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1. 開催概要 

名 称： 高校生 ICT Conference 2014 

～考えよう！これからのスマートなネットの使い方・あり方～ 

第１回 「小中学生に伝えたい 情報モラル」 

第２回 「2020年のICT環境を創造する」 

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 

共催（奈良の

み）： 

帝塚山大学 

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 

全国高等学校情報教育研究会、東京都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、奈良県情報教育研究会 

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、一般社団法人ソーシャルゲーム協会 

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 

協賛： グーグル株式会社、グリー株式会社、株式会社ディー・エヌ・エー 

株式会社メディア開発綜研、LINE株式会社、株式会社中部トータルサービス 

協力： 一般財団法人日本脳力研究協会、NPO法人企業教育研究会 

一般社団法人情報教育研究所、アルプス システム インテグレーション株式会社 

株式会社インテグラル、株式会社内田洋行、株式会社 NTTドコモ 

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 

ソフトバンクモバイル株式会社、デジタルアーツ株式会社、株式会社 BITS PUZZLE  

株式会社ミクシィ、ワイモバイル株式会社 

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、2013 年度は、東京・

大阪に加え、北海道、奈良、大分を新たに加えて 5 拠点にて開催し、計 51 校 267

人の高校生が参加しました。今年度も昨年同様 5拠点にて開催し、より全国的な規

模での展開に向けて進めています。 

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
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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、

文部科学省で発表致しました。2014年度も引き続き 5拠点にて開催し、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、スマートフォンの登

場などにより急速に変化したインターネット利用環境下における諸問題について議論し、高校生

が家庭や学校で取組むべき課題とともに、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 

2014 の開催会

場・日程： 

高校生 ICT Conference 2014 

 ・高校生 ICT Conference 2014 in北海道 

第一回 2014年 9月 28日（日）13:30-17:00 

第二回 2014年 10月 19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 2014 in 東京 

第一回 2014年 9月 7日（日）13:30-17:00 

第二回 2014年 10月 4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 2014 in大阪 

第一回 2014年 7月 21日（月）13:30-17:00 

第二回 2014年 10月 4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 2014 in奈良 

第一回 2014年 7月 27日（日）13:30-17:00 

第二回 2014年 8月 24日（日）13:30-17:00 

（会場）帝塚山大学 

第一回：奈良・学園前キャンパス 奈良県奈良市学園南 3-1-3 

第二回：奈良・東生駒キャンパス 奈良県奈良市帝塚山 7-1-1 

 ・高校生 ICT Conference 2014 in大分 

第一回 2014年 8月 30日（土）13:30-17:00 

第二回 2014年 9月 27日（土）13:30-17:00 

（会場）ホルトホール大分 

大分県大分市金池南 1丁目 5-1 
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 ・高校生 ICT Conference 2014サミット（各地域の代表者による熟議） 

2014年 11月 3日（月） 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等に報告） 

2014年 12月 16日（火） 

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 

開催の概要： 【各開催地での内容】 

・第一回 「小中学生に伝えたい 情報モラル」 

（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 「2020年の ICT環境を創造する」 

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

発表 

【サミット】「考えよう！これからのスマートなネットの使い方・あり方」 

（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、文部科学省にて成果・提言報告及び意見交換 

高 校 生 ICT 

Conference 

2014 実行委員

会： 

【委員長】 

• 髙橋正夫（一般社団法人全国高等学校 PTA 連合会 元会長・一般社団法人モ

バイルコンテンツ審査・運用監視機構 代表理事） 

【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） 

• 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） 

• 吉岡良平（一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 事務局） 

• 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（目白大学） 

【事務局】 

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 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 2014 in 北海道 第一回 開催概要 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一回は高校生、教員、企業関係者など 48名以上の参加者を得て、「小中学生に

伝えたい 情報モラル」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 「小中学生に伝えたい 情報モラル」 

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、ICT カンファレンスの意義や目的などあわせて、本日

の流れも紹介しました。 

 

開会の挨拶 

文部科学省スポーツ・青少年局青少年課長（併）参事官 

 （青少年健全育成担当） 泉 潤一 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。 

 

『これからのネット社会を生き抜く力とは？ 

～ディジタルネィティブな皆さんへ～』 

 株式会社ディー・エヌ・エー JAPANリージョンゲーム事業本部 西 雅彦 様 

いろいろな観点からネットに関して講演してくださいました。トラブルを避ける

ために書きこむときの注意点、ゲームや SNSのサイトで困ったときの方法やトラブ

ル事例を紹介いただき、いかに対処・判断するかが大切だということをお話しして

もらいました。思いやりを持って使わないといけないことや、マナーを守らないと

危険なことになることについてお話しをいただきました。 

 

『「Ameba」明るい話。暗い話。』 

株式会社サイバーエージェント  

アメーバ事業本部カスタマーサポート室 中村 広毅 様 

明るい話でたくさんのユーザーがアメーバにもいてつながりがあること、暗い話

で実際にアメーバピグの事例から紹介してもらいました。また、個人情報の流出、

課金の問題（小 3で 50万円）、不正アクセス等についてもお話しいただきました。 

 

『疑似体験で学ぶスマホにひそむ危険』 

デジタルアーツ株式会社 経営企画部 コンシューマ課 工藤 陽介 様 

まず、フィルタリングのお話をしていただきました。また、デジタルアーツでは、

モラル教育の支援をしていてアプリを作っていることについてご紹介いただきま

した（大阪の羽衣学園の生徒も作成に関わっています。）。今回は依存を中心に話し

てもらいました。 
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 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 参加者紹介 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 3つに分かれました。参加企業の方・スタッフの方にも自己紹介してもらいま

した。 

 

第二部：熟議「小中学生に伝えたい 情報モラル」 

グループに分かれ消費生活センターや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。今回は模

造紙に直接まとめていく手法などもありました。3 つの班でそれぞれカラーは違う

ものの意見交換がなされました。自分たちの実体験をもとに問題点を出しているグ

ループもありました。最後にはどの班も小中学生に伝える情報モラル教育というこ

とで、高校生だからできるということをキーワードに模造紙にまとめていきまし

た。模造紙にまとめていく中で意見を整理・分類して、各グループで発表方法も考

えました。 

 

（詳細は議事録をご覧ください） 

 

また企業の方もサポーター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 

・グループ発表（各グループ 4分程度） 

 今回のポイントは 前半の事業者様の講演の内容を高校生がかなりうまく活用

していたことです。スマホの明暗をうまく読み取り、つなげて発表していました。

明と暗、おもいやり、コミュニケーションの大切さをうまくまとめてくれました。

また自分たちの実体験をもとに話してくれていました。 

 

講評  北海道大学大学院法学研究科 教授 町村 泰貴 様 

 班ごとに細かく講評いただきました。 

1班：3名の講演をもとにまとめていました。 

2班：4W1Hを考えながらうまくまとめてくれました。 

3 班：うまく最後に高校生主体でまとめてくれました。ネットのよいところもしっ
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かりと考えてくれていました。重要なポイントです。 

 高校生ができることという視点をこれからも考えていってほしいこと、自分の経

験（実体験）を通して発表していたこと、高校生が注意すべきことは暴走を止める

ことが中心になりますが、小中生が注意すべきことは少し違い、個人情報に気を付

けるなど身を守ることが中心になることについてお話しいただきました。課題は大

変難しかったかもしれないが、うまく「どのように」を伝えてくれていたと思うと

のお言葉もいただきました。 

 

 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〕 

北海道旭川工業高等学校、北海道大麻高等学校、北海道札幌旭丘高等学校 

北海道札幌東豊高等学校、北海道静内農業高等学校 

日 時： 2014年 9月 28 日（日）13:30-17:00 

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 13人 

見学者 35人（教員・教育関係者 7人 その他 28人） 

合計：48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】４人 

北海道札幌旭丘高等学校 ２年 女子 

北海道大麻高等学校 １年 女子 

北海道札幌東豊高等学校 ３年 男子 

北海道旭川工業高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

公益社団法人全国消費生活相談員協会 山口 博美 

〔書記〕 

大阪電気通信大学 當山 達也 

 

【第２班】５人 

北海道札幌旭丘高等学校 １年 男子 

北海道旭川工業高等学校 ２年 男子 

北海道札幌東豊高等学校 ３年 男子 

北海道静内農業高等学校 １年 女子 

北海道大麻高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

一般社団法人札幌消費者協会 島谷 裕子 

〔書記〕 
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一般社団法人ソーシャルゲーム協会 市川 愛美 

