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1. 開催概要 
 
名 称： 高校生熟議1)2012 

～スマートフォン時代の情報モラルと利活用～ 

主催・共催： 大阪私学教育情報化研究会 2) 

安心ネットづくり促進協議会 

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 

後  援： 内閣府 

総務省 

文部科学省 

経済産業省 

一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会 

一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会 

東京都高等学校情報教育研究会 

読売新聞社、全国読売防犯協力会 

熟議支援： 文部科学省 

「リアル熟議」は教育現場の皆さまに主催いただきます。文部科学省は、テーマに

関する基礎資料の提供、参考資料「熟議実践パッケージ熟議虎の巻」や「実施後ア

ンケートテンプレート」の提供、Web サイト熟議カケアイへの実施告知や熟議結果

の掲載等の支援を行ってまいります。 

（『文部科学省「熟議」に基づく教育政策形成の取組』より） 

協賛企業： グリー株式会社、株式会社ディー・エヌ・エー、NHN Japan 株式会社 

株式会社インテグラル、株式会社中部トータルサービス 

協力団体： 一般社団法人情報教育研究所 

一般財団法人日本脳力研究協会 

NPO 法人企業教育研究会 

協力企業： 株式会社内田洋行、株式会社 BITS PUZZLE 

アルプス システム インテグレーション株式会社、株式会社ガイアックス、 

グーグル株式会社、株式会社サイバーエージェント、株式会社ミクシィ 

開催目的： 高校生熟議は、2011 年度に「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～」としてスタート致しました。初年度の高校生熟議では、大阪、

京都、兵庫、奈良から１１校が参加して、約三ヵ月間に、三回のリアル熟議と文部

科学省「熟議カケアイ」上でネット熟議を開催しました。 

高校生熟議の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、

「熟議」を通して、初対面の人と話し合うという経験をより、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。第二の目的は、

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

インターネット利用環境の構築の一助とすることです。今年度は、急速に普及して
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いるスマートフォンについて、高校生がその問題点と対応について熟議をいたしま

す。また、高校生熟議では、通信事業者やサイトの運営事業者、情報モラルに携わ

る団体等の参加によりキャリア教育としての側面も持ち合わせています。 

さらに、東京、大阪の代表者による「高校生熟議サミット」を開催し、提言をと

りまとめ、「高校生の意見を中央に」と考え、関係省庁にプレゼンテーションを予

定しております。 

 

※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 4月の小学校を皮切りに、今年度は中学校、来年度は高等学校と全面実施される。

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。今年度の高校生熟議では、スマートフ

ォンに関する熟議から、これまでのケータイによるインターネット利用と比較して新たな課や問

題について、高校生が家庭や学校で如何に取組むべきかを先進的な取組で提案し参考に資する。 

高 校 生 熟 議

2012 の概要： 

高校生熟議 2012 

 ・高校生熟議 2012 in 東京 

 ・高校生熟議 2012 in 大阪 

 ・高校生熟議サミット（東京・大阪の代表者による熟議） 

 ・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庁等に報告） 

高 校 生 熟 議

2012 実行委員

会： 

【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）  

• 髙橋正夫（社団法人全国高等学校 PTA連合会顧問） 

• 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）  

【スーパーバイザー】 

• 平野翔大（第 43 代招待会議実行委員長）  

• 金子真志（高校生熟議 in 大阪 最終報告者、ネット熟議高校生ファシリテ

ーター） 

【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. 高校生熟議 2012 in 東京 第一回リアル熟議 開催概要 
第一回概要： 

 

第１回は高校生、教員、企業関係者など 80 名以上の参加者を得て、「スマホって

何？」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 「スマホって何？」 

主旨説明 羽衣学園高校 米田 謙三 先生 

進行と熟議の紹介をしていただきました。「熟議を通して皆の意見が世の中を変え

ていくということもあるので遠慮なく緊張せずに楽しんでください」と説明があっ

た。 
 

開会の挨拶 

文部科学省スポーツ・青少年局参事官付 

 青少年有害環境対策専門官 関根章文 様 

一般社団法人全国高等学校 PTA 連合会 顧問 高橋正夫 様 

 

第一部  スマートフォンに関する講演 

協賛企業さんがあらかじめ 4 つのテーマと役割を決めてそれぞれ 10 分で熟議の参

考になるようなプレゼンしてくださいました。 

・「スマホ時代の到来」 

株式会社ミクシィ（mixi 運営会社） 

・「スマホとガラケーどう違う？」 

株式会社ディー・エヌ・エー（Mobage 運営会社） 

・「スマホの便利さと課題」 

グリー株式会社（GREE 運営会社） 

・「スマホに必要なリテラシー」 

NHN Japan 株式会社（LINE 提供会社） 

 

○大阪熟議参加校からの応援メッセージ 

 大阪熟議参加校(奈良朱雀高校)生徒より skype を使用した応援メッセージ  
「初めて参加した人も積極的に参加してください」と応援メッセージをいただく。 
 

第二部：熟議「スマホって何？」 

概要説明を米田先生より行っていただき、無作為に 5 つのグループ分け移動しまし

た。事前に選抜した大人のファシリテーターがグループに入り高校生熟議を開始し

ました。高校生たちは付箋紙にスマホの良い点と良くない点をメモし、意見を出し

ました。青が良い点、赤が良くない点など工夫もみられました。また、立ち上がっ

て意見交換を行うなど活発に行っていました 
スマートフォンを持っている生徒も持っていない生徒もそれぞれの立場から意見

を出し合い、模造紙を工夫して使用しグループの意見をまとめていきました。書記

は青山学院大学と目白大学からボランティアで担当してくれました。また大阪熟議
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から大阪電気大学の當山君が書記の指導にあたってくれ、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 

(1) グループ発表（各グループ 3分程度） 

グループごとにまとめた内容を発表していきました。 
大勢の前で行うため緊張していた生徒も多かったが、グループで協力し合って発表

が行えました。 
各グループ個性的で会場からは感嘆の声もあがっていました。 
 
(2) 講評 

講評を一般社団法人・情報教育研究所 永坂武城 様、熊本県小中学校情報教育研

究会 桑崎剛 様よりいただきました。 

 

