があ

る場合、複数ある情報が正しいように思えるが本当に正しいのか

それが情報格差じゃないのか？」 

 

S「まずは大きく投げかけたいことを書こう」 

S「じゃあその投げかけは何にする？」 

S「情報の信用性はどこから？で」 

S「情報は信じられないが結論だから、なぜ信じられないのかから

情報を信じていいの？とかは」 

S「あなたの信じる情報は何ですか？ではどうか」 

S「これに対する答えはどうしようか？」 

S「投げかけだから答えは必要ない。ほかの人に解いてもらおう」 

S「この投げかけをどういう風に説明しよう」 

S「情報が信じられるかどうかが問題」 

S「情報がいっぱいあってどれを信じていいか困っているんだか

ら、どれを信じるべきか判別する方法をおしえてくれ、みたいな

感じで」 

 

F『それじゃあ、この投げかけになった理由を示しましょう』 

S「情報は人が作ったものだし、メディアによってメディアの都合

のいいように改竄されている恐れがあるから」 

S「情報の信用性を目視できる形にはできないかと感じたから」 

S「人自体が信用できないのに情報なんて信用していいのかと思う

から」 

S「情報が正しいかどうか判別できないのだから信じるなんてでき

ないのではと考えたから」 

S「伝言ゲームの様に最初の情報と伝わっている情報が違うかもし

れないし、そもそも最初から間違っているかもしれないのに何を

根拠に信じるのか疑問に思ったから」 

----------------------------------------------------------

F：ファシリテータ S：生徒 

 

 第 4班 

hh:mm 熟議開始 

F『９月に向けての問題提起を行う』 
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Q『情報リテラシーや情報（情報技術）の時間に何を学んでいるか』 

→「情報モラルは情報を正しく処理する力」 

→「情報が正しいと判断する力、モラルは間違った情報を流さ

ない」 

F『モラルは守るべきルール、みんなが快適に過ごすためのマナー。 

リテラシーは情報を選択して正しいか判断する。情報活用する力、

情報選択能力』 

 

S「情報技術のメリットとデメリットに分けて議論する」 

メリット 

 ・人との距離が近くなる ・社会情報や意見が聞ける ・情報

がすぐに手に入る ・ 

デメリット 

 ・迷惑メール ・睡眠不足 ・個人の時間の減少 

 

F『メリットとデメリットをどうまとめる』 

→「似ている項目で分けて関連付ける」 

→「コミュニケーションに関する項目、情報獲得手段、ツール

としての活用、社会」 

→「情報活用知識、情報保護に関する能力がない状態では、活

用すると情報流失につながる」 

 

Ｆ『メリットに多いコミュニケーションに関するデメリットはな

いか？』 

→「個人の時間が減る」 

 →自分の時間をいかに確保するか 

→「なりすまし」 

 →匿名性 

 

Ｆ『自分たちが体験した困ったことや、いやなこと』 

→「勉強に支障がでる」 

 →メールなどの返事をしないと気を使う 

Ｆ『大人の過剰な規制って？』 

→「大人の規制が自分たちの表現の自由を侵害している、して

いくのではないか」 

 

Ｆ『悪質な事件に巻き込まれるとは？』 

→「不正アクセスなどの、のっとり」 

Ｆ『デメリットをなくすためには次回検討、デメリットがおきる

原因、理由を考える。時間がないとは、情報依存なのか、コミュ

ニケーション力が低下しているからなのか？』 

→「わからない」 

Ｆ『学校教育で習った情報モラルは私生活では活かされない？』 

→「はい・・・。」 

----------------------------------------------------------

F：ファシリテータ S：生徒 

 

 第 5班 

F『映画館等が混んでいても前日にネットで予約しておくと簡単に

入ることができる」 

Q.そこで「今までネットを使っていてこんなことが便利だった」

ということを発表 

→「すぐチケットの予約ができる」 

→「わからないことをすぐ調べることができる」 

→「ネット通販で簡単に買える」 

→「Skypeや LINE等で無料通話ができる」 

F『自分の趣味でいかしているものはないか。例えばネット上で個

展を開くこともできる』 

 

Q.ネットを使っているうえではらはらどきどきしたことはないか 

→「知らない人からメールがくることがある」 

→「調べたくもないサイトにとんでいくときがある」 

 

Q.ネットを使ううえで悪いと思うことや怖いこと 

→T『Facebookで同姓同名の人から申請がきたことがある』 

→「普通に使っているだけなのにウイルスに感染した」 

 

