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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～ 

第一回 「小中学生に伝えたい 情報モラル」 

第二回 「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 最終報告会 概要 

日 時： 2014年 12月 16日（火）10:00-15:40 

10:00～12:00 

13:20～14:00 

15:00～15:40 

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」にて出席・発表 

文部科学省にて意見交換 

総務省にて意見交換 

場 所： [内閣府 中央合同庁舎第 8号館] 

〒100-0013 東京都千代田区永田町 1-6-1 

[文部科学省 スポーツ・青少年局] 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-2-2 

[総務省 総合通信基盤局 中央合同庁舎第 2号館] 

〒100-8926 東京都千代田区霞が関 2-1-2 

報告対象： [内閣府]「第 26回 青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」 

[文部科学省]スポーツ・青少年局、生涯学習政策局 他 

[総務省]総合通信基盤局 他 

出席者： [最終報告者] 2名 

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 

[引率] 2名 

羽衣学園高等学校 教諭 米田 謙三 

大分県立別府青山高等学校 教諭 畑野 新司 

[随行] 5名 

安心ネットづくり促進協議会 事務局長 石原 友信 

安心ネットづくり促進協議会 事務局 牛腸 綾香 

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 髙橋 正夫 

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 事務局長 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 野沢 健太郎 
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3. 高校生 ICT Conference 2014 最終報告会 発表内容概要 

発表内容概要： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 地域各 2 回の開催に加え、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 名による高校生 ICT 

Conference2014 サミットを経て、最終報告会にサミット参加の高校生から代表者 2

名が、内閣府「第 26 回 青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」、文

部科学省、総務省において、高校生 ICT Conference2014 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】 

『ネットとの上手な付き合い方』 

「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」 

― 二つの柱 ― 

考える＋思いやり 

・スマートフォンや PC等で相手とやり取りする時に身につけておいてほしいこ 

とは、まず相手のことを考えて思いやることが大事なこと。 

 

― 光と影 ― 

・ネットを使う上では光と影がある。光の部分はたくさんの人と交流できること。 

また、生活（学習）にも役立ち便利であること。影の部分としては、犯罪に 

巻き込まれる可能性があること。使い方を間違えて一度発信した情報は二度と 

  消せないということ。画像等は消しても残ってしまうことがある。 

 

― 思いやりを心に ― 

・日本人は昔から思いやりの心を持っている。そしてそれは人と接する上で大切 

な事であり、それはネットでも変わらない。 

 

小中学生に伝えたいこととしては、 

「ネットの仕組みと怖さ」 

ネットは世界中につながっていて、一度発信すればそれは世界に発信するのと 

同じで、便利だけれどもその反面、危険な事もたくさんあるということ。 

「個人情報の大切さ」 

個人情報は氏名、年齢、生年月日等であるが、身長や体重まで個人情報に含ま 

れているということを知らない小中学生も多い。 

「思いやり」 

ネットを使う上で、相手の顔が見えない分、より思いやりの気持ちを大切にし 

て接しなければならないということ。ルールを自分で決めてそれを守るのも思 

いやりのひとつ。 

「依存」 

依存していることに気づくことも大切であるということ。 

「フィルタリング」 
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実際にフィルタリングを使っていない子ども達に聞くと、コミュニケーション 

アプリが使えなくなるからそれが嫌でかけない子ども達が多いそうだが、フィ 

ルタリングをかけるか、かけないかではなくて、段階的にかけることが出来て、 

コミュニケーションアプリを使うことはできるが、有害なサイトはブロック 

してくれるフィルタリングがあるということ。 

 

― どのようにして伝えるか ― 

「出前講座」 

実際に小中学校へ行き、出前講座をする。先日、ある中学校へ後輩と 6人で、 

全校生徒 300人を相手にスマホについての講座（プレゼン）依頼をいただき、 

講座をさせていただきましたが、中学生は真剣になって聞いてくれました。 

自分たちの経験からこういうことをしてはダメであるとか、一緒に行った 

みんなも普段から携帯を使いすぎていることは自覚していて、そこからどう 

向き合って立ち直っていくか考えていくということが大切であるということ 

を伝えた。沖縄県では全県立高校で、高校生が作ったネットやスマートフォン 

のルールやマナー等を記載したハンドブックを全県立高校生に配布している。 

沖縄県のように私たちの周りからも発信していけたらよいと考えている。 

「企業講座」 

企業の方に来てもらい講座をしてもらう。専門的な観点から伝えられ、プレゼ 

ンも上手いので耳に入ってくる。 

 