・一般社団法人情報教育研究所 永坂武城 様  
 初回なのでまだ止むを得ないが全体の傾向として意見が答えになっている。次回

はもっと掘り下げられると伝えていただきました。また、掘り下げるコツは「質問」

だということ。質問には 5 つの力があり、熟議に質問を取り入れると良いのではな

いかとアドバイスをいただいた。そして自分の意見を混ぜることの重要性を伝えて

いただき、問題点から自分が何をするか、可能性から自分がどのような力をつけて

行くかも大切であるとお話しいただきました。 
 
熊本県小中学校情報教育研究会 桑崎 剛 先生  
 昨年はケータイ電話の光と影であったが、この一年間でスマートフォンが普及し

ました。先が見えないしどうなるかわからない。自分で考える力がとても大切であ

ると高校生を激励してくださいました。 
 
(3) 次回までの予定 ネット熟議「熟議カケアイ」について説明 
金子君より 9 月 11 日から始まるネット熟議についての説明がありました・ 

 

 

羽衣学園高校 米田謙三 先生 

最後に米田先生より次回の予告や熟議カケアイのサイトのことを、高校生熟議

2012 スーパーバイザーの慶應義塾大学・平野翔大君より紹介してもらいました。 

 

・次回までの予定、他 

・ネット熟議「熟議カケアイ」について少し紹介 

 

※第二部のグループ熟議の詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 

「リアル熟議」 

参加校： 

〔東京都〕自由学園高等科、帝京高等学校、東京学芸大学附属国際中等教育学校 

〔神奈川県〕鎌倉女学院高等学校 
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〔茨城県〕水戸女子高等学校、茨城県立勝田工業高等学校 

日 時： 2012 年 9 月 8 日（土）13:30-17:00 

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 21 人 

見学者 63人（教員・教育関係者 30人 その他 33人） 

合計：84 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 

水戸女子高等学校 １年 女子 

東京学芸大学附属国際中等教育学校 ２年 女子 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

帝京高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

千葉県柏市立教育研究所 佐和 伸明 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社ミクシィ 井上 真由美 

〔書記〕 

目白大学 町田 沙奈美 

 

【第２班】４人 

水戸女子高等学校 １年 女子 

帝京高等学校 １年 女子 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

東京学芸大学附属国際中等教育学校 ３年 女子 

〔ファシリテーター〕 

日本スマートフォンセキュリティ協会 菅野 泰彦 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 西 雅彦 

株式会社ディー・エヌ・エー 浅川 美保 

〔書記〕 

青山学院大学 大川内 啓太 

 

【第３班】４人 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

水戸女子高等学校 １年 女子 

茨城県立勝田工業高等学校 ２年 男子 

自由学園高等科 ３年 男子 

〔ファシリテーター〕 
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大阪府立岬高等学校 教諭 加藤 光 

〔ファシリテーター補助〕 

グリー株式会社 牛腸 綾香 

慶應義塾大学 平野 翔大 

〔書記〕 

青山学院大学 佐藤 千尋 

 

【第４班】４人 

自由学園高等科 ３年 男子 

自由学園高等科 ３年 男子 

茨城県立勝田工業高等学校 ２年 男子 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

〔ファシリテーター〕 

青山学院大学ヒューマンイノベーション研究センター 齋藤 長行 

〔ファシリテーター補助〕 

NHN Japan 株式会社 高橋 誠 

〔書記〕 

目白大学 小倉 知枝 

 

【第５班】４人 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 

自由学園高等科 ３年 男子 

自由学園高等科 ３年 男子 

茨城県立勝田工業高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

NPO 法人企業教育研究会 市野 敬介 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社サイバーエージェント 片岡 雅人 

〔書記〕 

お茶の水女子大学 猪俣 富美子 

ネット熟議 

スケジュール： 

第一回「高校生熟議 2012 in 大阪」及び第一回「高校生熟議 2012 in 東京」（リ

アル熟議）を受けて下記の予定で東京・大阪合同にてネット熟議を開催いたします。 

 

2012 年 9 月 9 日（日）00:00～2012 年 10 月 14日（日）24:00 

熟議テーマ「ガラケー派、スマホ派？」 

※文部科学省 政策創造エンジン 熟議カケアイ（http://jukugi.mext.go.jp/） 

（ネット熟議に参加するには、サイト上で会員登録が必要です。） 
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3. 高校生熟議 2012 in 大阪 第一回リアル熟議 開催概要 
第一回概要： 

 

第１回は高校生、教員、企業関係者など 100 名以上の参加者を得て、「スマホって

何？」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 「スマホって何？」 

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、あわせて昨年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 課長 勝山浩司 様 

一般社団法人全国高等学校 PTA 連合会 会長 相川順子 様 

 

第二部  スマートフォンに関する講演 

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。 

・「スマホ時代の到来」 

株式会社ミクシィ（mixi 運営会社） 

・「スマホとガラケーどう違う？」 

株式会社ディー・エヌ・エー（Mobage 運営会社） 

・「スマホの便利さと課題」 

グリー株式会社（GREE 運営会社） 

・「スマホに必要なリテラシー」 

NHN Japan 株式会社（LINE 提供会社） 

 

第二部：熟議「スマホって何？」 

学校ごとに自己紹介をして少し緊張感を和らげました。その後グループ分けして 

移動。グループに分かれ本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スマホの良い点と良くない点をメモし、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

たちのケータイへの依存の高さも振り返っていました。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。 

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 3分程度） 

グループごとに上記をまとめた内容を発表していきました。 

各グループ スキットや役割分担を決めるなど工夫を凝らした発表でした。 

講評を千葉県柏市立教育研究所 佐和伸明 様よりいただきました。 
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この活動をさらに繋げて欲しいと暖かいお言葉もいただきました。 

 

羽衣学園高校 米田謙三 

最後に米田先生より次回の予告（ＮＴＴさんとドコモさんの企画）や熟議カケアイ

のサイトのことを昨年参加の金子君より紹介してもらいました。 

・次回までの予定、他 

・ネット熟議「熟議カケアイ」について少し紹介 

 

※第二部のグループ熟議の詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 

「リアル熟議」 

参加校： 

〔大阪府〕 

大阪羽衣学園高等学校、大阪学院大学高等学校、大阪成蹊女子高等学校、 

大阪府立布施高等学校、大阪府立天王寺高等学校、金光八尾高等学校 

大阪市立東高等学校、大阪府立岬高等学校 

〔奈良県〕 

関西中央高等学校、奈良県立王寺工業高等学校、奈良県立奈良朱雀高等学校 

日 時： 2012 年 7 月 21 日（土）13:30-17:00 

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 43 人 

見学者 62人（教員・教育関係者 38人 その他 24人） 

合計：105 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】８人 

大阪市立東高等学校 ３年 女子 

金光八尾高等学校 ２年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ２年 男子 

大阪府立天王寺高等学校 ２年 男子 

大阪学院大学高等学校 ２年 男子 

大阪府立岬高等学校 ２年 女子 

羽衣学園高等学校 ３年 女子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立春日丘高等学校 教諭 吉村 剛志 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社ミクシィ 井上 真由美 