F『一言で終わらせてもいいけど、実際におこった小話等があれば

いれてほしい』 

→「知らない人から「会いたい」としつこくネット上でいいよ

られた」 

→「自分のメールサーバーがジャックされて友達に迷惑がかか

った」 

→「ウイルスに感染して ID等の個人情報が漏洩した」 

→「メールからウイルスが入ってきた」 

→「twitter で知らないところで自分のうつってる写真がアッ

プされた」 

→「開いてもいないのにアダルトサイトに接続した」 

 

F『将来働くことになったとき等には絶対にコンピューターは必要

になってくる。そこでこれからどういう風に PCを使っていきたい

か、自分ならこういう風に便利に使えるかという発表する。その
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ために今までの意見をふまえてまとめる』 

Q.まずはそのための案をだす 

F『教科書会社では iPadと Dropboxを使い、どの PCでも同じ情報

を引き出せるようにしている』 

 

Q：今までの意見をまとめてみようと思う 

→「見やすくなるように左右で「ネットの良い所」「ネットの悪

い所」という風にをまとめると見やすい」 

→「同じような意見を集め丸で囲み～ネットでの買い物～等の

サブタイトルをつければ見やすくなる」 

→「迷惑メール関連が多すぎるからさらに分けよう」 

→「良い所はすぐにまとまったけど、悪い所は似通ったものが

多く、わけにくい」 

 

Q：これからどう使っていきたいか、どうすればもっと便利に使え

るかを考える。改善方法等 

→「パスワードの文字数を増やせばいい（20文字以上にする等）」 

→「出会い系サイトに入らない」 

→「健全なサイトを将来使えば、同年代の人と知り合いになれ

る」 

→「そもそもパソコンを使わなければいい」 

 →「話し合いの意味がなくなる」 

→「アドレスを変えればメールはこなくなるのか」 

 →「IPがばれていればまたメールはくる」 

→「セキュリティーを強化すればいい」 

→「全部無視すればいい」 

 

Q：発表に関することをまとめていく 

→「良い所の発表は冒頭部分も考えておく」 

→「良い所、悪い所の発表は繋ぎも大事」 

→「結果を発表する人は自分の考えも述べなければならないの

で一番大変なのではないか」 

→「対策は長く話してもいいけど、結果は簡潔にしたほうがい

い」 

----------------------------------------------------------

F：ファシリテータ S：生徒 

 

 第 6班 

Q：高校で受けた情報の授業では、どのような内容をやっていまし

たか？ 

→パソコンでソフトなどを使っていました。モラルなどの内容

はかする程度しか 

 

Q：いままで情報モラルについて、これはよくない・やっちゃだめ

的なことを教えられたことは？ 

→授業の中で教えられたことについて 

→ベタな感じのやつでもいい 

 

F『ひとまず書き出してみましょう』 

→人とのつながりと対応の仕方 

→自分たちは世界につながる機械を持っている 

→なりすまし 

→twitterなどに個人情報を載せてはならない 

→プライバシー 

→ネットでの暴言 

→個人情報のばら撒き 

→個人情報を漏らさない 

→デマを流さない 

→荒らし 

→デマにだまされない 

→インターネットの逆利用 

→不正ログイン 

 

F『荒らしはどういう意味？』 

→「LINEなどで無意味な発言を続けて、みんなの会話を途切れ

させることです」 

 

F『インターネットの逆利用とは？』 

→「悪いことをネットで知って、知った人が新たに悪いことを

してしまうことです」 

 

 

Q：先生が教えてくれた事ではなく、自分たちで見たり聞いたりし

た、よくない・やっちゃだめなことは？ 

 

 

F『教科書に載っている内容は古い。4，5 年前のものでは古すぎ

るレベルになってしまう。情報の分野では 1 年以上前のものにな

ると怪しい』 

→友達が LINEで知らない人に悪口をいわれた 

→LINEでの悪口で殺人 

→ネットでの殺人予告 
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→twitterで個人情報流出 

→偽のサイトにログインさせてパスワードを盗む 

→チャット内での荒らし 

→ネット経由で知った悪情報の利用 

→LINEなどで顔など個人情報を出しすぎている 

→ネット上でのガセ情報 

→殺人予告などを流し不安を煽る人がいる 

→セキュリティソフトとみせかけたウイルスをダウンロードさ

せる 

→バグによるのっとりなりすまし 

→ネットで死にたいというかまってチャン 

→音楽やゲームの違法ダウンロード 

→LINEが出会い系のような使われ方をされている 

 

