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1. 高校生 ICT Conference 2013 in 奈良 第二回 熟議グループ概要 

熟議テーマ： 「高校生だからできる『情報モラル・情報リテラシー教育」 

日 時： 2013年 9月 29 日（日）13:30-17:30 

場 所： 奈良佐保短期大学 

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】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〕 

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 
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〔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 

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 
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【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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2. 熟議録 

 

 第 1班 

T『スマホ持ってる人ー』 

１人／５人 

T『ガラケーは持ってるの？』 

２人／５人 

T『ケータイ持ってないの？』 

２人／５人 

 

F『前回参加したひとは内容どんなんやった？』 

S「被害を抑えるためにはという問題対策やった」 

S「ネットを利用する上での問題点を自分で解決できるかサポート

がいるかの問題提起やった」 

S「大体同じやった」 

F『まさか、同じ班やったとか？』 

S「いや、違いますよ」 

F『よかった。さっきも言ってたけどケータイの新規購入を奈良で

した場合、フィルタリングが推奨されるけど、フィルタリングす

るしないってどう思う？しないならしないときの理由はある？１

分程度で自由に出してみよう』 

T『付箋とかにかいてもらおうか』 

S「つけへん理由が思い浮かべへん」 

F『じゃあずばりフィルタリングっていう制度に賛成か反対か。書

けるだけ２、３分で書こうか』 

S「ガラケーも持ってないからフィルタリングというものがどうい

うものかわからん」 

F『パソコンに置き換えてもいいよ。たとえば学校のパソコンから

使えなくて困ったこととかない？』 

S「ああー。」 

F『じゃあいくよ。この中でよく似てるなあっていう意見をくっつ

けてみよう。いけた？』 

F『これはどういうカテゴリーで合わせた？』 

反対意見は 

・見たいものが見れない 

・アプリケーションの更新ができない 

賛成意見は 

・どうしても事件を避けることはできないから 

・被害の防止が大切 

中立は 

・基準を教えてほしい 

 

F『最初賛成か反対かて聞いたけど。この５人の中で賛成反対とき

っちり分かれてないよね？中立意見もでてきたし。この発表の最

終は【もし、自分が先生になったらどんな授業をしたいか】なん

です。この３つの視点から導き出してほしい』 

F『このフィルターっていう問題から３つの視点が生まれたよね。

さらに結論を生み出すために、理由を考えてみよう。２分くらい

かな』 

S「賛成考えてたら反対意見もでてくるし、結局３つになるやん」 

F『自分がしたいねんっていう大事なことを学習課題で書くんや

で』 

S「うーん難しい」 

F『じゃあ、君たちがこれからケータイを持つであろう小中学生に

伝えたいことはない？わかる？３分くらいで考えてみようか。煮

詰まってるな付箋に書き出していいよ』 

S「うーん」 

F『いくつか意見が出たけど全体を見て共通点ってある？これは安

全と被害とつながってるとか。まず【サマーウォーズのあれ】を

スタートに考えてみようか』 

S「自分の現実の権限とネット上の自分の権限は今同等にあるとい

ってもいいと思うねん。物語ではパスワードが悪用されてしまう

ねんけど、小中学生に説明するならそのくらい簡単な方がいい」 

F『なにかとつながる？』 

S「ネットはやっぱり世界とつながってる大規模なもんなんやと思

う」 

F『うまくつながったね』 

S「今ときの怪しいサイトは怪しい風じゃないから、気を付けない

といけないし、閲覧履歴とかばれてもいいやとか思ってる小中学

生もおおいと思う。そこからだいたいの個人情報もわかってしま

うし」 

T『閲覧履歴から広告うったりするところもあるし、重要な個人情

報やね』 

F『つながらなかったら、新たに付箋足してもいいよ』 

S「世間にはいろんな人がおるって書いてもいい？悪いことしよう

とする人もおるし」 

T『いいね。広がったね』 

S「難しいなぁ」 

F『賛成反対の時にだした意見も取り入れてもいいよ』 
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S「世間にはいろんな人がおるから、被害の防止をしないといけな