〔書記〕 

立命館大学 華井 玲奈 

 

【第２班】７人 

大阪学院大学高等学校 ２年 男子 



 

9 

大阪府立岬高等学校 ２年 女子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 ２年 男子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 １年 男子 

関西中央高等学校 ２年 男子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

大阪府立天王寺高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

聖母被昇天学院中学校高等学校 教諭 岡本 弘之 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 西 雅彦 

株式会社ディー・エヌ・エー 浅川 美保 

〔書記〕 

大阪電気通信大学 當山 達也 

 

【第３班】７人 

大阪成蹊女子高等学校 ２年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

金光八尾高等学校 ２年 女子 

金光八尾高等学校 ２年 男子 

奈良県立奈良朱雀高等学校 １年 男子 

大阪学院大学高等学校 １年 男子 

関西中央高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

関西中央高等学校 教諭 村上 徹 

〔ファシリテーター補助〕 

グリー株式会社 小木曽 健 

グリー株式会社 土蔵 亜由美 

〔書記〕 

和歌山大学 東野 利貴 

 

【第４班】７人 

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 女子 

大阪学院大学高等学校 １年 男子 

大阪成蹊女子高等学校 ２年 女子 

羽衣学園高等学校 ３年 女子 

大阪府立天王寺高等学校 １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〕 

大阪学院大学高等学校 教諭 松本 宗久 

〔ファシリテーター補助〕 



 

10 

NHN Japan 株式会社 高橋 誠 

〔書記〕 

宝塚造形芸術大学 中川 芳剛 

 

【第５班】７人 

関西中央高等学校 ２年 男子 

奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

大阪府立布施高等学校 １年 女子 

羽衣学園高等学校 ３年 女子 

大阪学院大学高等学校 １年 男子 

大阪学院大学高等学校 １年 男子 

大阪府立天王寺高等学校 １年 男子 

〔ファシリテーター〕 

千葉県柏市立教育研究所 佐和 伸明 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社サイバーエージェント 鈴木 敦子 

〔書記〕 

奈良佐保短期大学 金子 真志 

 

【第６班】７人 

大阪府立布施高等学校 １年 女子 

羽衣学園高等学校 ２年 女子 

金光八尾高等学校 ２年 女子 

奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 

羽衣学園高等学校 ３年 女子 

大阪府立岬高等学校 ２年 男子 

大阪市立東高等学校 ２年 男子 

〔ファシリテーター〕 

大阪府立布施高等学校 教諭 竹内 健二 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 金子 哲宏 

グリー株式会社 山本 恭範 

〔書記〕 

大阪府立岬高等学校 教諭 加藤 光 

ネット熟議 

スケジュール： 

第一回「高校生熟議 2012 in 大阪」（リアル熟議）を受け、下記の予定で「高校生

熟議 2012 in 東京」の参加者と合同にてネット熟議を開催いたします。 

 

2012 年 9 月 9 日（日）00:00～2012 年 10 月 14日（日）24:00 

熟議テーマ「ガラケー派、スマホ派？」 

※文部科学省 政策創造エンジン 熟議カケアイ（http://jukugi.mext.go.jp/） 

（ネット熟議に参加するには、サイト上で会員登録が必要です。） 
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4. 高校生熟議 2012in 大阪 アイスブレイクイベント 開催概要 
概 要： 

 

高校生熟議 2012 in 大阪では、高校生が熟議を通じ議論をするとともに、相互の

理解、親睦を深めるとともに、熟議テーマの理解を深め、熟議の成果のプレゼンテ

ーションをより充実したものとするため、アイスブレイクイベントを開催しまし

た。 

 アイスブレイクイベントでは、NTT docomo のケータイ安全教室の受講と docomo

が考える 2020 年の映像を鑑賞。また第二部では NTT ラーニングシステムズにより

プレゼンテーション手法に関する後援の後、複数の班に分かれ、より良いプレゼン

テーションにするためのグループワークを行いました。第三部では、グループワー

クの成果を各班ごとに発表を行いました。 

なお、アイスブレイクイベントは、大阪のみの開催です。 

 

【アイスブレイクイベント】 

主旨説明 羽衣学園高校 米田 謙三 

アイスブレイクイベントの趣旨の説明と、本日の内容について概略の説明を行いま

した。 

 

第一部 

・〔講演〕ドコモの「ケータイ安全教室」（NTTdocomo 関西支社） 

・〔鑑賞〕ドコモの考える 2020 年（映像） 

 

第二部 

・〔講演〕プレゼンテーション手法について（NTT ラーニングシステムズ） 

・グループワーク 

 

第三部 

・グループ発表（各グループ 4分程度） 

グループごとに上記をまとめた内容を発表していきました。各グループ、第二部の

講演で聞いた話を参考に、熟議の時同様、工夫を凝らした発表でした。 

・ネット熟議の説明（ネット熟議ファシリテーター・金子さん） 

・第二回リアル熟議の説明 

参加校： 〔大阪府〕 

大阪羽衣学園高等学校、大阪学院大学高等学校、大阪成蹊女子高等学校、 

大阪府立布施高等学校、大阪府立天王寺高等学校、大阪市立東高等学校、 

大阪府立岬高等学校、大阪市立扇町総合高等学 

〔奈良県〕 

関西中央高等学校、奈良県立王寺工業高等学校、奈良県立奈良朱雀高等学校 

日 時： 2012 年 8 月 26 日（日）13:30-17:00 

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   
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参加人数： 熟議参加生徒 33 人 

見学者 27人（教員・教育関係者 17人 その他 10人） 

合計：60 人 
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5. 高校生熟議 2012 ネット熟議 開催概要 
開催趣旨： スマートフォンの課題について、7月 21 日開催の第一回高校生熟議 2012 in 大阪

の議論を踏まえ、文部科学省「熟議カケアイ」のサイトを使い、ネット上で熟議する

ことにより、スマートフォンへの理解を深め、課題点をより明らかにさせる。  

ネット熟議概要： 熟議テーマ「ガラケー派？スマホ派？」 

 

 [ネット熟議ファシリテーター] 