F『共通しているものを固めて配置して、大きな問題について話し

てみよう。 

人によって意見が違うから、話し合って重要度を決めていきまし

ょう。なぜそれが重要なのかの理由も言っていこう。時間はかけ

てもかまわない』 

 

Q：重要度の高いものは？ 

→自分たちは世界とつながる機械を持っている自覚 

F『これは良い悪いもあるよね』 

 →「そうですね」 

 →「人とのつながりとその対応」 

 

F『青以外の付箋は、先生に教えてもらったことだよね。注意され

たにも関わらず守れてない人もいる。どうやったら解決できるだ

ろうか？』 

 

→「高校生でも殺人をしていて、年齢が近い人が殺人をしたの

か!?とびっくりした」 

→「ネットのせいなのかな？」 

→『DSを使って、いまでは中学生もネットを使ってるよね』 

→「違法ダウンロードとかは、知らない間にやっちゃったとか

はあるよね」 

F『被害者ではなく加害者になってしまうんだね』 

 

S「なりすましは勝手に情報を使ってへんなことやるんだよね」 

S「ネットワークテロって何？」 

→F『サーバーなどに負荷をかけたり壊したり。愉快犯が集まっ

て行ってるね』 

 

F『中には技術的な問題で、解決できるものがある。だが中には技

術だけでは解決できない問題もある。それについて若い世代の意

見を出してくれ』 

→「悪いことしようと思う人がいるから悪いことがおこるので

は」 

 

Q：チャット内での暴言について 

→改善するには思ったことをすべて言うのではなく、これ言っ

ちゃダめだなと考える必要がある 

→発言前に内容についてもう一度考えるということだね 

 

Q：LINEなど SNSで顔を知っている人同士での悪口について 

→「発言する際には自分の発言であるという責任・自覚をもつ

のが大事だよね」 

→「知り合い同士でも、冗談が行き過ぎてはいけない」 

→「言われた相手の気持ちも考えるのが大切だね」 

 

Q：個人情報の流出について 

→「自分の顔が写っている写真の掲載については？」 

→「自己責任だよね」 

→「誰かに載せられた場合は？」 

→「載せられるってことは、自分で写真を相手に渡してるって

ことだね」 

→「それも自己責任じゃない？」 

 

Q：デマを流すことについて 

→「警察がデマのせいで動かなきゃいけないことがある」 

→「震災のときはデマがすごく流れたね」 

→「ひとつの情報だけを鵜呑みにせず、自分の目で確かめるよ

うにしよう」 

 

Q：なりすまし、不正ログインについて 

→「アカウント乗っ取りとかがあるね」 

→「アカウントを作るときに、パスワードを英数混じりで難し

くするなどで警戒するのが大切だね」 

----------------------------------------------------------

F：ファシリテータ（教員） S：生徒 
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 第 7班 

F『情報のモラルについて学校で教えてもらったことで、そのこと

について教えてほしい』 

→「先ほどのグリーの方々が言ったことに同意できる」 

Q：禁止事項について教えてもらったこと、持論はあるか 

→「基本的に個人情報はネットには流さない」 

 →「例えば、四大個人情報（氏名、生年月日、住所、

連絡先）など」 

→「悪口をネットに書かない 信用するのはその人に会ってか

ら」 

→「グリーの人が言ったことと同じ」 

→「個人情報は発信しない 事実関係をはっきりする」 

→「最低限、コンタクトをとれる連絡先は確保しておく。がち

がちに固めない」 

→「モラルの点から言うと、フィルタリングなど」 

→「フェイスブックなどオープンなアドレスとオープンでない

アドレスをわけておく。コミュニティを作る」  

→「メールだけではなく、オープンなアカウントとそうではな

いものを作る」 

F『ダミーを用意しているのか？』 

→「そうではないが、オープンなアドレスは少々のっとられて

もいいものだと考える アドレスを使い分けている」 

→「それはスタンダートな考えで、情報を学んでいるものにと

っては当然なのではないか それは普通なことだと思う」 

→「社会人がビジネスとプライベートのアドレスをわけている

感覚と一緒だと思う」 

 

