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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、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、LINE株式会社、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、経済産業省 他（予定） 

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、経済産業省にて成果・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（㈳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 



 

4 

2. 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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3. 担当 

大阪私学教育情報化研究会 米田 司会、ファシリテーター・書記手配 

EMA 吉岡 事務局、庶務、受付 

安心ネットづくり促進協議会 牛腸 庶務、記録（撮影） 

各地協力団体、事業者等  現地調整、受付等 

内田洋行 市村 会場設営、機材準備等 

 

4. 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 

 