― 2020年のネット環境 ― 

・今よりも通信速度が速くなり、現在でもメガネ型や腕時計型の端末が出てきて 

いるが、また別の新しい端末が出てくるのではないかと思う。そして、ネット 

がさらにより身近になり、かつ必要になると思う。 

 

― 2020年に向けて ― 

・ネットについて仕組みや怖さなど正しい知識を教えることによって、ネットに 

対する意識を変える。思いやりを持って接することや光と影があることを知 

る。そのためには情報の教科書・授業による教育が今以上に必要。 

 

― 提言 ― 

・学校での情報教育の更なる充実。2020年までにほとんどの学生(小中高生徒) 

が更に進んだ情報教育を受けられるように。2020年はオリンピック開催の年 

でもあり、情報端末についても、もっと新しいものが出てくるきっかけにも 

なる。そういった時にさらにスマートに使うことが必要になるので、今以上に 

情報教育を充実するようにしてほしい。どうやって情報教育をさらに充実させ 

るかだが、国語や数学のように年代に応じた教科書を使用して、最低週一回 

程度どの学年でも同じような授業を受けられるようにしてほしい。 

またネットのスマートな使い方についてディスカッションをして、いろいろな 

問題についてお互いに話し合うことで、光と影を共有することができるだけで 
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なくコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を高めることが出来 

ると思う。 

 

情報教育の意義 

・最新のネットの仕組みや知識を学ぶだけでも学生たちの意識は変わってくる 

し、ネットを有効に活用できる学生がもっと増える。そうすれば問題や犯罪 

などに会う学生も減るし、スマートに使うことによっていろいろな人と関わり 

を持つことができるようになる。 

 

まとめ 

・高校生 ICT Conferenceに参加している高校生や講演をしていただいている 

企業だけでは限界があるので、情報教育の更なる充実（細かいモラルの部分 

など）をお願いしたい。これからモラルや知識がない子どもたちがスマート 

に使えるようにするためにも、ICT Conferenceのような取り組みに参加する 

場がない子どもたちに情報の提供をお願いしたい。 
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4. 内閣府「第 26 回 青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」質疑 

〔最終報告に関する質疑〕 

（座長）素晴らしいプレゼンテーションをありがとうございました。 

 

（内閣府構成員：以下構成員）先日、大学生による情報リテラシーの啓発の場面で「今の大学 3～4年生は入学してきてか

ら、メールアドレスを交換したが、1～2年生は既に入学式の時には友達同士。入学前に同じ大学に入学する人同士で SNS

のグループが出来上がっている」という話からも、世代の違いを感じた。 

お二人は SNSの利用に不安はあるか？それとも安全に利用出来ている自身があるか？利用出来ていると思う場合、誰かに

利用の仕方を教えてもらったか？ 

（生徒）SNSで大学合格した後に、大学名を掲載することには不安がある。これまで安全に使える方法を教えてもらった

経験もない。しかし、入学前に友達にならないと取り残されるというような社会の現状を考えるとそうせざるを得ない部

分もある。社会と私たちの思いがずれている気がする。 

（生徒）SNSをやっていないので、どちらかというと入学前のグループに入れない側だと思う。他の個人情報を載せずに、

大学専用で使うのであれば、安全なのではないかと思う。 

（構成員）いま高校生が最後に言ってくれたような使い方が正しいのではないか。そういったアイディアが自分たちから

出てくることにとても感心した。 

 

（構成員）発表資料 6ページ目の出前講座での内容は自分たちの経験なのか？どういった経験かを教えてほしい。 

（生徒）自分が利用している SNS上で書き込みが消されることで、“こういう投稿はダメだ”ということを学び、現実でダ

メなことはネットでもダメということを知った。また自分で利用時間についてなどのルールを決めているので、そういっ

た経験を中学生に伝えている。 

（生徒）スマホを持ち始めたのが 4か月前なので、自分はまだトラブルの経験はないが、友達がアカウントを乗っ取られ

る経験をした話を聞いたので、そういったことを自分たちより下の世代に伝えていきたい。 

 