F『ラインで検索をかけると学校の名前でたくさん情報が引っかか

る』 

→「ツイッターでは検索をかけると出てくるが、ラインでは検

索しても出てこない」 

F『この場にいる人たちは、何が危ないかを知っているが、ファジ

ーな生徒がたくさんいる』 

→「先日宇宙兄弟を読んだときグリーンカードというものが出

てきた モラルが分からないなら、一度痛い目にあったほうがい

いのではないか？規制をかければ芽を摘んでしまう」 

→「ちゃんとしている人もいるため、それは被害の規模が大き

すぎる」 

→「バーチャル的に痛い目に遭うということではどうだろうか」 

→「しかしその場合、実際に詐欺などに遭った場合も、バーチ

ャルだと感じて被害に遭う」 

F『フィルタリングについて知らない親がたくさんいる 親の世代

は分からないことが多い』 

→「詳しく知っている親が少ないと思う。奈良は特に知らない」 

F『その痛い目に子どもに遭わせられない親』 

S「人間としてのモラル教育を親が子どもに教えるべき」 

  

Q：情報モラルを教えてもらうときにあなたたちはどんなものを知

りたいか 

→S「被害に遭った実例を見て、分かる部分があるがそれは他人

事。経験をしてみることが重要だと思う」 

F『先生が学校でグリーンカードを仕掛けることはありか』 

→「モラルや一般常識は学校で知るものではないと思う」 

→「何をしてはいけないかを教えてもらうのは親からだと思う。

教師に言われるのではなく親から言われたほうがほうが説得力が

ある」 

→「自分で考えて気づくものではないか？」 

F『モラルがあれば防げたものがある』 

→「グリーの方が言っていたことに、共感ほどではないが理解

した(あぁ～と思った)」 

→「現実よりもバーチャルのほうが情報が拡散されやすい」  

→「スクランブルエッグというものが共感した」 

F『みんながみんな同じ知識を持っているわけではない。これがま

ずいというのが分かっていないことが多い ラインで事件が起こ

ったがラインが悪いわけではないのではなく使っていた人たちが

悪かった』 

S「ネット上のモラルについて自分たちが親に教えるべきではない

か？」 

S「痛い目のひとつとしてネットを切ればいい」 

→「それは極論すぎる、ケータイを取り上げることはある」 

→「それは親の負担になる」 

S「被害に遭ってもすべて自己責任にすればいい」 

S「日本人は匿名性があるからこそ、相手が見えないからこそネッ

トでいいたいことを言う傾向にあると思う」 

C『旅行中とネットに書くのは危険(家が留守だと分かってしま

う)』 

S「アドレスに個人情報(誕生日など)書くのが危険すぎる」 

C『不正アクセスは罰が小さい』 

S「自分で考えることは大事だがそれが分からない人がいる。判断

知識が無い人が多い」 
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F『ラインなどでは必ず返事しないといけないという暗黙のルール

があるのではないか』  

S「モラルを知るたびには経験が大事、厳罰化するべきこともいい

と思う」 

S「ネットを使ったものと現実での罪の格差がある」 

 

C『ちなみに、高校の情報の授業はどんなものか』 

→「一年生にしか情報の授業がない モラルについては少しし

か教えてもらえない」 

→「自分の学校ではモラルについては口頭のみでもっと詳しい

ことを学ぶ」 

---------------------------------------------------------- 

F=ファシリテータ S＝生徒 C＝CyberAgent 

 