 

【第３班】４人 

北海道札幌旭丘高等学校 ２年 男子 

北海道大麻高等学校 ２年 女子 

北海道札幌東豊高等学校 ３年 男子 

北海道旭川工業高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

名寄市消費生活センター 宇都 由香里 

〔ファシリテーター補助〕 

一般社団法人札幌消費者協会 小山 里美 

一般社団法人情報教育研究所 永坂 武城 

〔書記〕 

一般社団法人安心ネットづくり促進協議会 牛腸 綾香 
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3. 高校生 ICT Conference 2014 in 北海道 第二回 開催概要 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二回は高校生、教員、企業関係者など 55名の参加者を得て、「2020 年の ICT環

境を創造する」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】 

第二回 「2020 年の ICT環境を創造する」 

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、ICT カンファレンスの意義や目的などあわせて本日の

流れも紹介しました。 

 

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 

2020年の ICT環境のことや実際に北海道総合通信局で実施されている事業のこと

もあわせてグラフやデータを用いて紹介いただきました。 

 

事業者による講演 

『ICTが大変革する 2020年 ～情報リテラシーとソーシャルスキル～』 

KDDI株式会社 渉外統括本部 サービス企画本部 小林 大介 様 

ネットワーク社会から SNS の発展に関するお話しや、社会がどうかわってもコミ

ュニケーションは変わらないなど、最新の情報などもお話しいただき、次の第二部

につなげてもらいました。 

 

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。今回のプレゼンの内容は特に 2020 年を意識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 4つに分かれました。 

 

第二部：熟議「2020年の ICT環境を創造する」 

4 グループに分かれファシリテーターが中心となって、熟議を開始しました。高

校生たちはスマホやネットが将来こんな風になってほしいということを高校生の

視点からメモや付箋紙を活用し、意見を出し合っていきました。教育問題や医療問

題などと具体的にアイデアを出しているグループもありました。そこから「2020年

にネットを安心、安全に使うために身につけておくべきこと」を前回のテーマの小

中学生に伝える情報モラル教育を参考にまとめていきました。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。細かな

テーマにしぼった班や少し大きなテーマで取り組んだ班などいろいろとありまし
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 た。最後にプレゼンテーションファイルにまとめました。 

（詳細は議事録をご覧ください） 

 

第三部:グループ発表 

・グループ発表（各グループ 4分程度） 

 今回アイデアがたくさん出て、あるいは大きなテーマのためまとめにくかったと

ころもありましたが、どの班も最後はうまくそれぞれの考えや話し合った内容をま

とめて発表していました。2020年に実現されそうなこともたくさんあったように思

います。またそのために身につけておくべきこともいろいろと意見が出ていまし

た。 

 

講評 北海道大学大学院法学研究科 教授 町村 泰貴 様 

 班ごとにうまくまとめてくれました。大人の発想では出てこない内容が沢山あり

ました。今の ICT環境は、マンガのような世界には、まだ達していないと思います。

技術の進歩が人間の発想を超えるのは難しいということです。 

1 班は、コミュニケーションツールからうまくまとめてくれました。安全性も交

えていました。 

2 班は、学校における人間性のことから人格の単一化まで幅広く発表いただきま

した。哲学的な内容も含まれていたと思います。 

3 班は、ライフスタイルについてまとめていました。模造紙も使いながらテーマ

ごとでうまくまとめて発表してくれました。 

4 班は、高校生が視える（みえる）電子化という面白い身近なテーマで発表して

くれました。 

ファシリテーターの方の役割も大変大切だと思いました。今や物理的作業に情報

化がすべて絡んでいます。医療でも警察でもそうです。人生の営みに ICTは関わっ

ているのです。それゆえすべてのテーマを取り上げるのは難しく、そのためにも問

題点をしぼって深め、まとめることが大切になります。 

最後に、「高校生の皆さん、がんばってください」という応援のメッセージをい

ただきました。 

 

最後に、全員で記念写真を取り、第二回北海道の高校生 ICT Conference を終了

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〕 

北海道旭川工業高等学校、北海道大麻高等学校、北海道札幌旭丘高等学校、 

北海道札幌月寒高等学校、北海道札幌東豊高等学校、北海道静内農業高等学校 

日 時： 2014年 10月 19 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 
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参加人数： 熟議参加生徒 26人 

見学者 29人（教員・教育関係者 9人 その他 20人） 

合計：55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 

北海道大麻高等学校 １年 女子 

北海道旭川工業高等学校 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 女子 

北海道札幌旭丘高等学校 ２年 男子 

北海道大麻高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

KDDI株式会社 小林 大介 

〔ファシリテーター補助〕 

一般社団法人札幌消費者協会 島谷 裕子 

〔書記〕 

フリー 中本 規裕 

 

【第２班】６人 

北海道札幌月寒高等学校 ２年 男子 

北海道旭川工業高等学校 ２年 女子 

北海道大麻高等学校 ２年 女子 

北海道札幌月寒高等学校 １年 女子 

北海道札幌旭丘高等学校 ２年 男子 

北海道札幌東豊高等学校 ３年 男子 

〔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〕 

一般社団法人札幌消費者協会 小山 里美 

〔書記〕 

大阪電気通信大学 當山 達也 

 

【第３班】６人 

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 女子 

北海道静内農業高等学校 １年 女子 

北海道大麻高等学校 １年 女子 

北海道札幌東豊高等学校 ３年 男子 

北海道札幌旭丘高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 
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公益社団法人全国消費生活相談員協会 山口 博美 

〔ファシリテーター補助〕 

KDDI株式会社 渡邊 昭裕 

〔書記〕 

一般社団法人安心ネットづくり促進協議会 牛腸 綾香 

 

【第４班】７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 １年 女子 

北海道札幌月寒高等学校 １年 男子 

北海道旭川工業高等学校 ２年 男子 

北海道大麻高等学校 １年 女子 

北海道札幌旭丘高等学校 １年 男子 

北海道札幌東豊高等学校 ３年 男子 

〔ファシリテーター〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 山田 勝之 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社サイバーエージェント 中村 広毅 

〔書記〕 

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 清水 将人 
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4. 高校生 ICT Conference 2014 in 東京 第一回 開催概要 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一回は高校生、教員、企業関係者など 86名の参加者を得て、「小中学生に伝え

たい 情報モラル」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 「小中学生に伝えたい 情報モラル」 

 

開会の挨拶 

文部科学省 スポーツ・青少年局青少年課課長補佐 

（併）参事官（青少年健全育成担当）付青少年有害環境対策専門官 八木澤 寛様 

 当初、文部科学省 スポーツ・青少年局青少年課課長 （併）参事官（青少年健

全育成担当） 泉 潤一 様に開会の挨拶をいただく予定でしたが、急遽ご都合によ

り不参加となりましたので、八木澤様に泉様のお言葉を代読いただきました。 

 

第一部：事業者による講演 

 事業者の皆さんに、本日のテーマに沿って、小中学生にどうやって情報モラルを

伝えるかについて、ネットにおけるコミュニケーションの取り方・伝え方に関する

お話しや、近い将来登場する情報技術に関するお話し、便利なスマートフォンと制

約に関するお話し等、今後熟議を進める上でヒントになるお話しを沢山いただきま

した。 

 

「どうやって伝える？情報モラル 

～「伝える・伝わる」コミュニケーション技術～」 

グリー株式会社 政策企画部 安心安全チーム 

マネージャー 小木曽 健 様 

「『高校生の思いや考え×コミュニケーションの力』で社会にムーブメントを！」 

株式会社ミクシィ 経営推進本部 CS推進室 井上 真由美 様 

「便利な時代の生き方を考えよう ～携帯・スマホとの上手な付き合い方～」 

   ソフトバンクモバイル株式会社 渉外本部 移動通信課 山田 英嗣 様 

 

 高校生の皆さんにとっては、事業者の方のお話しを直接聞くことができる大変貴

重な機会で、時にメモ等をとりながら真剣に講演の内容を聞いて、次の熟議に備え

ていました。 

 

休憩 

 

参加校 学校紹介及びグループ分け 

 各参加校のリーダーが、学校紹介と本日の参加経緯、意気込み等について発表し

ました。時に笑いもあり、ちょっとずつ緊張もほぐれてきました。 

その後、ファシリテーターや書記の皆さんからも自己紹介をいただき、グループ

分けして 5つに分かれて熟議を開始しました。 
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第二部：熟議「小中学生に伝えたい 情報モラル」 