奈良佐保短期大学 1年（高校生熟議 OB） 金子 真志 

慶應義塾大学 1年（「招待会議 2011」実行委員長） 平野 翔大 

 

ネット熟議への対応について 
7 月の大阪、９月の東京で始まった ICT プロジェクト｢高校生熟議 ｣は、高校生の

闊達な議論、ファシリテーターや書記の方々のご尽力で、成果のあるものになりつつ

あります。この取組は、今年度の情報化月間関連事業としてされ、行政関係者からも

高い注目を浴びております。リアル熟議と並行して開催しているネット熟議でも、昨

年の経験を活かしてさらに活性化するように次の点をふまえて進めました。 
昨年のネット熟議のコーディネーター及びファシリテーターにて、ネット熟議を迎

えて、さらに高校生が堂々とネット上でも自分達の意見を投稿できる環境を整備する

方法について議論いたしました。その主な要点は以下の通りです。 
 
１）ネット熟議ファシリテーターを設け、また学生に担当してもらう。またその 

学生は熟議経験者とする。 
１）ネット上で意見を述べることに躊躇する傾向があるため、なるべく投稿しやすい

ように簡単な質問の投げかけから始める。 
２）ネット熟議は基本的に PC からしか投稿できないため、PC を自由に使える環境

にない生徒には、校内でその機会を与える必要がある。 
３）秋は学校行事も多く、授業として長く時間をとることが難しい。そのため一定の

期間に集中的に投稿を行い、それにより活性化を促すために、ネット熟議ファシ

リテーターや各校の教員が協力する必要がある。 
４）最終的には、ネットの有害性や規制といった論点ではなく、生徒が将来、夢をも

ってネットを活用したり、ネットを自己の目標達成の手段としたり、国際的な活

動に通じるような議論を促したい。 
５）生徒達が投稿しやすく、目先の問題だけにとらわれず大きな視点で議論をさせる

ように促すためには、議論全体のストーリーをある程度事前にネット熟議ファシ

リテーターと教員が共有しておく必要がある。 
 
以上のような論点を踏まえて、まず下記のようにサイトで呼びかけました。 
この「熟議カケアイ」サイトには、ファシリテーターの人がいますが、主役は高校生の

みなさんです。活発に熟議していただきたいと思います。ただし、その前に このサイト

の 「熟議とは」のページの熟議の５つのポイント、「熟議カケアイ参加の五箇条」をま

ず読んでみてください。また、同じく「熟議とは」のページの「まんがで分かる熟議」も
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時間があれば訪れてみてください。    

 ポイント：インターネットを通じて自分の考えや気持を公開する時には、みなさ

んが普段なじんでいる会話のようなメールのコミュニケーションとは異なり、多

くの人たちが理解できるようによく考え、配慮して発表することが必要です。イ

ンターネットに発信するということは、世界にむけ自分の意見を述べることであ

ることをぜひ体得していただけたらと考えています。東京、大阪がコラボして今

回のテーマを深め、11 月 3 日の第二回のリアル熟議を経て省庁での実際の発表

につなげましょう。 
 また、今回のネット熟議のテーマは、「ガラケー派、スマホ派？」ということにしま

す。ファシリテーターには３つの質問を用意してもらいました。 

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

【質問１】【あなたは、ガラケー派？スマホ派？】 

回答例: 「やっぱりガラケーでしょ！！」 

「高機能なスマホだよ(^^)」 

「正直どっちでも(´・ω・｀)」 

「まずガラケーって何？」 

余裕があれば、理由もよろしくお願いします。 

 

【質問２】 

スマートフォンとガラケーは似ているようで違います。 

最初の質問では、それぞれの違いを上げてきました。 

続いて、スマホとガラケーの共通点を探していこうと思います。 

・スマホとガラケーの機能や使い方 

・スマホとガラケー両方に対して思っていること 

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

【質問３】 

皆さんにとって「ケータイ」はどれくらい重要でしょうか？ 

落としたらどう思う？ヤバい？生きていけない？ 

また、何で「ヤバい」のでしょうか？ 

ケータイにはいろいろなものが詰まっています。 

それらがなくなったらどう思うでしょうか？ 

そんな事を「想定」しながら、 

【ケータイがなくなったらどう思う？どんな不安がある？】 

という事についてまずは思うがままに書き込んでみましょう！ 

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

また、最後にファシリテーターからサイトの書き込みを見て追加の質問を投げてもらいま

した。 

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

話の中で複数人が挙げた 

「連絡が取れないから困る」（【連絡手段】としてのケータイ） 

「大事なデータをなくすと困る」（【データ保存端末】としてのケータイ） 
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「自分や他人の個人情報が流出すると困る」（ケータイが持つ【個人情報】） 

というテーマについてもう少し詰めてみましょう。 

これらの「怖さ」とは何でしょうか？ 

「何をされたら怖い」のでしょうか？ 

そして、「そのための対処策」はあるでしょうか？ 

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

 

質問１と２に対してのポイント 

スマホ派が５０％、ガラケー派が３６％でした。 

スマホ派 

• ガラケーより打ちやすい 

• ガラケーの文字入力文化に慣れずに、入力方法を選べるスマホのほうが良い！！ 

• 文字入力の手法を選べるのが魅力的！！ 

• PCを使い慣れているとフルキーボードの方がよい 

• フリック入力もあるよ！！ 

• 外出先でネットが出来るのが便利 

• PCの代わりにもなるので手放せません 

• ガラケーに戻れと言われても 戻れない 

• スマホはヘッドホン接続端子がついてる 

スマホはパソコンと同等に扱えて多機能 

 

ガラケー派 

• スマホより値段が安い 

• ガラケーの方がバッテリーが長持ちする 

☆スマホ派の人から 

使い方の問題で、バッテリーを多く使ってでも外でネット接続できるほうが嬉しい 

モバイルバッテリーを持ち歩けば問題ない。 

使い方によってはさほど問題にはならない。 

• スマホに憧れはるが、必要かと言えば「はい」ではない 

• ガラケーには必要最低限の機能がある 

 →それで十分 

• 携帯電話に求める機能は、通話とメールと少しのネット 

 →スマホは不必要 

• ガラケーとiPodTouchがあればスマートフォンのいらない 

 →そこまでネットを使わないのでiモードで十分 

• タッチパネル反応しにくい体質なのでガラケーの方が操作性が良い。 

• スマホで不安なのは、個人情報がどのように使われるか、把握しづらく「つながりすぎ

る」→自分で取捨選択しているガラケーのほうが好き 

・ カバーが無くても落っことしても意外と平気 

 