 第 8班 

F『学校で何を習っているか、何を知りたいか、思いついたことを

5分間で書いてください』 

T「皆さん全員スマホはもっていますか？」 

→スマホ：大半が所持 

F「今から一人ずつ書いたことを発表してもらいます。君たちがど

んどん話していってください。』 

→「迷惑メール知らないサイトからの。スマホなどのコミュニ

ケーションツールが生み出す問題について」 

F『どんなトラブルが？』 

→「クラスの中でこの子が嫌というのが隠れてあったが、表立

ってしまった。だんだん広がってしまった」 

→「悪口がラインとかで広がる。」 

T「そのときにどうした？」 

→「クラスがいくつかのグループにわかれました。いじめっ子

といじめられっ子と傍観者。自分は傍観者だったから他人事だっ

た」」 

→「退会させられていた。今は色々わかるようになってそうい

うのできなくなっている」 

→「僕のクラスで特徴のある子が悪口をいわれてた。タイムラ

インにあがった。その件でクラスでアンケートもあった」 

T「僕のときはスマホなどはなかったが、スマホによっていじめな

どは増えたと思うか」 

→「今のいじめも昔からの延長線上にあるだけ、増えたという

より場所が変わった」 

→「昔からあったがクラスのなかではっきりしてしまうように

なった」 

T「僕らのときはなかった。今は簡単にできてしまう。SNSなどが

助長してしまうのではないかと思う。今の子どもは昔よりも気を

使わなければならない。何か良いところはある？」 

→「便利になった。ラインの既読機能、相手が呼んだことがわ

かるので伝わったことがわかる。安心できる」 

T「便利な反面ライン疲れなどが問題になっている。」 

→「既読疲れはある」 

T「ラインはみんなやっている？」 

→ライン：大半がやっている 

T「家族でやっている？」 

→「アカウントはあるが友達同士でしかやっていない」 

T「ラインとかで何か問題はあった？」 

→「アプリ上は言葉じゃなく文字だから自分の想いが正しく伝

わっていないことはあった」 

T「今はスタンプがあってそれで感情を表現しているのではないか

な。コミュニケーションでトラブルとかあるか？」 

→「やっぱり文字だけだと冷たく感じる。怒っているのではな

いかと思う。直接話す方が気持ちが伝えやすい。なるべく声で伝

えたいとおもっている。よく遊ぶ子には電話をする」 

T「女性は電話のほうがいいらしいよ」 

F『告白はどうしてる。直接か、それとも手紙、メール？』 

→「大体は口で伝える。手紙を入れているのを見たことはある」 

T「トラブルある？友達とでも」 

→「twitter やラインで揉め事があった。自分のグループとは

違ったけど。差別されてる子はわかりやすかった」 

→「最初は普通に話していたが、最終的には無口になって教室

の端にいくようなった」 

→「王子駅の窓にフライドポテトを差し込んだ画像を twiterに

挙げてたら。一万ツイート以上になって問題になった。集会も開

かれた」 

→「その子が窓ガラスを割ったわけではないが、ネット上でや

ったと勘違いされた」 

F『マクドナルドで働いていたバイトの知り合いが無料券を盗った

とつぶやいたことがあった。炎上して逮捕。関係ない人まで被害

がきた。自分たちがしなくても勝手に問題になることもある。気

をつけなければならない』 

T「ネットでは書き込みが残る、自分がやっていなくても被害がく

ることはある。そういうことはみんなあるか？武勇伝ぽくいいた

い気持ちはわかるが…」 

→「自分はスマホをもってないし、ラインとかもやりたいとは

思わない。」 
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F『スマホの使い方とかで自分で知りたいことある？』 

→「特にない、電話の機能だけで十分」 

 

T「パズドラとかやってる？」 

→「やってる」 

T「他なんかやってる」 

→「スカイプ、フェイスブック、ニコニコ動画、グーグルマッ

プ。電車の時刻表。」 

 

F『情報でやったこと、何を知りたいか、何をやりたいかあれば言

ってほしい』 

→「授業でエクセルを使った。情報のモラルなどの勉強を学校

でした。」 

→「ワードとかエクセルとかをやった」 

T「プログラミングとかは？」 

→「C言語を」 

T「スマホでこういうことが将来できたらとかある？」 

→「メッセージ間違えて送っても消せる機能」 

 

T「昔は家の電話しかなかった、今は何でもできるようになている。

今後こうしたいとかある」 

S「アプリでグループボックスとかがある。オンライン上に保存で

きるのが便利。」 

S「アカウントで今はうまくやっている」 

S「それほど大きいデータは預けていない」 

S「趣味というより、クラスの写真とかを共有している。」 

 

F『スマホを授業でつかいたいけどリクエストある？』 

→「今のままでも十分」 

 

T「みなさんはネットの危険性はどんなとこにあると思う？」 

→「軽い気持ちで書いてもすごい勢いで拡散してしまう」 

→「誰が書いてるかわからない」 

→「扱える情報の量がスマホはパソコンと変わらない。情報の

扱い方が難しい」 

→「成りすましなど」 

→「個人情報の流出など、名前を流された」 

→「個人情報が流れたら絶望する」 

→「詐欺も怖い、すぐクリックしたら請求がくる」 

T「近年は架空請求とかがある、引っかからないためには、怪しい

サイトには行かないようにする。クリックはしないようにするこ

とが大切」 

→「知り合いがクリックしたことはあった、無視したら何もな

かったらしい」 

→「アカウントをのっとられたりした人がいる」 

T「知らない人から友達申請きたらどうする？」 

→「素性がわかったら登録する。ほかは無視する」 

 

---------------------------------------------------------- 

F=ファシリテータ、T＝企業の人、S＝生徒 

 