各グループに分かれた後、自己紹介をして熟議が始まりました。最初は少しぎこ

ちなかった高校生たちも徐々になれてきて、だんだんと活気が出てきました。青・

赤・黄色の付箋にそれぞれ決められたテーマ①今までの人生を振り返って自分たち

が考えるネット関係の課題・問題点②小中学生のみなさんに高校生ならではの情報

モラル教育③「なぜ」自分たち高校生はこうできるのか、をサインペンを使って書

き出して、模造紙にまとめていきました。講演をしていただいた事業者の方や関係

者の方も時には話の輪に入って質問などに答えていただきながら進んでいきまし

た。 

少し時間をオーバーするグループもありましたが、だいたい予定通りの時間で発

表を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 3分程度で発表したいグループから順番に発表してもらいました。（発

表の順番は 4 班、3班、1班、2班、5班の順） 

客観的なデータを示して発表するグループ、メリット・デメリットについて発表

するグループ、発表の最後にグループのみんなで一斉に声を合わせて発表するグル

ープなどそれぞれのグループで特徴を出しながら発表をしてもらいました。 

 

講評：茨城県メディア教育指導員連絡会 会長 堤 千賀子 様 

茨城県メディア教育指導員連絡会の堤様より、本日の高校生 ICTConferenceにつ

いての講評をいただきました。初対面の高校生同士がきちんとコミュニケーション

を取って議論していたことをお褒めいただき、TPO をわきまえてどのように選択す

るかということをスマホやケータイについて高校生は既に持ち始めており、直観で

判断する力も持っていて、今の高校生が問題と感じていることをどうやって小中学

生に伝えるのか真剣に考えていることが印象的で高校生の責任感・使命感のような

ものを感じて感銘したとの言葉をいただきました。各グループを本当に丁寧にご覧

いただいて講評頂いた堤様の言葉は高校生の心に残ったのではないかと思います。 

最後に、司会から次回の予定についての話があり東京第 1回が終了しました。 

 

※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： 〔東京都〕 

自由学園高等科、帝京高等学校、高輪高等学校 

〔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〕 

水城高等学校、水戸葵陵高等学校 

〔栃木県〕 

栃木県立宇都宮北高等学校 

日 時： 2014年 9月 7 日（日）13:30-17:00 
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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 26人 

見学者 60人（教員・教育関係者 17人 その他 43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】６人 

水戸葵陵高等学校 １年 男子 

栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 女子 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

自由学園高等科 ３年 男子 

高輪高等学校 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〕 

鎌倉女学院高等学校 教諭 佐藤 正二 

〔書記〕 

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 戸田 惇一郎 

 

【第２班】５人 

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 

自由学園高等科 ３年 男子 

神奈川学園高等学校 １年 女子 

水戸葵陵高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

帝京高等学校 教諭 三輪 清隆 

〔書記〕 

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 宮本 真穂 

 

【第３班】５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 女子 

水戸葵陵高等学校 ２年 男子 

神奈川学園高等学校 ２年 女子 

水城高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

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 

〔書記〕 

目白大学 増村 千穂 
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【第４班】５人 

水城高等学校 １年 女子 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 女子 

神奈川学園高等学校 １年 女子 

高輪高等学校 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 

〔書記〕 

目白大学 船木 春香 

 

【第５班】５人 

自由学園高等科 ２年 男子 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

水城高等学校 １年 男子 

水戸葵陵高等学校 ２年 男子 

帝京高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 藤川 由彦 

〔書記〕 

目白大学 金子 真志 
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5. 高校生 ICT Conference 2014 in 東京 第二回 開催概要 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二回は高校生、教員、企業関係者など７２名の参加者を得て、「2020 年の ICT

環境を創造する」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】 

・第二回 「2020年の ICT環境を創造する」 

 

開会の挨拶 

総務省関東総合通信局 情報通信部 部長 山口 浩 様 

現在の携帯電話の保有状況や利用実態などデータを基にご説明をいただきながら

ご挨拶をいただきました。 

 

第一部：事業者による講演 

『インターネットの可能性  - You are a next Innovator - 』 

グーグル株式会社 恩賀 万理恵 様 

高校生の皆さんにとっては、事業者の方のお話しを直接聞くことができる大変貴

重な機会で、時にメモ等をとりながら真剣に講演の内容を聞いて、次の熟議に備え

ていました。 

 

参加校 学校紹介及びグループ分け 

各参加校を紹介し、その後、ファシリテーターや書記の皆さんからも自己紹介を

いただき、グループ分けして 5つに分かれて熟議を開始しました。 

 

第二部：熟議「2020年の ICT環境を創造する」 

各グループに分かれた後、司会より前回の発表内容のおさらい（テーマ：「小中

学生に伝えたい 情報モラル」）と本日の発表資料（パワポ資料に発表内容を取り

纏める）の説明があり、自己紹介をして熟議が始まりました。第 1回で会った生徒

もいたせいか前回よりはスムーズに熟議が始まりました。模造紙とポストイットを

活用して、本日の発表内容（1．2020 年までにネットを安心・安全に使うために身

につけておきたいこと、2．ネットをスマートに活用した 2020年のライフスタイル

を創造しよう）をまとめていきます。講演をしていただいた事業者の方や関係者の

方も時には話の輪に入って質問などに答えていただきながら進んでいきました。 

少し時間をオーバーするグループもありましたが、だいたい予定通りの時間で発

表を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 3分程度で発表したいグループから順番に発表してもらいました（発

表の順番は 2 班、3班、5班、4班、1班の順）。 

発表では「2020年までにネットを安心・安全に使うために身につけておきたいこ

と」、「ネットをスマートに利用した 2020 年のライフスタイルを創造しよう」とい

う 2つのテーマについてパワーポイントにまとめました。各グループがそれぞれの
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 視点で、また、全員で声を合わせてスローガンを発表するグループがあるなど個性

を出していました。伝えたいことが多かったせいか時間をオーバーしてしまうグル

ープがほとんどでしたが、どのグループも工夫を凝らして発表していました。 

 

講評：一般社団法人情報教育研究所 代表理事 永坂 武城 様 

情報教育研究所の永坂様より、本日の ICT Conference に関する講評をいただき

ました。今日初めて同じグループになった高校生たちが議論し、このような発表が

できたことをお褒めいただき、各班それぞれに丁寧な講評をいただきました。また、

他人の意見を聞くことで自分の中で新たな気づきができたのではないか、今日体験

したことを糧にこれから高校生のみなさんが色々なことを考え活かしていってほ

しいとのお言葉をいただきました。 

最後に、11 月 3日に開催されるサミットへの代表者を選考し、第二回東京の高校

生 ICT Conferenceを終了しました。 

 

※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： 〔東京都〕 

自由学園高等科、高輪高等学校 

〔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〕 

水城高等学校、水戸葵陵高等学校 

〔栃木県〕 

栃木県立宇都宮北高等学校 

〔埼玉県〕 

埼玉県立浦和高等学校 

日 時： 2014年 10月 4 日（日）13:30-17:15 

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 23人 

見学者 49人（教員・教育関係者 16人 その他 33人） 

合計：72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 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 

水城高等学校 １年 男子 

水戸葵陵高等学校 ２年 女子 

神奈川学園高等学校 １年 女子 

高輪高等学校 ２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 
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〔書記〕 

お茶の水女子大学 佐々 日向子 

 

【第２班】５人 

埼玉県立浦和高等学校 ２年 男子 

水戸葵陵高等学校 １年 男子 

神奈川学園高等学校 １年 女子 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 

水城高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

目白大学 金子 真志 

〔書記〕 

お茶の水女子大学 島﨑 依子 

 

【第３班】５人 

水城高等学校 １年 女子 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

埼玉県立浦和高等学校 １年 男子 

水戸葵陵高等学校 ２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〕 

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 

〔書記〕 

目白大学 増村 千穂 

 

【第４班】４人 

高輪高等学校 ２年 男子 

自由学園高等科 ３年 男子 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

栃木県立宇都宮北高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

お茶の水女子大学 講師 猪股 富美子 

〔書記〕 

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 小野 周二郎 

 

【第５班】４人 

水戸葵陵高等学校 ２年 男子 

埼玉県立浦和高等学校 １年 男子 

水城高等学校 １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〕 
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一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 戸田 惇一郎 

〔書記〕 

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 熊倉 淳恵 
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6. 高校生 ICT Conference 2014 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 80 名の参加者を得て、「小中学生に伝え

たい 情報モラル」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 「小中学生に伝えたい 情報モラル」 

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、ICTカンファレンスの意義や目的などあわせて 

本日の流れも紹介しました。 

 