い」 

Sじゃあやっぱりフィルタリングした方がメリットが大きいよね 

S「安全だしね」 

S「デメリットもあるから反対意見はこっちにつなげようか」 

F『いっきにつながってきたね・まだつながってない意見もつなげ

てあげてね』 

S「フィルタリングしてるけど、不便に思ったことがない」 

S「でも。知恵袋見れないし、不便と思う点はみんなそれぞれやね」 

F『キーワードがでたんじゃない？付箋にかいてね。どことつなが

った?無理やりくっつけるのも大切だよ』 

S「被害の防止のたーめーにーメリットデメリットが生まれるわけ

で」 

S「でもメリットの方が大きいもんね」 

S「ある意味いろんな人がいるから視点が変わってくるんだよね」 

T『ちなみに、そのメリットが大きいっていうのはみんな納得して

るの？』 

S「いちおう納得はしてる。いつどこでウイルスにかかるかわから

んし」 

F『いま浮いてる意見は基準を教えてほしい。やね』 

S「ラインはできるけど、ついったーはできひんとかどういう基準

なんやろ」 

S「同じサイトでも入れる人と入れない人がいる」 

F『まとまったね。さぁケータイを持ち始めた小中学生、パソコン

を使い始めた小中学生の子に高校生のお兄さんお姉さんがこの内

容を伝えてみよう。どういう教育が必要かな。でもまだ君たちも

基準を教えてほしいっていう立場やもんね。そこが到達点じゃな

いかな。パワポは制限ないけど、余計な機能をつけたりすると３

分の発表に間に合わないよ。３分で君たちの到達点を説明してみ

て』 

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

【判別符 対照表】 F=ファシリテータ ・ S=生徒 

 

 第 2班 

F『奈良県では、10月 1日からフィルタリングが推進される。い

ろんな問題もあるし良くなるところも出来ると思う。フィルタリ

ングについてどんなイメージがあるかなということも論点に挙げ

ていけばいいと思う。』 

F『緑の用紙にフィルタリングについてイメージすることを自由に

書いてほしい、赤の用紙にフィルタリングが推奨される 10月 1日

以降、自分の理解してるレベルでどのようなことがおこるか、お

こらないか予想されることを想像してほしい。』 

Ｓ「フィルタリングは有害なものを見れなくして、安全に使うこ

とができるもの」 

Ｓ「フィルタリングを使ってもガードしきれない。あくまでも安

全に使うための一つのツールである。と思うべき」 

Ｓ「フィルタリングって聞いたときに規制しか出てこなかった。」 

Ｆ『ライン使ってる人はどのくらいいる？』 

→全員 

Ｓ「もしラインが規制されるとものすごく不便」 

F『次に赤の付箋を見ていきたいと思う』 

S「フィルタリングをかけることによって、今まで使ってたのが使

えなくなったりする。」 

S「SNSなどに規制がかかってしまうと思う」 

S「アプリにフィルタリングがかかってしまい使えなくなるアプリ

が出てくる。」 

Ｆ『フィルタリングはすごく難しいと思う。それは技術的な問題

じゃなくて人の問題だと思う。心のフィルタリングをテーマにし

てつなげていけるようなアイディアを出していってほしい。』 

F『みんなに付箋紙を見してください』 

  

Ｓ「発言をする際に注意することを考えた。ネット上で発言した

ことは簡単には削除できない。ネットに発言するときに注意しな

いといけないことは多々あると思う」 

Ｓ「ラインだと身内だけの問題で周りにも見えないけど、ついっ

たーなどは全世界に発信している。そういうことをわかる必要が

ある。」 

Ｓ「だまされてしまうぐらいなら見ない方がいい」 

Ｓ「感情をうまく使う。例えばチェーンめーるとかにひっかかっ

てしまう。プログラミングやシステムでは制御できない感情。と

いうものを動かす。それ正確に判断が出来ない。感情をうまく扱

うことが必要だと思う」 

Ｆ「感情をうまく扱うってどういうこと？」 

Ｓ「相手の立場になって考える。」 

Ｆ『みんなは相手のことを考えてメールや Line や Twitter出来て

る？』 

Ｆ『理想はフィルタリングをしなくても自分の心のフィルタリン

グが出来るといいよね。それが簡単に授業でできればいいとおも

う。こんなことしてみたらいいんじゃない？とかあったらまとめ

ていっていたらいいと思う』 

Ｆ『この後は同時並行でみんなの意見をまとめながら発表スライ

ドにしていきたいと思う』 
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---------------------------------------------------------- 

【判別符 対照表】 F=ファシリテータ ・ S=生徒 

 

 第 3班 

F『さっきの事業者さんや先生の話を聞いて，みんなが思ってるこ

とはなに？』 

 →どのことについて？ 

・どのことでもいいよ．みんなが思ってることを 

 