どちらでもない派 
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• ガラケーにもスマホには無い使いやすさはあったし、当然その逆もあります。 

• クラスの大体がスマホを使うようになって、同じアプリを入れてると、連絡が取りやす

くなったのでその点はすごく良いなと感じています。 

• スマホを小さなパソコンとして使うのか、携帯電話として使うかで解釈が異なる 

• インターネットやるならPC使えばいい 

• 地図はアナログなほうが好き 

• 器用貧乏な気がする 

• 電池の持ち以外でスマホに比べて目立って良いものが特にないガラケを推そうとも思

いません。 

• 今後の技術発展に期待したい 

テザリングがあると外出先でも、例えば iPod なんかでネットができるので便利。 

 

質問１と２のまとめ 

• 確かにソフト的な面では、スマホのメリットが大きいと思う 

逆にハードウェア的な面ではガラケーのほうが良い気がします。 

ネットの使い方も人それぞれ 

• 情報を多く必要として人は、スマホ 

そうでもなければ、ガラケーで問題ないと思います。 

• スマホの大きな利点はインターネット 

それを必要としないのならその人にとってスマホの価値は半減 

• そもそも自分にとってのメリットはどちらにもある 

どちら派かというのはどこを基準に考えていいのか迷いますね？ 

• ネットで調べ物するときにはスマホの方が便利 

電車の時刻を調べるくらいならガラケーで十分 

• 使う人によって機器の選択ができるっていうのがしっくりくるかと思います 

情報や電子機器に詳しい人だけで、スマホかガラケーの違いで立場の優劣的なものがある

と思います。 

一昔前まではケータイを持っているか持っていないかで、その人のステータスが決まった

こともありましたよね？今はスマホとガラケー・・・ 

• 日本人は、考え方が多い方が常識と考え少ないものは、個性と考えず 非常識と考える  

人が、なぜか多いです。多分５・６年後には、クラスのほとんどがスマホ、1人・2人がタ

ッチパネルが苦手だからガラケーという条件になるかもしれません。 そしたら、クラス

では、スマホを持つことが普通ガラケーなんか時代遅れ!!といいだす人も出てくるかもし

れません。 

→そこからイジメが始まることもあります。 

 

質問３のポイント 

個人情報としては「画像」や「電話帳」というツールが上がりました。 やはり他人に

迷惑をかけるのが怖い、というのは一つの側面だと思います。 自分の情報も大事ですが、

他人の情報が流出すると「自分の手に負えなくなる」というのが一番難しい点でです。ま

たこの 2つはガラケー、スマホ関係なく含まれている情報ですから、「スマホだから」怖
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いということはないかもしれません。  また、「失くしたら戻ってこないもの」に対する

恐怖も一部つづられていました。 今ではソフトウェアが発達し、スマホでは多くがバッ

クアップされておりデータの復元は容易になりました。 対してガラケーではあまりバッ

クアップという事をあまり聞きません。 この点ではスマホの方が個人情報的な便利さが

あるのかもしれません。 

 

全体のまとめ 

 １１月３日に開催される最終回のリアル熟議に向け、また前回のリアル熟議をもとにネ

ット熟議を開催しました。リアル熟議とは違い、ネットで熟議することの難しさ、また表

現することで考えも整理されるという良い面も経験してもらえたと思います。前回のリア

ル熟議での議論を元にネット熟議で議論を広げ、最終回のリアル熟議を盛り上げていく土

台にもなったと考えています。 

最終回のリアル熟議の時間は、その後にプレゼンとしてまとめていかなければならないの

で、今までより短くなっています。短時間でのリアル熟議を有効なものにしていく為にも

ネット熟議での議論を活用することは有益だと考えます。 

リアル熟議のテーマは「これからのスマートフォン時代の情報モラルと利活用」です。 

 今回 128 件のコメントを頂き、リアル熟議へとつながる「素地」は作れたと思います。 

書き込み： 投稿内容については、別紙「熟議録」をご参照ください。 

開催期間： 9 月 9 日（日）0:00 ～ 10 月 14 日（日）24:00 

参加人数： ネット熟議参加者 28 人 

発言数 128件 

第 2 回リアル熟

議 

スケジュール： 

第一回の「リアル熟議」及び「ネット熟議」を受け、下記の予定で第二回「高校生熟

議 in 東京」「高校生熟議 in大阪」を開催いたします。 

 

第二回リアル熟議テーマ「スマホ時代のネットの在り方・使い方」 

第二回「高校生熟議 in 東京」 2012 年 11 月 03 日（土）13:30-17:00 

於：東京ユビキタス協創広場 CANVAS（内田洋行） 

第二回「高校生熟議 in 大阪」 2012 年 11 月 03 日（土）13:30-17:00 

於：大阪ユビキタス協創広場 CANVAS（内田洋行大阪支店） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 高校生熟議 2012 in 東京 第二回リアル熟議 開催概要 
第二回概要： 第２回は高校生、教員、企業関係者など 70 名以上の参加者を得て、「スマホ時代
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 のネットの在り方・使い方」をテーマに第１回の内容を踏まえて、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 「スマホ時代のネットの在り方・使い方」 

第２回の最終回は高校生、教員、企業関係者など約 70 名の参加者を得て、「これか

らのネットとケータイを考える」をテーマに高校生と教員、事業者が４つのグルー

プに分かれて活発な議論と発表を行いました。 

 

開会の挨拶 

安心ネットづくり促進協議会 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 堀部 政男 

総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課課長  玉田 康人 様 
・携帯電話やスマホに関する現状を説明していただく。 

 

第一部：東京・大阪各校自己紹介 

・大阪との TV 会議でお互いに学校紹介を実施して、その後質疑応答を実施しまし

た。質疑応答は地域の特性がでて大変盛り上がりました。場も一気に和やかになり

ました。 
 

第二部：熟議「スマホ時代のネットの在り方・使い方」 

更科教諭（自由学園高等科）から本日の課題が発表されました。 
高校生は４つのグループに分かれ、書記とファシリテーター、ファシリテーター補

助も４つに分かれてグループに入りました。 
熟議・プレゼン資料作成 
<プレゼンテーションにむけて> 
熟議の最後に各グループからパワーポイントで発表していただきます。書記のみな