開会の挨拶 

内閣府 政策統括官（共生社会政策担当）付参事官補佐 鈴木 敦 様 

 内閣府のこともあわせて紹介いただきました。 

 

第二部  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。 

『SNS／ソーシャルゲームを"楽しく"使うためのちょっとした心がけ』 

 一般社団法人ソーシャルゲーム協会 市川 愛美 様 

ゲーム協会の立場からモラルに関して講演してくださいました。 

ゲームはいかにうまく使うかがポイントです。ソーシャルゲームも道具です 

思いやりを持って使わないと、マナーを守らないと危険なことになる。 

 『「Ameba」明るい話。暗い話。』 

   株式会社サイバーエージェント  

アメーバ事業本部カスタマーサポート室 中村 広毅 様 

   明るい話でたくさんのユーザーがアメーバにもいてつながりがある 

   暗い話で実際にアメーバピグの事例から紹介してもらいました。 

    個人情報の流出、課金の問題（小３で５０万円）、不正アクセス 

 『疑似体験で学ぶスマホにひそむ危険』 

   デジタルアーツ株式会社 経営企画部 コンシューマ課 工藤 陽介 様 

  まず、フィルタリングのお話をしていただきました。 

  モラル教育の支援をしていてアプリを作っています。（羽衣学園の生徒も 

  作成に関わってくれました）今回は依存を中心に話してもらいました。 

 

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
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 して５つに分かれました。 

 

第二部：熟議「小中学生に伝えたい 情報モラル」 

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。そこからいよいよ今回のテ

ーマの小中学生に伝える情報モラル教育ということで「高校生だからできる」をキ

ーワードにさらに付箋紙などを使いながらまとめていきました。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。細か

なテーマにしぼった班や少し大きなテーマで取り組んだ班などいろいろとありま

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。事前にフ

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。 

 

[高校生熟議]  

熟議ファシリテーター、補助、書記の紹介 

 

※第二部の熟議の詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 

 

第三部:グループ発表 

・グループ発表（各グループ 4分程度） 

 今回のポイントは 前半の事業者様のプレゼンを高校生がかなりうまく活用し

ていたことです。スマホの明暗をうまくよみとり、つなげて発表していました。明

と暗、おもいやり、コミュニケーションの大切さをうまくまとめてくれました。 

 

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、次への課題など 簡潔にお話しいただきました。 

  具体的な提案もたくさんありましたが、自分たちへの理解にもなった。 

 自分たちが同じ問題を抱えていることを理解できていた。 

  人生を豊かにするのは自分次第だ。自己責任の大切さに気づいてほしい。 

 自己責任と思いやり（他者の尊重）は関係する。 

 今日は大人の参加も多かったですが、みなさん堂々と発表できていた。 

  

 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。 

参加校： 〔大阪府〕 

羽衣学園高等学校、大阪学院大学高等学校、プール学院高等学校 

大阪市立東高等学校、関西学院千里国際高等部、大阪府立東百舌鳥高等学校 
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〔奈良県〕 

奈良県立御所実業高等学校 

日 時： 2014年 7月 21 日（月）13:30-17:45 

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 31人 

見学者 49人（教員・教育関係者 25人 その他 24人） 

合計：80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 

プール学院高等学校 ３年 女子 

大阪府立東百舌鳥高等学校 ２年 女子 

大阪市立東高等学校 ３年 女子 

羽衣学園高等学校 １年 女子 

奈良県立御所実業高等学校 ３年 男子 

大阪学院大学高等学校 ３年 男子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立三島高等学校 教諭 勝山 衿佳 

〔ファシリテーター補助〕 

大阪成蹊女子高等学校 教諭 宇野 美和 

〔書記〕 

大阪学院大学高等学校 OG 坂本 良子 

 

【第２班】６人 

大阪学院大学高等学校 ３年 男子 

奈良県立御所実業高等学校 ３年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

大阪府立東百舌鳥高等学校 ２年 男子 

大阪市立東高等学校 １年 女子 

プール学院高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立野崎高等学校 教諭 眞野 光平 

〔ファシリテーター補助〕 

大和大学 講師 松本 宗久 

一般社団法人ソーシャルゲーム協会 市川 愛美 

〔書記〕 

大阪工業大学 増井 宏昌 

 

【第３班】６人 
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関西学院千里国際高等部 ２年 女子 

プール学院高等学校 ３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 

大阪府立東百舌鳥高等学校 ３年 男子 

大阪学院大学高等学校 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〕 

デジタルアーツ株式会社 工藤 陽介 

〔書記〕 

大阪工業大学 喜多 智也 

 

【第４班】６人 

プール学院高等学校 １年 女子 

羽衣学園高等学校 １年 女子 

大阪市立東高等学校 １年 男子 

大阪学院大学高等学校 １年 男子 

関西学院千里国際高等部 ２年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立北摂つばさ高等学校 教諭 吉村 剛志 

〔書記〕 

兵庫県立大学大学院 朝井 隆裕 

 

【第５班】６人 

大阪市立東高等学校 １年 男子 

大阪学院大学高等学校 ２年 男子 

プール学院高等学校 ２年 女子 

大阪市立東高等学校 ３年 女子 

羽衣学園高等学校 １年 女子 

羽衣学園高等学校 ３年 女子 

〔ファシリテーター〕 

大阪青凌高等学校 教諭 米田 貴 

〔ファシリテーター補助〕 

関西学院千里国際高等部 教諭 合志 智子 

〔書記〕 

兵庫県立大学大学院 中川 芳剛 
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7. 高校生 ICT Conference 2014 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 65 名の参加者を得て、「2020 年の ICT 環

境を創造する」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】 

第二回 「2020年の ICT環境を創造する」 

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、ICTカンファレンスの意義や目的などあわせて 

本日の流れも紹介しました。 

 

開会の挨拶 

総務省近畿総合通信局 情報通信部 電気通信事業課 竹田 剛城 様 

 2020 年の環境のことや実際に総務省近畿総合通信局で行われている事業のこと

もあわせて紹介いただきました。 

 

 事業者による講演 

『2020年の ICT環境を創造する』 

 ワイモバイル株式会社 渉外室 佐治 健史 様 

 3つのキーワードを中心にお話しいただきました。 

 ・CA：複数の異なる周波数帯の電波を束ねて、1つの通信回線としてデータの 

送受信を行い、高速化を図る技術 

  ・VoLTE：音声サービスを LTE・パケット交換網を経由して提供するサービス 

  ・IoT：様々なモノに通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に 

通信することにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行う 

 また、最新の機器などもお話しいただき次の第二部につなげてもらいました。 

 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。今回のプレゼンの内容は特に 2020 年を意識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 6つに分かれました。 

 

第二部：熟議「2020年の ICT環境を創造する」 

グループに分かれた後、大阪私学教育情報化研究会の教員がファシリテーターの

中心となって、高校生熟議を開始しました。高校生たちはスマホやネットが将来こ

んな風になってほしいということを高校生の視点か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。オリ

ンピックに向けてと具体的にアイデアを出しているグループもありました。そこか

ら「2020年にネットを安心、安全に使うために身につけておくべきこと」を前回の
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 テーマの「小中学生に伝えたい 情報モラル教育」を参考にまとめていきました。

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

いきました。細かなテーマにしぼった班や少し大きなテーマで取り組んだ班などい

ろいろとありました。最後にプレゼンテーションファイルにまとめました。 

（詳細は議事録をご覧ください） 

また前回同様、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。 

 

第三部:グループ発表 

・グループ発表（各グループ 4分程度） 

 今回、アイデアがたくさん出て、あるいは大きなテーマのためまとめにくかった

ところもありましたが、どの班も最後はそれぞれの考えや話し合った内容をうまく

まとめて発表していました。2020年に実現されそうなこともたくさんあったように

思います。また、そのために身につけておくべきこともいろいろと意見が出ていま

した。 

 

講評  京都大学大学院法学研究科 教授 曽我部 真裕 様 

難しいテーマでしたがよくまとめてくれていました。2020年に皆さんは学生でし

ょうか？ ぜひ本日の資料は持っていてください。 

今すでに実現していることもありましたが、いろいろなテーマがありました。新

しいことができると新しい問題から新しい法律を考えなければなりません。法律に

も興味を持って見てください。 

本日のテーマの難しいところは、今何が問題なのか、ということを考えつかない

といけないところです。高校生までの学習スタイルではないスタイルが必要なので

す。大学や社会では、教科書の理解だけでなく、何が問題かを見つけたり、何がか

けているかなどから、そのアプローチ方法、対策やアイデアを出していくことが必

要になるのです。本日そのようなことを考える機会になったのではないでしょう

か？ この経験をふまえてこれからの生活に活かしてください。 

  