S「情報のモラルとか多発してる，現状はどうするべきなのか，ま

ず取り締まりをきっちりする．現実はパトロールして，気になっ

たら聞いてる．ネット上でもそれはできるんじゃないか．ネット

も現実もやってることは一緒．取り締まることをもっとネットで

も警察ができるんじゃないか．そうすればモラルだけが残るんじ

ゃ無いか．僕らの世代が携帯やネットの知識が多くあると思う．

なので，年配や幼い人が危険．僕らが使い方を教える側に回れる

んじゃ無いか．僕が年配の方や若い人に教えに行ったとき，年配

の人は使いたいと思っている．そういったことをこれからもすれ

ば，モラルも良くなっていくと思う．」 

 

T「高校生が新しく携帯を契約する場合はフィルタリングを推進さ

れる．フィルタリングを描けない場合，なぜ，かけないのかを必

要になる．（奈良県は 10月から）フィルタリングってどうなるの

か？合った場合はどうなるのか，なかった場合は？そこで授業で

どんなことをモラルとしてやれるのか．大人になってフィルタリ

ングがなくなったときに，自由だ！となったら危ない．」 

 

F『フィルタリングをどうしたらええかな？』 

・10月からフィルタリングがスタートするけど，しない人もいる

んじゃないか． 

・僕自身は詳しい方ではない．同じ世代の人の話し合いが必要で

はないか．僕らの世代の知識が深まってから，全体的に広めてい

ったらいいんじゃないか． 

・僕はフィルタリングかかっている．みたいサイトが見れなかっ

たりする．その人によって使い方がある． 

・フィルタリングかけるかけないは迷う．かけてしまうと欲しい

情報が見れない場合がある．理解できていないなら，フィルタリ

ングが必要である．一方的にフィルタリングをしなさいとするわ

けではなく，その人の知識や価値観によって選択が必要である． 

・小 6の終わりからフィルタリングをかけてる．今はフィルタリ

ングをかけていない．親よりも知っているので，不要だ．親も不

要だと思っている．情報を学校で学んでいると，どんなことをす

れば危険かと言うことを学んでいるから，どこが危険かわかる．

それを知らない人は危険か危険じゃ無いかわかる．なので，すべ

てをシャットアウトした方が未然に防げる．現実世界でもたばこ，

車など責任能力が無いこどもにやらせると誰が責任を取るのかと

いった問題がある．それを未然に防げる． 

 

F『フィルタリングについて話したけど，これからはきっちりやっ

ていこうという流れなので，フィルタリングをした時の話をしよ

うと思う．フィルタリングがあるとどんな問題があるのか発表し

よう．あると安心や，ないと不安や，あるとみたいモノがみれな

い．価値観にもよるんじゃないか．君たちの後輩たちがどんな問

題があるのか考えていったらええんじゃないか．付箋を使って書

いていこう．』 

F『フィルタリングがあることによっての問題を付箋に 3分間で書

いていこう． 

数年後にあなたたちの後輩がなる問題点ってのを考えてもいいか

もね．』 

・フィルタリングを不必要な人にさせて，才能をのばせないこと 

・隠されると逆にみたくなる 

・情報が欲しい人が得られない 

・フィルタリングのことを考えてやらないといけない 

・いろんな人に作ったものを見せることができない． 

→技術の発展の妨げになるんかな 

・フィルタリングをかけても無線 LAN経由なら大丈夫になる． 

→抜け道があるね． 

・ほんとうに欲しい情報が手に入らない． 

・利用者の好奇心が高まってしまう 

・フィルタリングから逃れようとしようとしてしまう． 

・ネットに興味をしめさなくなる人が減る．ネット利用者の数が

減るんじゃないか． 

・欲しい情報が入らない 

・フィルタリングを外した時に，どう使えば良いのかわからなく

なる．はずしたら安全か安全じゃないか見分けることができなく

なるんじゃないか 

・ねっとの本当の怖さがわからない 

・パソコンを持つ人が増える．情報の仕組みがどうなるのかわか

らない．フィルタリングをかけていると，こんなもんんかと思っ

てしまう． 

 

F『フィルタリングを外した時にどうすれば良いかと言うのは，そ
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うやなー．思った．いろんな問題がでたけど，たくさん出たとこ

