
～考えてみよう！これからのスマートなネットの使い方・あり方～ 

グループ： 

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」 

開催地： 班 

日付 

僕らの未来予想図 

発展する科学技術 

１ 奈 良  

2014.08.24 



「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」 

これまでの議論 
から導こう 

私たちの思い描く２０２０年 
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・車 ・技術 

・通信 ・ロボット 

・世界 



「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」 

これまでの議論 
から導こう 

今から考えていく問題点 
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例・学校によって学ぶことが違う現代で・・・ 

  義務教育の中で学校によって差ができていることがある 

・知識 

・謙虚な心構え ・公徳心 

・判断力 

・善悪の判断ができなくなっている 
・情報リテラシーの低下 

・倫理観の欠如 ・排他的思考に偏る 



今、私たちができること。 

・学校に一般常識という科目の導入 

・情報に関する授業を多くする。今より多く情報に関
する事件も多発すると思われる。 

・プライバシーの確保 

・情報管理の強化 

・新しい技術に対するルール（法律）をつくる。 

・倫理教育を徹底する。 
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～考えてみよう！これからのスマートなネットの使い方・あり方～ 

グループ： 

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」 

開催地： 班 

日付 

６年後の自分たちのために 

膨らませよう、私たちの議論 

２ 奈 良  

2014.08.24 



「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」 

これまでの議論 
から導こう 

未来を生きる能力 

• コミュニケーション能力 

• 本当かどうか見極める能力 

• 情報処理･判断能力 

• 発信していい情報か見極める能力 

• 自己管理能力 
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「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」 

これまでの議論 
から導こう 

あんなこといいな♪できたらいいな♪ 

• 球型テレビ 

• キャンピングカーがもっと進化して家らしく、車らし
くなる(トランスフォーマー的) 

• ヘルメット型インターネット 

• 紙がなくなり紙質のワードやエクセルのようなもの
に変わる 
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今、何をするべきか 

• 知識をつける 

–判断するため、操作するため 

• 先入観(思い込み)にとらわれないようにする 

–自分たちが文化を作るうえで 

• 積極的になること 

–情報収集において 

• 迷う力 

–疑問に思う力、自分に問う力、友達に相談する力 
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未来を見据えて… 



～考えてみよう！これからのスマートなネットの使い方・あり方～ 

グループ： 

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」 

開催地： 班 

日付 

ネットとの在り方 
～今と未来～ 

３ 奈 良  

2014.08.24 



「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」 

これまでの議論 
から導こう 

ネットとの付き合い方 

• ネットの拡散による行動力の低下 
–外で楽しめるネットコンテンツを増やす 

–ネットに頼らない為に講座などを開く 

 

• ネット犯罪・トラブルの増加 
–ネット関連の授業を小さい頃から実践する 

–情報元を明らかにするようにしていく 

–ネット上の情報を鵜呑みにはしないようにする 
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「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」 

これまでの議論 
から導こう 

ネットによる未来の技術革新 
• 医療技術などのスマート化 

–義手など本物に近いものになっていくことで、医療技
術が今より発展し、よりよいものが作られる。 

• 移動手段のネットによる高速化・発展 
–事故が起きる可能性が今よりも低くなり、犯罪なども
少なくなっていく 

• ロボット・人工知能の発展 
–身の回りのことが楽にできるようになり、事件・事故が
起こった場合の手助けもできるようになる。 
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今回のまとめ 

•問題も解決策も今も未来もあま
り変化がない。 
 

•未来の技術や機械を使うことに
よる便利も不便も紙一重 
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～考えてみよう！これからのスマートなネットの使い方・あり方～ 

グループ： 

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」 

開催地： 班 

日付 

２０２０年の 
  インターネットの 
      ありかた 

４ 奈 良  

2014.08.24 



「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」 

これまでの議論 
から導こう 

六年後のインターネットのしくみ 

• 電車 

 

• 自転車 

 

• 日常生活 
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「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」 

これまでの議論 
から導こう 

六年後に考えられる問題 

• ネットと現実の区別 

• 情報モラル 

• 拡張現実 

• ロボットの成長 
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メリット 
日常生活が便利に 

 

デメリット 
ハッキングの危険性 

コミュニケーション能力の低下 



まとめ 

• 使いかたを考える 

• モラルの基準 

 

 

使う人によっては便利であっても使い方を間違えれ
ば危険なものになる 
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～考えてみよう！これからのスマートなネットの使い方・あり方～ 