 最後に、全員で記念写真をとりました。 

 

※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、プール学院高等学校、大阪市立東高等学校、 

大阪成蹊女子高等学校、関西学院千里国際高等部、大阪府立東百舌鳥高等学校、 

大阪青凌高等学校 

〔奈良県〕 

奈良県立御所実業高等学校 

日 時： 2014年 10月 4 日（土）13:30-17:45 

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 
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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 32人 

見学者 33人（教員・教育関係者 17人 その他 16人） 

合計：65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 

奈良県立御所実業高等学校 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 １年 女子 

大阪成蹊女子高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立北摂つばさ高等学校 教諭 吉村 剛志 

〔書記〕 

一般社団法人安心ネットづくり促進協議会 牛腸 綾香 

 

【第２班】６人 

大阪府立東百舌鳥高等学校 ２年 男子 

プール学院高等学校 １年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

関西学院千里国際高等部 ２年 女子 

大阪青凌高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立東百舌鳥高等学校 教諭 勝田 浩次 

〔書記〕 

兵庫県立大学大学院 中川 芳剛 

 

【第３班】５人 

大阪青凌高等学校 ２年 女子 

関西学院千里国際高等部 ２年 女子 

羽衣学園高等学校 １年 女子 

大阪府立東百舌鳥高等学校 ２年 男子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

大阪青凌高等学校 教諭 米田 貴 

〔書記〕 

近畿日本鉄道株式会社 畠平 誠也 

 

【第４班】５人 

大阪府立東百舌鳥高等学校 ２年 女子 
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大阪青凌高等学校 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 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

〔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〕 

大阪工業大学 増井 宏昌 

 

【第５班】６人 

羽衣学園高等学校 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 ３年 女子 

羽衣学園高等学校 ３年 女子 

大阪青凌高等学校 ２年 女子 

プール学院高等学校 １年 女子 

〔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〕 

兵庫県立大学大学院 秋山 真吾 

 

【第６班】５人 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

大阪市立東高等学校 ３年 女子 

羽衣学園高等学校 １年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

大阪青凌高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

大和大学 講師 松本 宗久 

〔書記〕 

フリーライター 黒坂 亮 
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8. 高校生 ICT Conference 2014 in 奈良 第一回 開催概要 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県での開催は２年目になりました。県内の８つの高校から３７人の高校生と

教員、そして近県からも多数の観覧者がありました。 

 

開会の挨拶 

文部科学省 スポーツ・青少年局青少年課課長補佐 

（併）参事官（青少年健全育成担当）付青少年有害環境対策専門官 八木澤 寛

様 

 

第一部：「事業者講演」 

『どうやって伝える？情報モラル～「伝える・伝わる」コミュニケーション技術』 

グリー株式会社 政策企画部安全安心企画チーム マネージャー 小木曽 健様 

『楽しいコミュニケーションを考えよう～知識と意識と人とのちがい～』 

LINE株式会社 高橋 誠様 

『ケータイ社会から身を守るには～知っておこう！ケータイトラブル～』 

 株式会社 NTTドコモ 福本 路子様 

 

休憩 

 

第二部：グループディスカッション 

「小中学生に伝えたい 情報モラル」 

 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６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「小中学生に伝えたい情

報モラル」です。情報モラルと一言で表しても、非常に多くの事柄があるので、そ

の中から何が小中学生に必要なのか、それをどのようにすれば伝わるのかについて

熱い議論がかわされていました。ファシリテーターの先生方には、できるだけ高校

生のナマの意見を引き出せるように配慮してくださるようお願いしました。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。活動の様子は、何も道

具を使わずに先に議論を交わし、そのあとで付箋に書いていくグループや、付箋紙

に書き始めることからスタートしているグループなど非常に個性が現れていまし

た。 

 各グループに書記として、過去にこの高校生 ICT Conferenceの元参加者で現在

大学生の方々が多くお手伝いに参加してくださいました。 

 

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。どのグループもテーマに忠

実に、小学生や中学生に知ってもらいたい情報モラルについて、その内容や伝え方

について発表しました。今回は試みとして、発表に使う付箋を貼った模造紙を iPad

のカメラを使ってスクリーンに拡大表示をしながら発表してもらいました。 

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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 最後に次回の予定を連絡しました。 

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、奈良県立香芝高等学校、奈良県立御所実業高等学校 

奈良県立西の京高等学校、奈良県立奈良情報商業高等学校 

奈良県立奈良朱雀高等学校、奈良県立王寺工業高等学校 

奈良県立大和広陵高等学校 

日 時： 2014年 7月 27 日（日）13:30-17:00 

場 所： 帝塚山大学 奈良・学園前キャンパス 

奈良県奈良市学園南 3-1-3 

アクセス 近鉄奈良線「学園前」駅下車 南出口徒歩約 1分 

参加人数： 熟議参加生徒 37人 

見学者 44人（教員・教育関係者 18人 その他 26人） 

合計：81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 

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 

関西中央高等学校 ２年 男子 

奈良県立西の京高等学校 ２年 男子 

奈良県立御所実業高等学校 ３年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 ３年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 ３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〕 

一般社団法人日本情報モラル推進機構 笹本 英里 

〔書記〕 

大阪電気通信大学 神吉 恵里 

 

【第２班】６人 

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 １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 

奈良県立奈良情報商業高等学校 ３年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 ３年 男子 

〔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 

〔書記〕 
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近畿日本鉄道株式会社 畠平 誠也 

 

【第３班】６人 

奈良県立奈良朱雀高等学校 １年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 女子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 ３年 男子 

奈良県立大和広陵高等学校 １年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 １年 女子 

奈良県立御所実業高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

関西中央高等学校 教諭 佐藤 竜介 

〔書記〕 

能瀬精工株式会社 大山 真愛 

 

【第４班】６人 

奈良県立西の京高等学校 ３年 女子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 １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 １年 男子 

奈良県立大和広陵高等学校 １年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

斑鳩東小学校 教諭 北口 克也 

〔書記〕 

大阪学院高等学校 OG 坂本 良子 

 

【第５班】６人 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 女子 

奈良県立西の京高等学校 １年 男子 

奈良県立大和広陵高等学校 １年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 １年 男子 

奈良県立御所実業高等学校 ３年 男子 

奈良県立御所実業高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

北口 聖菜 

〔書記〕 

大阪工業大学 増井 宏昌 

 

【第６班】６人 

奈良県立御所実業高等学校 ３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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奈良県立西の京高等学校 １年 男子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ３年 男子 

奈良県立大和広陵高等学校 ３年 男子 

奈良県立香芝高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

奈良県立大和広陵高等学校 教諭 高谷 祥子 

〔書記〕 

大阪工業大学 喜多 智也 

 

 

 



 

32 

9. 高校生 ICT Conference 2014 in 奈良 第二回 開催概要 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県の二回目は、県内の８つの高校から４８人の高校生と教員、そして近県から

も多数の観覧者がありました。 

 

開会の挨拶 

総務省近畿総合通信局 情報通信部 電気通信事業課 

課長 竹田 剛城 様 

 

第一部：「事業者講演」 

『インターネットの可能性 - You are a next Innovator-』 

グーグル株式会社 恩賀 万理恵 様 

 

休憩 

 

第二部：グループディスカッション 

「2020年の ICT環境を創造する」 

 最初にアイスブレイクとして、学校ごとに前に出てきていただき、各自自己紹介

と意気込みを語ってもらいました。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も入ってい

ただきました。本日のテーマは「2020年の ICT環境を創造する」です。６年後、東

京オリンピック開催の頃にはどのような ICT環境を創造すべきなのでしょうか。今、

生まれたばかりの子どもは小学生になる頃であり、小学生はもう中学生になってい

ます。この日参加した生徒自身も、社会人になっているかもしれません。教員志望

の生徒さんはもう教壇に立っている可能性もあるということで、未来の夢物語を語

るのではなく、もっと現実に近い議論になったようです。第一回目と同様に、ファ

シリテーターの先生方には、できるだけ高校生のナマの意見を引き出せるように配

慮してくださるようお願いしました。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。 

 各グループに書記として、過去にこの高校生 ICT Conference の元参加者で現在

大学生の方々が多くお手伝いに参加してくださいました。 

 