ろはみんなが思ってることなので，重要度が高いところじゃない

かな．数が少ないところは最先端を走っている考えじゃ無いかな． 

みんなでこれを使って重要度が高いランキングを作ってみたらど

うかな？ランキング作ろう』 

 

S「見た目ぱっと見多いのが，欲しい情報が入らない．」 

F『理由を書いて，タイトルを書いてみよう．なんたら問題』 

S「情報問題！」 

 

F『解決策を書けるスペースをおいといてね．』 

 

S「次に，これはなにになるやろ．これとこれはまとめられるんじ

ゃないか．」 

→脱獄！ 

 

S「これとこれはグループにできるんじゃないかな」 

F『そやね，不便になったらみんな使わなくなるよね．便利屋から

使うんだよね』 

S「はずしたときの問題とわからなくなるはグループになるんじゃ

ないか．戸惑ってしまうと言う点で」 

 

S「これは解決策になるんじゃないか，」 

→そうだね．色を変えて別のところに貼ろう． 

S「解決策も考えてみようか」 

 

S「とりあえず，解決策を言ってみよう」 

・テストを行って，知ってる人ならわかるもんだいを出してわか

るなら緩める 

→免許のような感じ． 

・フィルタリングをかけていても見れる情報公開サイトを作る 

・安全なサイトを作る． 

・学校で調べる機関をつくる．安全に調べられる 

・目につけないサイトなら，一生目に触れないようにするべきだ 

・学校のパソコンから見れないサイトがある．見れる時間とかを

作るべきだ 

・アンケート集計した結果，必要なサイトを高校生が言うと，機

関が審査して安全なサイトとフィルタリングをはずす． 

・身近に居る人に聞けば良い． 

・年上の人に調べてもらう．ネットに頼らない 

 

F『便利なモノは使いたいよね．安全なサイト，目に触れさせない．

時間帯，場所を作って先生が監督でいてるってのが良いって事や

ね』 

F「他の解決策も考えてみよう．みんなドラえもんの様にアイデア

がわき出すから，時間も限られているので，みんなそれぞれ１つ

だけ出そう．」 

 

・ネット上で起きる事案を紹介して意欲をなくす． 

→こんな目にあってしまいましたという事例集 

・定期的にフィルタリングを解放してあげる．解放デー 

・問題が起きてしまったときよりも後が問題だ．ちゃんと反省を

する機会を得る 

・他の機械でもフィルタリングをする．抜け道をなくす 

・大人になってもフィルタリングができるようにする 

・抜け道をなくす． 

・ネットについて勉強する場所をもうける 

・無線 LANでもフィルタリングをかける 

・国が講習とかを行う 

・中学生からフィルタリグが一番必要 

・セキュリティを固める 

・見える情報の中の情報をもっと増やして満足できるように． 

 

F『スライドはこんなテンプレートがあるよ．こんな感じに今話し

ていることをまとめてみようか．年齢，大人，先生に対して．自

分たち仲間に向けてまとめてみよう』 

S「今出た内容を世代別にわけていこう」 

S「情報を集めたい人って若い人じゃない？」 

S「脱獄とか Wi-Fiからなら抜けられるとか考えるのは僕たちの世

代かな」 

S「使わなくなるのは先生とか大人たちかな」 

S「こんな感じにわけていこうか．」 

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

【判別符 対照表】 F=ファシリテータ ・ S=生徒 

 

 第 4班 

Q：スマートフォンを持っている人は？ 

→７/８が持っている 

Q：その中で現在フィルタリングをかけている人は？ 

→１人のみ 

 

Q：フィルタリングの有無によるメリット・デメリットの問題につ
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いて 

・フィルタリングありの場合 

→安心・安全のフィルタリング！詐欺サイトなどを弾き、危

険なサイトに入る可能性がない 

→手に入れたい情報が手に入らない時がある 

→一般的な SNSもフィルタリングに引っかかってしまい利用

できない 

→セキュリティホールが見つかる 

・フィルタリングなしの場合 

→ブレーキのない車のようだ！とにかく自由だが歯止めが効

かない 

→危険なサイトに入る可能性がある。常に危険とご近所さん 

→調べたいことはなんでも調べることができる 

→フィルタリング外したい症候群 

 

Q：上記の問題について一部解決策 

・手に入れたい情報が手に入らない時がある 

→フィルタリングを外す 

・一般的な SNSもフィルタリングに引っかかってしまい利用でき

ない 

→アプリやサイトに対応するシステムを作る 

・セキュリティホールが見つかる 

→イタチごっこなのでどうしようもない 

 