さんと協力して、発表資料を作成してください。テーマに沿ってテンプレートが用

意されています。 
 
１）「スマートフォンって何」  
これまでのリアル熟議やネット熟議の中で議論した、スマホについて、整理してま

とめましょう。 
２）「スマホのトラブルにどう対処する」  
これまでのリアル熟議やネット熟議の中で議論した、スマホのトラブルの部分につ

いて、整理してまとめましょう。 
３）「スマホ世代の高校生の主張」  
将来の社会像、環境、自分たちの夢など、今回の熟議の結論を発表する頁です。 
以上について、みなさんの想いをまとめてください。 
 

第三部:グループ発表 
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グループごとにまとめた内容を発表していきました。全ての班が短い時間の中で内

容をうまくまとめての発表でした。発表方法も工夫を凝らしたものが多く、大変盛

り上がりました。 

 
講評 

茨城県メディア教育指導員連絡会 会長 堤 千賀子様より「今回高校生熟議に参

加したみなさんには今日体験し考えたことを生かして、自分の周りで小さな熟議を

開いてその思いを伝えてほしいと思います。」との講評をいただきました。 

 

最後に全体で集合写真をとりました。 
12 月 15 日に実施される高校生熟議サミットについてリーダー代表３名を選考しま

した。 
 
※第二部のグループ熟議の詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 

「リアル熟議」 

参加校： 

〔東京都〕自由学園高等科、東京学芸大学附属国際中等教育学校 

〔神奈川県〕鎌倉女学院高等学校 

〔茨城県〕水戸女子高等学校、茨城県立勝田工業高等学校 

日 時： 2012 年 11月 3 日（土）13:30-17:00 

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 18 人 

見学者 54人（教員・教育関係者 22人 その他 32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 

茨城県立勝田工業高等学校 ２年 男子 

水戸女子高等学校 １年 女子 

鎌倉女学院高等学校 １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 

〔ファシリテーター〕 

日本スマートフォンセキュリティ協会 菅野 泰彦 

〔ファシリテーター補助〕 

グリー株式会社 牛腸 綾香 

〔書記〕 

目白大学 亀井 歩 

 

【第２班】５人 

自由学園高等科 ３年 男子 

自由学園高等科 ３年 男子 
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茨城県立勝田工業高等学校 ２年 男子 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

東京学芸大学附属国際中等教育学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

慶應義塾大学 平野 翔大 

〔ファシリテーター補助〕 

NHN Japan 株式会社 高橋 誠 

〔書記〕 

お茶の水女子大学 島﨑 依子 

 

【第３班】４人 

鎌倉女学院高等学校 １年 女子 

水戸女子高等学校 １年 女子 

東京学芸大学附属国際中等教育学校 ３年 女子 

自由学園高等科 ３年 男子 

NPO 法人企業教育研究会 市野 敬介 

〔ファシリテーター補助〕 

株式会社ディー・エヌ・エー 脊戸 篤志 

〔書記〕 

目白大学 小倉 知枝 

 

【第４班】４人 

自由学園高等科 ３年 男子 

水戸女子高等学校 １年 女子 

茨城県立勝田工業高等学校 ２年 女子 

鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 

〔ファシリテーター〕 

帝京高等学校 三輪 清隆 

〔ファシリテーター補助〕 

Yahoo!JAPAN 箕輪 憲良 

〔書記〕 

お茶の水女子大学 中山 翠 

 

〔書記リーダー〕 

目白大学 町田 沙奈美 

高校生熟議サ

ミット・最終報

告会スケジュ

ール： 

東京・大阪からそれぞれ代表者３名を選出し、下記の予定で「高校生熟議サミット」

および「最終報告会」を行ないます。 

 

「高校生熟議サミット」 2012 年 12月 15 日（土）13:30-17:00 

於：東京ユビキタス協創広場 CANVAS（内田洋行） 

「最終報告会」 2013 年 1 月 28 日（月） 
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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（予定） 
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7. 高校生熟議 2012 in 大阪 第二回リアル熟議 開催概要 
第二回概要： 
 

第２回は高校生、教員、企業関係者など 80 名近くの参加者を得て、「スマホ時代

のネットの在り方・使い方」をテーマに第１回の内容を踏まえて、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 「スマホ時代のネットの在り方・使い方」 

第２回の最終回は高校生、教員、企業関係者など 80 名近くの参加者を得て、「これ

からのネットとケータイを考える」をテーマに高校生と教員が６つのグループに分

かれて活発な議論と発表を行いました。 

 

開会の挨拶 

大阪私学教育情報化研究会 会長、大阪私立羽衣学園高等学校校長 馬場 英明 

総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課課長 園田 雄二様 
・携帯電話やスマホに関する現状をプレゼンテーションファイルを活用して説明い

ただく。 

米田教諭（羽衣学園高校）の「これまでのリアル熟議やネット熟議」の報告 
 

第一部：大阪・東京各校自己紹介 

・東京との TV 会議でお互いに学校紹介を実施して、その後質疑応答を実施しまし

た。質疑応答は地域の特性がでて大変盛り上がりました。場も一気に和やかになり

ました。 
 

第二部：熟議「スマホ時代のネットの在り方・使い方」 

６つのグループに分かれて取り組みました。書記とファシリテーターも６つにわか

れて入りました。 
熟議・プレゼン資料作成 
<プレゼンテーションにむけて> 
熟議の最後に各グループからプレゼンテーションしていただきます。これまでの熟

議のように模造紙での発表ではなく、パワーポイントにまとめて、それを使って発

表をお願いします。パワーポイントは、今回のテーマに沿ってテンプレートが用意

されています。プレゼンテーションの内容と一緒に、どんなプレゼン資料にすれば

いいかも話し合ってください。テンプレートの解説をします。 
 
１）「スマートフォンって何」 これまでのリアル熟議やネット熟議の中で議論し

た、スマホについて、整理してまとめましょう。どんないい点があり、どう活用し

ているか。自分たちにとって、現在どんな位置付けなのかなど、積極的に伝えてく

ださい。 
２）「スマホのトラブルにどう対処する」 これまでのリアル熟議やネット熟議の

中で議論した、スマホのトラブルの部分について、整理してまとめましょう。どん

なリスクがあり、それに対して自分たちは日頃、どう対応しているか。フィルタリ
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ングだけでなく、時間の使い方や、迷惑メール、友だちとのトラブルなど様々なこ