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。どのグループもテーマに忠実

に熱い議論のまとめを発表しました。発表の後、予定していた帝塚山大学教授の日

置慎治先生の講評は警報発令により割愛し、すぐに生徒たちを帰路につかせまし

た。 

 

なお、当日奈良県に大雨洪水警報が発令されたため、後半のプログラムを少々変更

し早い時間で解散しました。 

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。 
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参加校： 〔奈良県〕 

関西中央高等学校、奈良県立香芝高等学校、奈良県立御所実業高等学校 

奈良県立西の京高等学校、奈良県立奈良情報商業高等学校 

奈良県立奈良朱雀高等学校、奈良県立王寺工業高等学校 

奈良県立大和広陵高等学校 

日 時： 2014年 8月 24 日（日）13:30-17:00 

場 所： 帝塚山大学 奈良・東生駒キャンパス 

奈良県奈良市帝塚山 7-1-1 

近鉄奈良線「東生駒」駅下車。「帝塚山大学」行きバスで約 5分、徒歩なら約 15分。 

参加人数： 熟議参加生徒 48人 

見学者 43人（教員・教育関係者 18人 その他 25人） 

合計：91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 

奈良県立王寺工業高等学校 ２年 男子 

奈良県立香芝高等学校 ３年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 ３年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 １年 男子 

奈良県立御所実業高等学校 ３年 男子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 １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 

〔書記〕 

帝塚山大学 小林 和希 

奈良学園大学 安田 康平 

 

【第２班】６人 

奈良県立西の京高等学校 ３年 女子 

奈良県立王寺工業高等学校 １年 女子 

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 ３年 男子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 １年 男子 

奈良県立御所実業高等学校 ３年 男子 

〔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〕 

目白大学 金子 真志 

 

【第３班】６人 

奈良県立奈良情報商業高等学校 ３年 男子 

奈良県立大和広陵高等学校 ３年 男子 
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奈良県立御所実業高等学校 ３年 男子 

奈良県立西の京高等学校 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 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

関西中央高等学校 教諭 佐藤 竜介 

〔書記〕 

畿央大学 中岡 拓也 

 

【第４班】６人 

奈良県立大和広陵高等学校 １年 男子 

奈良県立御所実業高等学校 １年 男子 

奈良県立西の京高等学校 １年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 １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 女子 

〔ファシリテーター〕 

NPO法人なら情報セキュリティ総合研究所 溝渕 健作 

〔書記〕 

大阪工業大学 増井 宏昌 

 

【第５班】６人 

奈良県立大和広陵高等学校 １年 男子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ２年 男子 

関西中央高等学校 ２年 男子 

奈良県立御所実業高等学校 １年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 １年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

〔ファシリテーター〕 

帝塚山大学 村上 友香 

〔書記〕 

大阪工業大学 上田 悠貴 

 

【第６班】６人 

奈良県立御所実業高等学校 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 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 ２年 男子 

奈良県立大和広陵高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 
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奈良県立奈良朱雀高等学校 教諭 林 孝宣 

〔書記〕 

奈良建設株式会社 中西 巧 

 

【第７班】６人 

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 １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 １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 ３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〕 

近畿日本鉄道株式会社 畠平 誠也 

 

【第８班】６人 

奈良県立奈良朱雀高等学校 １年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ２年 男子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 ３年 男子 

奈良県立御所実業高等学校 ３年 女子 

奈良県立奈良情報商業高等学校 １年 男子 

奈良県立大和広陵高等学校 １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 

〔書記〕 

大阪電気通信大学 山口 達也 
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10. 高校生 ICT Conference 2014 in 大分 第一回 開催概要 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一回は高校生、教員、企業関係者など 91名の参加者を得て、「小中学生に伝え

たい 情報モラル」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 「小中学生に伝えたい 情報モラル」 

 

開会の挨拶 

内閣府 政策統括官（共生社会政策担当）付参事官補佐 鈴木 敦 様 

 まず始めに、内閣府の鈴木様から開会のご挨拶をいただきました。鈴木様からは、

高校生 ICT Conference が、高校生の言葉を直接内閣府の会議において提言として

伝えることができるユニークな取組みであること、また、内閣府がどういったこと

を行っている組織なのかについて、分かりやすくご説明いただきました。 

 

第一部：事業者による講演 

事業者の皆さんに、本日のテーマである「小中学生に伝えたい 情報モラル」に

基づいて、ヒントとなるお話しや様々な事例をご説明いただきました。また、各社

において実施されているネットにおける青少年保護の取組みや、会社での仕事の模

様について、動画等を使いながらご紹介をいただきました。高校生だけでなく、参

観者の皆さんにも大変ためになるお話しでした。 

 

「『高校生の思いや考え×コミュニケーションの力』で社会にムーブメントを！」 

株式会社ミクシィ 経営推進本部 CS推進室 井上 真由美 様 

「楽しいコミュニケーションを考えよう ～知識と意識と、人とのちがい～」 

LINE株式会社 高橋 誠 様 

「これからのネット社会を生きぬく力とは？ 

～デジタルネイティブな皆さんへ～」 

   株式会社ディー・エヌ・エー 渉外部 朝倉 孝之 様 

 

各プレゼンの内容は非常にユニークなものもあり、時には真剣に、また時には笑

いを交えながらご説明いただきました。参加生徒はメモをとりながら事業者の皆さ

んの講演を真剣に聞き、次の熟議に備えていました。 

 

参加校 学校紹介 および グループ分け 

 まず、司会より本日の熟議のテーマや ICT Conference の進め方に関する説明が

ありました。その後、各参加校のリーダーが、学校の紹介と今日の意気込みを発表

しました。どの学校もやる気にみなぎっています。 

また、ファシリテーターや書記の皆さんからも自己紹介をいただき、グループ分

けして 5つに分かれて熟議を開始しました。 

 

第二部：熟議「小中学生に伝えたい 情報モラル」 
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 グループに分かれた後、大分の関係者や学校の先生がファシリテーターや書記と

なり、熟議を開始しました。 

まず、各グループメンバーで自己紹介を行い、参加している高校生の緊張感も

徐々に和らいできました。高校生の皆さんは、司会より説明のあった 3つのテーマ

（1．自分たちが考えるネット関係の課題・問題点、2．高校生ができる情報モラル

教育、3．「なぜ」自分たち高校生は 2で考えた情報モラル教育ができるのか）につ

いてポストイットに書き出し、模造紙に考えをまとめていきました。まとめる模造

紙のスペースが足りなくなる程、沢山の意見が高校生から出され、限られた時間の

中で発表する内容を吟味、まとめていきます。 

プレゼンいただいた企業の方や関係者の方もサポーターとしてグループの検討

の輪に入り、時には質問に答えて、また時には検討のヒントになる情報をご提供い

ただきました。 

少しだけ時間をオーバーしてしまうグループもありましたが、ほぼ予定どおりの

時間で発表内容をまとめることができました。 

 

※第二部の熟議の詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 

 

第三部:グループ発表 

・グループ発表（各グループ 3分程度） 

 発表したいグループに挙手をしてもらい、発表の順番を決めました（発表順は、

2班、1班、5班、4班、3班の順）。 

 発表では、高校生は小中学校生と同じ立場にたって情報モラルを教えることがで

きる！！といった主張や、イラストを交えて分かりやすく説明を行うグループ等、

各グループが個性を出し合って発表をしてくれました。また、小中学生に何を伝え

るべきか（自分達自身が加害者になる可能性がある、無料通話アプリでのトラブル

等）、またどのような方法で伝えるのか（劇や紙芝居等）についても、様々な意見

が出されました。 

 

講評：大分県教育委員会 教育次長 落合 弘 様 

 大分県教育委員会の落合様より、本日の ICT Conference に関する講評をいただ

きました。ネットは大変便利なものであるが、自分や他人を苦しめることや傷つけ

るケースがあることを、事例を交えてお話しいただきました。また、今後どうやっ

てこの問題を解決していくかは高校生の皆さんにかかっているといった点や、今日

の ICT Conference の発表を聞いて光明が見えたといった点についてもお話しをい

ただきました。 

 最後に、司会より次回の予告や今後の予定について紹介があり、第一回大分の高

校生 ICT Conferenceを終了しました。 

参加校： 〔大分県〕 

大分県立大分豊府高等学校、大分県立大分鶴崎高等学校、 

大分県立情報科学高等学校、大分県立別府青山高等学校、 

大分県立大分工業高等学校、大分県立大分南高等学校、 
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大分県立大分雄城台高等学校、大分県立宇佐産業科学高等学校、 