・ブレーキのない車のようだ！とにかく自由だが歯止めが効かな

い 

→フィルタリングをかける 

・危険なサイトに入る可能性がある。常に危険とご近所さん 

→自分の知識を高め、危険に対応できるようにする 

・フィルタリング外したい症候群 

→自分に合った設定をする 

 

結論：フィルタリングを使用する際は自分に合った設定をし、問

題点が見つかり次第、対応させていく。またフィルタリングを使

用しない際は自分の能力を高め、潜んでいる危険にいち早く気づ

き、最悪の事態にならないよう対処する。 

フィルタリングは天使でも悪魔でもあるので、使用者によりその

どちらかに化ける。 

 

 第 5班 

F『フィルタリングが 10月 1日から推奨される』 

F『フィルタリングいる or いらない』 

 

お題「フィルタリングが必要ない」 

 

F『フィルタリング問題点から決める』 

S「フィルタリングが要らない教育」 

S「デメリット犯罪に侵されやすくなる、メリット情報がいっぱい

増える分」 

F『フィルタリングをすると今まで使っていたMixi,Line,Facebook

も出来なくなる』 

 

・デメリット（問題点） 

「出会い系サイトなどにアクセスし迷惑メールが送られてくる」 

「悪質なサイトにアクセスした場合個人情報が取られる』 

「中学生など社会的に妨害なサイト、迷惑なサイトにアクセスす

るのが問題点』 

「危険なアプリ」 

「SNSや Line、Facebookもフィルタリングがかかるのはなぜ？」 

「ラインの対人、人が本来やってはいけないことを気軽にやって

しまう」 

「グループラインでの悪口」 

「話すのでなく文章」 

「文章だと気持ちがわからない、人に気持ちに伝えたいときなど、

文を考えるのに気を使うことが多い文章だと相手にのとりように

よって悪くとられることもある」 

 

メリット 

「趣味の合う人に出会える、情報が増える、いろんな人との繋が

りが出来る」 

「フィルタリングをすると利点が奪われる」 

 

解決 

「デメリットを無くす為にどのようにすればいいか」 

「フィルタリング、使う人の問題 使う人に教育をするべき」 

「巧妙な手口で誤ってクリックしてしまうことがあるのでフィル

タリングが必要なのでは」 

「情報教育（インターネットの正しい使い方）をしていれば防げ

るのでは」 

「メリットが奪われる」 

「痛い目に合わないとわからない」 

「危険性、道徳的、技術的にもフィルタリングは一時的な解決に
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しかならない。」 

「小学生のときから危険性を教える、情報教育!!対処法がわから

ない人の為の対策を考える」 

 

 第 6班 

F『フィルタリングが義務化されることも絡めて話し合って行きま

しょう！！』 

F『フィルタリングが必要だと思う人』 

→フィルタリング不要の人が多かった。 

 

F『フィルタリング無かった時に起こる現象は？』 

S「如何わしいサイトに簡単にアクセスできてしまい、犯罪に巻き

込まれるケースがある」 

 

S「フィルタリングがどうというよりも、自分のモラルやスペック

を高めるほうが重要」 

F『教育が先に重要なの？』 

S「授業でもそういういのがないから」 

F『どうして県条例で大人は決めたと思う？どんな思いで義務化を

したの？』 

F「今の現状はどうだと思う？（補助輪をフィルタリングに例えて

解説を入れる）』 

S「補助輪をつけられてる劣等感がある。 ダサいから。怪我

を覚悟で、補助輪（フィルタリング）を外す事をやってみる。」 

 

F『周りに迷惑をかけない？』 

S「そこまで考えられない。」 

 

F『補助輪（フィルタリング）を外すために何が必要？』 

S「フィルタリングを掛けていない人の話についていけない可能性

がある。」 

 

F『何を学んだら良い？』 

S「どういう状況が悪いかの感覚を掴んでいかないとダメなので

は？」 

F『冷蔵庫に入ったり、という例はどういう雰囲気（感覚）？』 

S「もっと違う方法で目立ったらいいのに？」 

S「自分が活躍できるような場所を手に入れたい。」 

 

S「予測をする力を付ける必要がある」 

 

S「Twitterに写真を上げて、やばそうなら、それを消せば良いと

思っている。」 

 