とがあると思います。議論した内容を整理しながら、伝えてください。 
３）「スマホ世代の高校生の主張」 将来の社会像、環境、自分たちの夢など、今

回の熟議の結論を発表する頁です。 
 
このテーマは、スマホの未来像を考えるだけでなく、高校生の皆さんが将来どんな

夢を持ち、それを実現していくかという視点で考えてください。もちろん一人一人

の夢や将来像が違っても構いません。その中で、どんな社会や環境を創っていきた

いのか？創るのは皆さんの周りの保護者や先生たちではありません。これからの社

会を担う皆さんです。次の世代を担う皆さん、自らどんな社会で、その中でどんな

将来を描いていくか、夢一杯に熟議してください。 
 

第三部:グループ発表 

グループごとにまとめた内容を発表していきました。全ての班が短い時間の中で内

容をうまくまとめての発表でした。発表方法も工夫を凝らしたものが多く、大変盛

り上がりました。 

 
講評 

発表終了後、熊本県熊本市立錦ヶ丘中学校 教頭 桑崎 剛先生から講評をいただ

きました。 

 

最後に全体で集合写真をとりました。 
12 月 15 日に実施される高校生熟議サミットについてリーダー代表３名を選考しま

した。 
 
※第二部のグループ熟議の詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 

「リアル熟議」 
参加校： 

〔大阪府〕 
大阪羽衣学園高等学校、大阪学院大学高等学校、大阪成蹊女子高等学校、 
大阪府立布施高等学校、大阪府立天王寺高等学校、大阪市立東高等学校、 
大阪府立岬高等学校 
〔奈良県〕 
関西中央高等学校、奈良県立王寺工業高等学校、奈良県立奈良朱雀高等学校 

日時： 2012 年 11 月 3 日（土）13:30-17:00 
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 35 人 
見学者 43 人（教員・教育関係者 25 人 その他 18 人） 
合計：78 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 
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大阪成蹊女子高等学校 １年 女子 
羽衣学園高等学校 １年 女子 
関西中央高等学校 ２年 男子 
奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 
奈良県立奈良朱雀高等学校 ２年 男子 
〔ファシリテーター〕 
大阪府立布施高等学校 教諭 竹内 健二 
〔書記〕 
宝塚造形芸術大学 中川 芳剛 
 
【第２班】６人 
奈良県立奈良朱雀高等学校 ２年 男子 
大阪府立天王寺高等学校 １年 男子 
羽衣学園高等学校 ２年 女子 
羽衣学園高等学校 ３年 女子 
大阪学院大学高等学校 １年 男子 
大阪市立東高等学校 ２年 男子 
〔ファシリテーター〕 
大阪府立春日丘高等学校 教諭 吉村 剛志 
〔書記〕 
奈良佐保短期大学 金子 真志 
 
【第３班】６人 
羽衣学園高等学校 ２年 女子 
羽衣学園高等学校 ３年 女子 
大阪府立天王寺高等学校 １年 男子 
奈良県立奈良朱雀高等学校 １年 男子 
大阪学院大学高等学校 １年 男子 
大阪市立東高等学校 ３年 男子 
〔ファシリテーター〕 
関西中央高等学校 教諭 村上 徹 
〔書記〕 
大阪アニメーションカレッジ専門学校 林 直人 
 
【第４班】６人 
大阪学院大学高等学校 １年 男子 
奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 
大阪府立布施高等学校 １年 女子 
羽衣学園高等学校 ２年 女子 
羽衣学園高等学校 １年 女子 
大阪府立天王寺高等学校 ２年 男子 
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〔ファシリテーター〕 
聖母被昇天学院中学校高等学校 教諭 岡本 弘之 
〔書記〕 
和歌山大学 東野 利貴 
 
【第５班】６人 
大阪成蹊女子高等学校 １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 
大阪府立天王寺高等学校 ２年 男子 
奈良県立奈良朱雀高等学校 １年 男子 
奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 
〔ファシリテーター〕 
大阪学院大学高等学校 教諭 松本 宗久 
〔書記〕 
大阪電気通信大学 當山 達也 
 
【第６班】５人 
羽衣学園高等学校 １年 女子 
関西中央高等学校 ２年 男子 
奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 
大阪府立岬高等学校 ２年 男子 
大阪成蹊女子高等学校 １年 女子 
〔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〕 
大阪府立岬高等学校 教諭 加藤 光 
〔書記〕 
大阪府立岬高等学校 教諭 加藤 光 

高校生熟議サ

ミット・最終報

告会スケジュ

ール： 

東京・大阪からそれぞれ代表者３名を選出し、下記の予定で「高校生熟議サミット」

および「最終報告会」を行ないます。 

 

「高校生熟議サミット」 2012 年 12月 15 日（土）13:30-17:00 

於：東京ユビキタス協創広場 CANVAS（内田洋行） 

「最終報告会」 2013 年 1 月 28 日（月） 

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（予定） 
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8. 高校生熟議 2012 サミット 開催概要 
サミット概要： 
 

 東京・大阪のそれぞれ 3名の高校生代表（計 6名）がそれぞれの熟議の結果を持

ちより、最終提言をまとめるための熟議を開催しました。すばらしい提言ができま

した。 

 
熟議サミット参加校：（各校１名）  
〔東京都〕東京学芸大学附属国際中等教育学校 
〔神奈川県〕鎌倉女学院高等学校 
〔茨城県〕水戸女子高等学校 
〔大阪府〕大阪市立東高等学校 
     大阪羽衣学園高等学校 
〔奈良県〕奈良県立王寺工業高等学校 
 
【開会の挨拶】 
内閣府 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付 
参事官（総合調整第一担当・青少年環境整備担当） 山本 和毅 様 
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 
課長補佐 宮田 洋輔 様 
 お二人から高校生に期待のお言葉をいただき会は始まりました。 
 
第一部: 熟議 

「高校生が考えるスマートフォン時代の情報モラルと利活用」 

まず全体の進行役の羽衣学園高校 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が選んで買ってきたお土産の説明と意気込

みを発表しました。 

最初は緊張していましたが ここで少し和やかになってきました。 

 

「テーマ１」今までの熟議で出た課題や問題点を青い付箋に、「テーマ２」事業者

や大人に向けてスマホをどのように活用しているか、また、やってもらいたいこと

を赤い付箋に、「テーマ３」行政の方に向けてスマホをどのように活用しているの

か、また、してほしいことを緑の付箋に、「テーマ４」テーマ１～テーマ３をまと

めて、次世代のスマホはこうなる、自分たちはこうしてほしいということを黄色の

付箋にして書き出し、「テーマ５」テーマ１～テーマ４をまとめて最終発表を行な

いました。 

 
・提言資料作成 
その後、約４０分程度で 模造紙にまとめた本日の記録をプレゼンテーションフ

ァイルにまとめました。お互いに役割分担を決めて内容を簡潔にまとめ、また発表

方法も自分たちで決めていきました。 
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第二部:提言発表 

6 名で 5分以内という条件のもと うまく発表してくれました。 

 