大分県立佐伯鶴城高等学校、大分県立由布高等学校、 

大分県立大分舞鶴高等学校、大分国際情報高等学校 

日 時： 2014年 8月 30 日（土）13:30-17:45 

場 所： ホルトホール大分（大分県大分市金池南一丁目 5番 1号） 

参加人数： 熟議参加生徒 43人 

見学者 48人（教員・教育関係者 21人 その他 27人） 

合計：91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 

大分国際情報高等学校 2年 女子 

大分県立大分南高等学校 2年 女子 

大分県立別府青山高等学校 3年 男子 

大分県立別府青山高等学校 3年 女子 

大分県立宇佐産業科学高等学校 3年 男子 

大分国際情報高等学校 1年 男子 

大分県立大分鶴崎高等学校 3年 男子 

大分県立大分工業高等学校 3年 男子 

大分県立大分南高等学校 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 七條 麻衣子 

〔書記〕 

大分国際情報高等学校 教諭 森竹 悠介 

 

【第 2班】9 人 

大分県立情報科学高等学校 2年 女子 

大分県立別府青山高等学校 3年 女子 

大分県立別府青山高等学校 3年 男子 

大分県立大分舞鶴高等学校 1年 男子 

大分県立大分南高等学校 2年 女子 

大分県立大分雄城台高等学校 １年 女子 

大分県立大分工業高等学校 3年 男子 

大分国際情報高等学校 1年 男子 

大分県立佐伯鶴城高等学校 1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 共同研究員 兼 

大分県立芸術文化短期大学特任教授 凍田和美 

〔書記〕 

大分大学 首藤 麻衣 

 

【第 3班】9 人 
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大分県立大分雄城台高等学校 １年 女子 

大分県立大分雄城台高等学校 １年 女子 

大分県立情報科学高等学校 2年 女子 

大分県立情報科学高等学校 3年 女子 

大分県立大分舞鶴高等学校 1年 女子 

大分県立佐伯鶴城高等学校 1年 男子 

大分県立佐伯鶴城高等学校 1年 男子 

大分県立大分豊府高等学校 2年 男子 

大分県立由布高等学校  3年 男子 

〔ファシリテーター〕 

大分県立別府青山高等学校 教諭 畑野 新司 

〔書記〕 

公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 芳崎 哲也 

 

【第 4班】8 人 

大分県立大分舞鶴高等学校 1年 女子 

大分県立情報科学高等学校 2年 女子 

大分県立大分雄城台高等学校 １年 女子 

大分県立大分雄城台高等学校 １年 女子 

大分県立由布高等学校 3年 女子 

大分県立由布高等学校 3年 女子 

大分県立大分豊府高等学校 2年 男子 

大分県立大分工業高等学校 3年 男子 

〔ファシリテーター〕 

大分県立大分豊府高等学校 教諭 釘宮 教行 

〔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 5班】8 人 

大分県立情報科学高等学校 2年 女子 

大分国際情報高等学校 2年 女子 

大分県立大分工業高等学校 3年 男子 

大分県立由布高等学校 3年 男子 

大分県立由布高等学校 3年 女子 

大分県立宇佐産業科学高等学校 3年 男子 

大分国際情報高等学校 1年 男子 

大分県立大分南高等学校 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 渡辺 律子 

〔書記〕 

中津市教育委員会 黒川 智子 
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11. 高校生 ICT Conference 2014 in 大分 第二回 開催概要 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二回は高校生、教員、企業関係者など 88 名の参加者を得て、「2020 年の ICT

環境を創造する」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】 

・第二回 「2020年の ICT環境を創造する」 

 

まず始めに、司会から高校生へ「創造」に関する問いかけがあり、その意味と本

日のテーマについて紹介がありました。 

 

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 課長 武永 次男 様 

 開会の挨拶として、総務省九州総合通信局の武永様よりお話しをいただきまし

た。九州総合通信局で行っているお仕事のご紹介や、インターネットを利用する上

で注意すべき点（GPSやフリースポット Wi-Fi等）についてご説明いただきました。

また、総務省における 2020 年に向けた ICT の戦略に関するご紹介をいただき、将

来はインターネットをいかにスマート（賢く）に使えるかにかかっているとのお言

葉をいただきました。参加した高校生も真剣に、武永様のお話しに耳を傾けていま

した。 

 

第一部：事業者による講演 

「2020 年の ICT環境を創造する」 

ワイモバイル株式会社 渉外室 企画第二部 約款・サービス課 

佐治 健史 様 

 

 ワイモバイル株式会社 佐治様に、本日のテーマである「2020 年の ICT 環境を

創造する」と題して、ご講演をいただきました。佐治様からは、これまでの振り返

りとして、電話機やコミュニケーションサービスの移り変わりやその違い（プライ

ベート性、スピード、発信力、World Wide）、これからの通信における新しい技術

やサービス（CA、VoLTE、Iot等）についてお話しをいただきました。高校生にとっ

て、熟議の中で 2020 年の ICT 環境を考える上で、参考やヒントになるお話しが沢

山散りばめられていました。 

 

参加校紹介 および グループ分け 

 続いて司会より、本日参加している学校の紹介とファシリテーター・書記・サポ

ート方から自己紹介がありました。 

 休憩を挟んで、司会より前回の発表内容のおさらい（テーマ：「小中学生に伝え

たい 情報モラル」）と本日の発表資料（パワポ資料に発表内容を取り纏める）の

説明があり、グループ分けして 5つに分かれて熟議を開始しました。 
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 第二部：熟議「2020年の ICT環境を創造する」 

グループに分かれた後、大分の関係者や学校の先生、大学生がファシリテーター

や書記となり、熟議を開始しました。 

各グループとも今回が 2日目の熟議ということもあり、模造紙とポストイットを

活用して、本日の発表内容（1．2020 年までにネットを安心・安全に使うために身

につけておきたいこと、2．ネットをスマートに活用した 2020年のライフスタイル

を創造しよう）をまとめていきます。途中、事業者や関係者の人にも加わってもら

い、質問等も行いながら想像力を膨らませ、熱い議論が進められていきます。 

今回は、パワポを使っての発表のため、何を資料に記載するか、何が 1番伝えた

いことなのかを、試行錯誤しながら熟議を通じ決めていきます。ファシリテーター

や書記の人に協力もいただきながら発表資料をまとめた後、一部では発表のリハー

サルを行っているグループも見受けられました。 

 

※第二部の熟議の詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 

 

第三部:グループ発表 

・グループ発表（各グループ 3分程度） 

 発表したいグループに挙手をしてもらい、発表の順番を決めました（発表順は、

1班、5班、4班、3班、2班の順）。 

 発表では「2020年までにネットを安心・安全に使うために身につけておきたいこ

と」「ネットをスマートに利用した 2020年のライフスタイルを創造しよう」という

2 つのテーマについてパワーポイントにまとめ、各グループがそれぞれの視点で、

個性を出して発表してくれました。各グループが最後にまとめとして発表していた

ところではそれぞれの特徴を出していました。 

 

講評：大分県教育委員会 教育次長 落合 弘 様 

 大分県教育委員会の落合様より、本日の ICT Conference に関する講評をいただ

きました。各班にそれぞれ丁寧な講評をいただきましたが、交通戦争になぞらえて、

ネットは爆発的に普及してはいるが使いみちや工夫の仕方はまだまだあり、これを

工夫していくのは高校生の皆さん達であり、今日の発表を見ているとそれはできる

はずであって、そのことを心にとめてこれから先も素晴らしいネット社会を作るた

めに皆さんの知恵を出していっていただきたいという温かいお言葉をいただきま

した。 

 最後に、11月 3日に東京で開催されるサミットへの大分からの代表者を選考し、

第二回大分の高校生 ICT Conferenceを終了しました。 

参加校： 〔大分県〕 

大分県立大分豊府高等学校、大分県立大分鶴崎高等学校、 

大分県立情報科学高等学校、大分県立別府青山高等学校、 

大分県立大分工業高等学校、大分県立大分南高等学校、 

大分県立大分雄城台高等学校、大分県立宇佐産業科学高等学校、 

大分県立佐伯鶴城高等学校、大分県立由布高等学校、 
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大分県立大分舞鶴高等学校、大分国際情報高等学校 