（構成員）お二人は最初に携帯電話を持った時から、安全に使おうと考えていたのか。それとも高校生 ICT Conference

などの学びを通じて、利用の仕方が変化していったのか教えてほしい。 

（生徒）私が中学 3年生のときにスマートフォンが主流になりはじめ、その時は流行の中で使っていて、徐々に学ぶよう

になった。 

（生徒）中学 3年生の時はフィーチャーフォンを使っていた。高校 1年生でみんなスマートフォンを使い始めた。最初は

コミュニケーションアプリの利用の仕方で友達同士のトラブルもあったが、高校生なら半年ぐらいで上手に使えるように

なっていった。でも、「相手を思いやる気持ちが必要」だと理解できる高校生だからできたことだと思う。小中学生には難

しいかもしれないが、小中学生の頃から知っていればもっとうまく使えるようになるかと思う。 

（構成員）ではスマートフォンのような道具は世代によって使い分けるべきか、同じものを使うべきか。 

（生徒）同じものを使うべき。上手に使えるよう教える必要がある。 

 

（構成員）もし後輩に教えるなら、フィルタリングはあったほうがよいと伝えるか。 

（生徒）合ったほうがいいと思う。私も小中学校ではフィルタリングに加入しており、有害情報や犯罪に巻き込まれるリ

スクを防げたので、大切だと思う。 

（生徒）フィルタリングを段階的に使っていくことに賛成。有害な情報に、興味本位でアクセスしてしまわないことが重

要。 
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（座長）昨年の最終報告会の際の議論を踏まえ、小中学生に講座を実施しているというのは素晴らしい。 

沖縄での事例のような取り組みをしたいとの発表があったが、具体的にはいつごろ実施するのか。また情報教育の導入を

してほしいという提言であったが、高校では情報科目が必須であるはず。いまの情報教育ではモラルやマナーに触れられ

ていないということか。 

（生徒）エクセルやワードの使い方が多く、知識やモラルは教えてくれない。技術的な面も大切だとは思うが、上手に使

える人を増やす必要があると思う。また、小中学校には必須科目がない。道徳の授業でもいいから実施して欲しい。 

（生徒）同じ意見である。高校の授業は専門的な内容が多すぎるので、小中学校でモラルやマナーを教えてほしい。 

（生徒）沖縄での事例のような取り組みは、いま学校で冊子をつくる準備をしている。具体的な時期は決めていないが、

早めに進めたいと思う。 

 

（座長）ぜひ今回の意見を、今後の指導要領の改訂の参考にしてほしい。また今後の議論として、学校の中で危ない利用

をしそうな子たちにどのように伝えていけばいいのか、といったことも検討していってほしい。素晴らしい発表をありが

とうございました。 

以上 
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5. 文部科学省 意見交換 

（文部科学省：以下文科省）実体験に基づく、すばらしい発表だった。また自分自身のことだけでなく、未来を踏まえた

提言だったと思う。20年前と比べて、機器も進歩している。そして機器を最も利用し、知っている世代である高校生の提

言はとても重要。発表の中にあった「思いやり」というのは、とても重要な気づきではないか。これからも提言を積極的

に発信していってほしい。 

 

（文科省）具体的な提言を発表いただきとても共感した。ただ情報モラルの授業、週 1回というのは少し多い気もした。

全国で取り組んでいる春の一斉行動では、文科省でポスターを作成して、啓発を行っているが、先生・親はまだまだ詳し

くないのが現状。先生のための研修や学校教材も用意しているが、あまり活用されていないように思えたので、今後、現

場での活用方法を考える必要があると感じた。 

 

（文科省）「光と影」等、今回の提言はとてもよい視点で考えられていると感じた。インターネットでのやり取りは相手が

見えないことを気づいていない大人も多い。私たち大人も一緒に学ぶ必要があると思った。 

インターネットが得意でない先生も多い。参考資料を用意して、使ってくださいとお願いしている。でも、学校現場にも

限界はある。みんなで協力することがとても重要であり、まずは学校の友達に今日の提言内容を伝えるなど、広めていっ

てほしい。一人一人の志がとても重要だと思う。 

 

（文科省）「思いやり」という根本的な理念を持っていることがとても素晴らしいと感じた。文部科学省の資料は、やはり

大人の視点、学問の視点になりがち。ぜひ皆さんのような、使っている人の視点を意見として聞かせてほしい。自分たち

が使っている教科書はどうだった？ 

（生徒）技術的な内容がとても多かった。情報モラルの教科書もあったけど、ほとんど使っていなかった。 

 