F『予測する力を学ばなければならない。』 

S「悪いことをしても得をしない。」 

F『何をもとに、良い悪いを判断した？』 

S「常識」 

F『でも常識って人によって違うよね？』 

S「一般から外れた内容の方が、人と盛り上がれる話題になる」 

F『突っこみを入れてもらえるような内容にする。結果的に炎上す

るような投稿内容になる』 

S「炎上するひとは自慢したいという意識があるのでは？」 

S「でも、他の人から見ると犯罪や常識から外れる。」 

S「自慢したいというのと、炎上させるのは結果的には一緒でも趣

旨は別。」 

S「ただ自慢したいだけで、結果的に炎上する。」 

 

F『常識の定義って何？』 

S「人間の本能のモラル。（人によって違うけど）」 

S「なんで炎上する内容を投稿するかと言うと、ネット上にいる人

と現実にいる人は別だと思ってる。」 

 

S「ネットの向こうには人間がいるという事実を忘れがちである。」 

 

S「Twitterに上げることが問題。」 

→S「Twitterにあげようと思うことの方が問題」 

 

S「SNS疲れで、「いいね」、「お気に入り」などが欲しい！！ 

 

F『みんなはどんなふうに常識を覚えた？雰囲気＝体験？』 

S「雰囲気は、体験だけでなく、地域や、家族環境によって常識は

変わる」 

F『それを経験で学べる人とそうでない人がいる？まだインターネ

ットを使ってない人向けにどういうふうに教育する？炎上しない

ためには？』 

S「想定力・想像力があって、どういう物をアップロードするかの

判断がつく。」 

S「周りを見て、動けるようになれるようになる必要がある。」 

 

F『常識を学ぶにはどういうふうにする？（根本的な常識）』 

S「昔から常識ハズレは居た。けど、今は Twitterなどで拡散して
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しまうような社会環境がある。」 

 

F『事例よりも、もっと根本的な部分は何？』 

S「世間の目」 

S「しかし、世間の目よりネットの「いいね」などを気にする」 

 

F「根本的な問題は何かを書き出して下さい。（ポストイット 5 つ

以上へ） 

S「ネットは大多数の人に見てもらうのではなく、画面の先に居る

人と出会うためのツール」 

 

 第 7班 

F『フィルタリングに関して、メリット＆デメリット、必要性』 

→メリット 

「詐欺、ウイルスなどにはかかりづらくなる」 

「事件などに巻き込まれる可能性が減る、出会い系など」 

 

→デメリット 

「目当てのサイトに行けない」 

→必要な調べものもできない可能性 

「一概の視点でしか判断できない、サイトが本当にダメなのかわ

からない」 

「詐欺や事件に巻き込まれる可能性が増える」 

 

「規制される側がなぜ規制されるかがわからない」 

→規制される物のリスト化が重要だと思う 

   

→必要性 

「架空請求、詐欺サイトも数多くあるため」 

→初めて持つ人は判別つかない可能性がある 

→その他 

「ボランティアを雇って本当に有害なのかどうかを調べる、ボラ

ンティア精神を養いながら人員を増やす」 

「クッキー別にフィルタリングする、年齢制限のあるサイトは全

除外する」 

「見れる、見れないの区別だけでなく、多少は見せてもいいので

はないか、というのも作る」 

→親が見せても良いものの設定をする、それならば責任問題も回

避しやすい 

 

→メイン 

「詐欺、ウイルスなどにはかかりづらくなり、事件などに巻き込

まれる可能性が減る」 

「一概の視点でしか判断できない、フィルタリングされているサ

イトが本当にダメなのかわからない」 

「フィルタリングを多段階化して、ニーズに合わせて形式変化し

ていく」 

→レベル１～５などの選択式 

「フィルタリングがなくとも、セキュリティソフトに頼ればいい

のではないか」 

「フィルタリングがなくとも、自分で気を付ければいいだけなの

では」 

「フィルタリングの企業だけが責任を負うからこそ厳しいフィル

タリング」 

→使用している自分に責任がある、自己責任 

結論 

・フィルタリングをかけるサイトを調べるためにボランティアを

雇う 

→ボランティアをすることによりモラル強化ができるのでは 

・フィルタリングも段階別、多様化するべき 

→視点を増やせる 

・情報モラルを教育できる教員の人員育成が急務 

・口で言ってもわからないため、一度痛い目を見せた方が良い（実

体験させる） 

 