グループ： 

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」 

開催地： 班 

日付 

IN２０２０ 
オリンピックに向けて 

５ 奈 良  

2014.08.24 



「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」 

これまでの議論 
から導こう 

遠隔操作と全自動化について 
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遠隔操作 
 

全自動化 

（例） 
車 

（例） 
目覚まし 

使い手 

最終判断 

ロボット 

最終判断 

使い手 

（例） 
TV 

エアコン 

（例） 
介護ロボッ

ト 

ロボット 



「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」 

これまでの議論 
から導こう 

ネットを安全に使うために 

• ネットの使い方の知識 

–使い方を間違えると大惨事 

 

• 使用する際にこれでいいのか考える力 

–知識と照らし合わせてトラブルを事前に防ぐ力 

 

• もしトラブルが起きた時に対応する力 

–二次被害や悪化しないようにするため 
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メンバーの感想 
 

–全員で二つの議題についてディスカッションして、意見
をまとめるのが難しかったです。 

 

– この内容が２０２０年までに実現できることを夢見て
日々努力していくことが大切だと思います。 

 

–前回よりも積極的に意見を出すことができたので、次
回来た時は更にいい意見を出せるようにしたいです。 
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～考えてみよう！これからのスマートなネットの使い方・あり方～ 

グループ： 

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」 

開催地： 班 

日付 

第六版 

６ 奈 良  

2014.08.24 



「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」 

これまでの議論 
から導こう 

フィルタリングをしよう！ 
なぜフィルタリングをするのか？ 

ネット上にはいろいろな問題があります。 

フィルターを付けることによりその問題に遭遇する 
ことが少なくなります。 

そういった問題に遭遇することなくネットを利用する
ためにもフィルタリングをするのです。 

  

22 



「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」 

これまでの議論 
から導こう 

2020年のネットライフとは 

・回線速度が上昇する。 

・どこかを通るだけでポップアップが表示される。そ
れをタップすると情報が配信される。 

・飛行機Wi-Fiが使えるようになる。 

・自宅と病院がリアルタイムでつながり、身体状況
が逐一配信されるようになる。 

・バーチャル世界が広がり、その世界の中で様々な
ことができるようになる。 

 
23 



まとめ 
２０２０年にあるべきネットワーク 

それは、みんながフィルタリングをし、 

安全で安心できるネットワークを使った世界を創る。 
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～考えてみよう！これからのスマートなネットの使い方・あり方～ 

グループ： 

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」 

開催地： 班 

日付 

Team U-7's Presents 

-アンダーセブンと言わないで‐ 

７ 奈 良  

2014.08.24 



「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」 

これまでの議論 
から導こう 

‐不快な思いをさせない・のめりこまない為に‐ 

 

• 相手への思いやり （相手の気持ちを考える） 

  Why? →喧嘩になったりするのを防ぐため 

 

 

• 忍耐力を付ける 

  Why? →のめりこまないため。 

 （自分にご褒美をあげたりして普段から鍛えておく） 
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「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」 

これまでの議論 
から導こう 

‐それでも不安だったりする、そこのあなたの為に‐ 

 

• 技術面でカバーする 

 for example 

  1．絵文字などを付ける 

 

  2．顔写真認証Systemを搭載する 

     （メール等を送信する時に 

      その時の表情と一緒に送信されるようなやつ） 
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「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」 

これまでの議論 
から導こう 

2020年のこんな世界、おもしろい。 

• 仮想世界に行けるようになる 

  →某アニメのような世界が小部屋で実現する 

 

• ワイヤレスで機器が充電できるようになる 

  →公共の場所で時間制の充電スポットが実現する 

 

• 家の状況が端末上で管理できるようになる 

  →自宅の鍵の掛け忘れ、火、電気の消し忘れetc... 
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まとめました 
 

 

あなたたちは一体、 

どんな未来を想像し、 

どんな世界を創造していくのでしょうか・・・ 
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～考えてみよう！これからのスマートなネットの使い方・あり方～ 

グループ： 

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」 

開催地： 班 

日付 

テーマ 自身にあったLIFESTYLE 

班名 ８班  

８ 奈 良  

2014.08.24 



「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」 

これまでの議論 
から導こう 

個人情報の保護 

・ 人工知能（自動オペレーター） 

 

 

・ 自身でアプリをつくる 

 （オーダーメイドセキュリティ） 
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「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」 

これまでの議論 
から導こう 

LIFESTYLE 

•イツドコ 

 

•paper less 

 

•SAIFU less 
32 