日 時： 2014年 9月 27 日（土）13:30-17:45 

場 所： ホルトホール大分（大分県大分市金池南一丁目 5番 1号） 

参加人数： 熟議参加生徒 43人 

見学者 45人（教員・教育関係者 20人 その他 25人） 

合計：88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 

大分国際情報高等学校 1年 男子 

大分県立宇佐産業科学高等学校 3年 男子 

大分県立情報科学高等学校 2年 女子 

大分県立佐伯鶴城高等学校 1年 男子 

大分県立大分豊府高等学校 2年 男子 

大分県立由布高等学校 3年 男子 

大分県立大分工業高等学校 2年 女子 

大分県立大分鶴崎高等学校 3年 女子 

大分県立大分雄城台高等学校 1年 女子 

〔ファシリテーター〕 

大分大学 准教授 竹中 真希子 

〔書記〕 

大分大学 首藤 麻衣 

 

【第 2班】9 人 

大分県立大分雄城台高等学校 １年 女子 

大分県立大分雄城台高等学校 １年 女子 

大分県立情報科学高等学校 2年 女子 

大分県立別府青山高等学校 3年 女子 

大分県立別府青山高等学校 3年 男子 

大分県立大分鶴崎高等学校 3年 男子 

大分国際情報高等学校 1年 男子 

大分県立由布高等学校 3年 男子 

大分県立大分豊府高等学校 2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 共同研究員 兼 

大分県立芸術文化短期大学特任教授 凍田和美 

〔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 3班】9 人 

大分県立別府青山高等学校 3年 男子 

大分県立大分豊府高等学校 2年 男子 
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大分国際情報高等学校 1年 男子 

大分県立宇佐産業科学高等学校 3年 男子 

大分県立由布高等学校 3年 男子 

大分県立由布高等学校 3年 女子 

大分県立別府青山高等学校 3年 女子 

大分県立大分舞鶴高等学校 1年 女子 

大分県立大分雄城台高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

大分県立別府青山高等学校 教諭 畑野 新司 

〔書記〕 

立命館アジア太平洋大学 泉 志穂 

 

【第 4班】8 人 

大分県立宇佐産業科学高等学校 3年 男子 

大分県立大分舞鶴高等学校 1年 女子 

大分県立大分雄城台高等学校 １年 女子 

大分県立情報科学高等学校 2年 女子 

大分県立由布高等学校 3年 女子 

大分県立大分南高等学校 2 年 女子 

大分県立佐伯鶴城高等学校 1年 男子 

大分国際情報高等学校 2年 女子 

〔ファシリテーター〕 

大分国際情報高等学校 教諭 大屋 ちはる 

〔書記〕 

目白大学 金子 真志 

 

【第 5班】8 人 

大分県立由布高等学校 3年 女子 

大分県立大分鶴崎高等学校 3年 男子 

大分県立宇佐産業科学高等学校 3年 男子 

大分県立大分工業高等学校 2年 女子 

大分県立情報科学高等学校 2年 女子 

大分国際情報高等学校 3年 男子 

大分県立佐伯鶴城高等学校 1年 男子 

大分県立大分南高等学校 2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 渡辺 律子 

〔書記〕 

中津市教育委員会 黒川 智子 
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12. 高校生 ICT Conference 2014 サミット 開催概要 

概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道・東京・大阪・奈良・大分からのそれぞれ代表者 1 名と、今年度は沖縄か

らの招待参加を含め、合計 6 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 Conference2014 サミット参加校（各校 1 名） 

〔北海道開催代表〕北海道札幌月寒高等学校 

〔東京開催代表〕水戸葵陵高等学校 

〔大阪開催代表〕羽衣学園高等学校 

〔奈良開催代表〕奈良県立王寺工業高等学校 

〔大分開催代表〕大分県立別府青山高等学校 

〔沖縄代表〕沖縄県立南風原高等学校（招待参加） 

 

【開会の挨拶】 

・経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 課長 佐野 究一郎 様 

・内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付 参事官補佐 鈴木 敦 様 

開会の挨拶では、本日の高校生の議論、そして最終報告会での提言に対しての期

待のお言葉をいただきました。 

また、ご参観にお見えになりました総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者

行政課長吉田正彦様、文部科学省スポーツ・青少年局青少年課長の泉潤一様のご紹

介がありました。 

 

第一部：熟議「考えよう！これからのスマートなネットの使い方・あり方」 

 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、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自

己紹介をいただき、熟議が始まりました。 

各地域で行った熟議を思い出しながら、青い付箋を使って「高校生だからこそ小

中学生に伝えることができる情報モラルとは何か」についてまとめ、また赤い付箋

を使って「2020 年の ICT 環境を見据えて、ネットを安心、安全に使うために身に

つけておくべきことは何か」を模造紙にまとめていきました。 

時には、参観の皆さんにも質問をしながら、フィルタリングや有料のサービスに

関するコメント等も参考にして、最終発表の内容について考えていきました。 

 

・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
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 いきました。 

 

第三部：提言発表 

 制限時間のある中、6 名で上手に発表してくれました。 

 

【発表内容】 

 タイトルは「ネットとの上手な付き合い方」です。まず「ネットをスマートに利

用した 2020 年のライフスタイルを創造しよう」というテーマについて、ネットに

は何が必要かについてまとめ、知識として考える力が必要であり、光と影があるこ

と、また、思いやりとして言葉使いと相手の気持ちを考えることが必要であること

が挙げられました。 

 二つ目のテーマである「小中学生がネットを安心・安全に使うために身につけて

おきたいこと」では、小中学生に伝えることとして、子供たちへは、親とルールを

決めること、フィルタリングをつけること、ネットの仕組みや怖さを知ることにつ

いて発表がありました。また、保護者へは、フィルタリングの知識を身につけてほ

しいといったことや、個人情報の大切さを訴えていました。 

 最後のテーマである「2020 年までにネットを安心・安全に使うために身につけて

おきたいこと」では、未来へ向けてと題し、受け身にならないで、ネットはあくま

でも「ツール」であるということ、ネットとの付き合い方を考え直して、ネットか

ら逃げないこと、信頼することが必要なのではという提言を発表しました。 

 提言発表後、発表者 6 人が、それぞれに考え感じたことを一言ずつ述べましたが、

それぞれに今回のテーマについて深く考えていることが感じられました。 

 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】 

KDDI 研究所 研究主査／ 

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 

博士（メディアデザイン学） 齋藤 長行 様 

OECD でのご活動も交えてグローバルな視点から、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。 

 

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 16 日の最終報告者に参加する代表 2 名を選考して、

高校生 ICT Conference2014 サミットを終了しました。 

＜代表者＞ 

・羽衣学園高等学校 3 年 女子 

・大分県立別府青山高等学校 3年 男子 

 

【最終報告会】 

2014年 12月 16日（火） 
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10:00～12:00 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」 

13:20～14:00 文部科学省意見交換会 

15:00～15:40 総務省意見交換会 

 

※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〕 

北海道札幌月寒高等学校 

〔茨城県〕 

水戸葵陵高等学校 

〔大阪府〕 

羽衣学園高等学校 

〔奈良県〕 

奈良県立王寺工業高等学校 

〔大分県〕 

大分県立別府青山高等学校 

〔沖縄県〕 

沖縄県立南風原高等学校（招待参加） 

日 時： 2014年 11月 3 日（月祝）13:30-17:15 

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 6人 

見学者 45人（教員・教育関係者 16人 その他 29人） 

合計：51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） 

6名 

大分県立別府青山高等学校 3年 男子 

羽衣学園高等学校 3年 女子 

北海道札幌月寒高等学校 2年 女子 

沖縄県立南風原高等学校 2年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 3年 男子 

水戸葵陵高等学校 2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 

〔書記〕 

大阪電気通信大学 當山 達也 
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13. 主担当 

安心ネットづくり促進協議会 石原、牛腸 他 司会、庶務、記録（撮影）、受付、書記 

大阪私学情報教育化研究会 米田 司会、ファシリテーター、書記手配 

EMA 吉岡、野沢、 

清水 他 

事務局、庶務、記録（撮影）、受付、司会、書記 

ファシリテーター 

奈良県情報教育研究会 村上、鹿島 

安本、杉﨑 他 

司会、ファシリテーター、書記・機材、記録 

各地協力団体、事業者等  挨拶、現地調整、ファシリテーター、書記 他 

内田洋行 市村、佐藤、 

眞鍋、永塚 

会場設営、機材準備等 

帝塚山大学 日置 会場設営、機材準備等 

 

14. 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 2014 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 2014 サミット終了後、米田先生にて取りまとめ 

６） 高校生 ICT Conference 2014 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 

 