（文科省）自分たちに携帯電話を買ってくれている親にはどういった情報が必要だと思うか。 

（生徒）自分は、スマホを買ってもらった時に親からいくつかの注意を受けただけだった。でも、もし小中学生が使うの

であれば、親とのルール決めが大切だと思う。 

（生徒）小学生で携帯電話を持ち始めた頃、料金が高額になり怒られたことがある。経験が自分自身への注意喚起につな

がっていると思う。ただ、保護者にはフィルタリングの制度についてはしっかり理解しておいてほしいと思う。 

 

（文科省）スマホを使っていいのは夜 10時までというようなルールを家族で決めたとしても、周りの友達からはそんなル

ールを無視して連絡がくることもあると思う。どうしたら守れるか。 

（生徒）事前にそのルールを宣言しておけば気が楽だし、守れると思う。 

（文科省）では大人から「夜 9時以降は使ってはいけません」と一方的に決められたらどう思うか。 

（生徒）なんで勝手に決めるのかと思う。みんなの意識が変わればいい話なので、条例なんていらないと思う。 

（文科省）自分が使用している携帯電話の利用料金を知っているか。 

（生徒）知っている。 

 

（文科省）文部科学省でも連携して啓発に取組んでいるので考えるきっかけにしてほしい。本日はありがとうございまし

た。 

以上 
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6. 総務省 意見交換 

（総務省）発表資料 6ページ目に出前講座とあるが、実際にやってみてどうだったか。他校にも広めていくためにはどう

したらよいか。 

（生徒）依存度チェックというクイズを取り入れた。ゲーム感覚を取り入れたり、○×チェックなどを利用すると小中学

生にも興味を持ってもらえる。 

 

（総務省）発表資料 10ページ目にあるように、各校の先生が熱心な場合に情報モラルをやっているとすれば、実態として

はどのようになっているのか。 

（先生）情報社会への参画態度というのは高校の情報教育の必修科目ではある。しかし、先生によっては知識がなく、な

かなか難しいのも事実。関係団体等も含めていっしょに進めていければよいかと思う。 

 

（総務省）小中学校や家庭を巻き込んだ取り組みが重要だと感じた。実際に、お二人は話す機会や考える場面は増えてい

るか。 

（生徒）ICT Conferenceで学んだことを話す機会は多い。参加して気づきもあった。友達への注意などもできるようにな

った。 

（生徒）高校 2年生で初めて ICT Conference に参加して、考えることが増えた。自分の親がインターネットのことに詳し

くないので、教えてあげることが多くなった。 

 

（総務省）高校生の立場から見て、大人に思うことはあるか。 

（生徒）保護者がフィルタリングについてわかっていない。契約の時に、わかり易く説明してほしい。 

（生徒）家庭内でのルールが必要だととても思う。 

 

（随行）文部科学省では、情報の科目を教員採用試験に導入するなどの変化が生まれている。総務省でも、年に一度でい

いからメディアを巻き込むなどの積極的な啓発特集をお願いしたい。 

（総務省）インターネットの影の部分をどうするか、更に取り組んでいきたい。発表にもあった“思いやりの心”が現実

でもインターネットでも変わらないということを大事にしていきたい。 

 

（総務省）高校生 ICT Conference に参加して、よかったと思うことを教えてほしい。 

（生徒）新しい意見や発見があることがとてもよかった。今回の発表の“思いやり”という言葉は北海道の高校生からの

意見で、私にとっては新たな発見だった。それから、企業や先生など専門家の人の意見がきけるのもとてもよかった。 

（生徒）高校生 ICT Conference に参加して初めてインターネットについて考えるようになった。今後、もっとこの活動を

広めていってほしいと思った。 

 

（総務省）「思いやり」ということで言うと、リアルでまずいことはネットでもますいこと。生まれたときからインターネ

ットがあるという世代が今後増えていく。そういった中で、高校生の意見を踏まえながら、政策等を考えてネットを通じ

てよりより社会を実現していきたい。 

以上 
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7. 担当 

大阪私学教育情報化研究会 米田 司会進行 

安心ネットづくり促進協議会 石原、牛腸 記録（撮影） 

EMA 髙橋、吉岡、野沢 記録（撮影）、他 

 

8. 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 

 