【発表内容】 

私達が討論した今までの課題として”依存”という言葉がとても多く上がった。 

バッテリーのもちが悪いという一言をよく考えると、コミュニケーションが疎かに

なるであったり、ウイルスに感染して個人情報が流出する。など、すべてがつなが

ることがわかりました。またその原因は知識不足も関係していると感じました 

自分たちでできることをポストイットに貼りました。 

一番の原因は依存であると考えて色んな事を話しました。そこで出てきた話題とし

て、情報が多すぎて疲れてしまった。だったり、リアルのコミュニケーションがで

きない。などが上がりました。また、課金制のゲームは楽しいからといってお金を

費やしてレベルアップができます。これは、やめてほしい！ということもでました

が、これは事業者さんや行政にお願いするのではなく、自分がセーブする必要があ

ると考えました。 

自分たちにできることもありますが、出来ないこともあります。そこで企業さん

には、セキュリティ対策の強化をお願いしたいです。スマホは、使ってる人のウイ

ルス対策が甘いこともあるので、スマホ本体にウイルス対策アプリを標準で搭載し

てほしいです。 

それから、バッテリーの改良なども行って、長時間使えるようにして欲しい 

続いて、行政さんへのお願いです。マスメディアも取り込んで、ネットリテラシ

ーを広める啓発活動を、今まで以上にして欲しいと感じました。 

また、学校の授業にも、ネットリテラシーに関する内容をもっと多く盛り込んで欲

しいと考えました。どのような教育をして欲しいかというと、スマートフォンを実

際にウイルスに感染させ、感染すると”非常に危険である”というのを身をもって

体感する必要があると思う。これは、先生たちでも厳しいので、行政に加えて事業

者さんも手伝ってほしいし、国は支援をするべきであると思う。 

スマートフォンは、色々なことをすぐ検索できてしまう。これは、”考える力”

をなくすものだと考える。もっと私たちにはスマホについて考える時間が必要だと

思う。 

 

 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】 
お二人から本日の講評をいただきました。 

熊本県熊本市立錦ヶ丘中学校 教頭 桑崎 剛 先生 
栃木県立馬頭高等学校 校長 
全国高等学校長協会 生徒指導研究委員会 副委員長 田代 和義 先生 
  
その後、特別企画を実施しました。現在総務省のネットに関する会議で OECD

本部（パリ）に滞在中の斎藤先生からオンライン・メッセージをいただきまし
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た。 
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 齋藤 長行 先生 
 

最後に全体で集合写真を撮影。 

 

今回の参加メンバーから 1月 28 日の最終報告者 2名を決めました。 

・鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 
・大阪羽衣学園高等学校 ３年 女子 
 

2013 年 1 月 28 日（月） 

13:30～15:30 内閣府 「青少年インターネット環境整備等に関する検討会」 

16:00～16:40 文部科学省  

17:00～17:40 総務省 

経済産業省については、確認中。 

 

※サミット熟議の詳細は別紙「熟議録」をご参照ください。 
「熟議サミッ

ト」 
参加校： 

〔東京都〕 
東京学芸大学附属国際中等教育学校 
〔神奈川県〕 
鎌倉女学院高等学校 
〔茨城県〕 
水戸女子高等学校 
〔大阪府〕 
大阪市立東高等学校、大阪羽衣学園高等学校 
〔奈良県〕 
奈良県立王寺工業高等学校 

日時： 2012 年 12 月 15 日（土）13:30-17:00 
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 58 人（教員・教育関係者 15 人 その他 43 人） 
合計：64 人 

熟議参加生徒： 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人 
東京学芸大学附属国際中等教育学校 ２年 女子 
鎌倉女学院高等学校 ２年 女子 
水戸女子高等学校 １年 女子 
大阪市立東高等学校 ３年 女子 
大阪羽衣学園高等学校 ３年 女子 
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奈良県立王寺工業高等学校 ３年 男子 
〔ファシリテーター〕 
大阪羽衣学園高等学校 教諭 米田 謙三 
〔ファシリテーター補助〕 
慶應義塾大学 平野 翔大 
奈良佐保短期大学 金子 真志 
〔書記〕 
大阪電気通信大学 當山 達也 

最終報告会ス

ケジュール： 

代表者２名が下記の予定で「最終報告会」を行ないます。 

 

「最終報告会」 2013 年 1 月 28 日（月） 

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（予定） 
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9. 高校生熟議 2012 最終報告会 開催概要 
報告会概要： 各２回の東京開催、大阪開催に加え、東京・大阪の代表者各３名計６名による高校

生熟議 2012 サミットを経て、最終報告会としてサミット参加の高校生から代表者

２名が、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」、文部科学

省及び総務省にて熟議で得られ成果を提言として発表した。 

最終報告の内容は、主に以下の通り。 

・スマートフォンは便利ではあるが、デメリットも多い。例えば、機器に通じてい

るといわれる高校生であっても知識が不足、情報漏洩リスクやそれに伴うネット犯

罪の増加に対する懸念、バッテリーや故障の頻度、などがあげられ、これらはこれ

までの携帯電話（フィーチャーフォン）に比べ使用頻度が高まり、生活スタイルが

スマホに依存するようになったためと考える。（Heavy Smarker） 

・企業に対して、バッテリーやフリーズなど機器面での改善や情報漏洩リスクを防

ぐ機能の開発、ゲーム等での課金に対する改善を求めた。具体的な要望として、ス

マホに対する知識・啓発、課金の仕組みなどを TVCM で放送する。スマホの正しい

使い方やウイルスに感染した場合などについて具体的で体験できるような仕組み

や機会を要望した。 

・行政に対しては、スマートフォンの正しい知識や使い方に関する教育や情報提供

の徹底、サイバー犯罪の増加に対する対策、個人情報や情報漏洩への対策を求めた。

具体的には、保護者に対してなぜ子どもにスマホを与えるのかを考えるような啓発

やスマホ利用に関するルール作りを促すことを要望した。さらに、小・中学生に対

して、高校生がスマホの使い方について呼びかけ、一緒に考える機会の創設を提案

した。 

・高校生自身に対しては、自らスマホへの依存にならないような使い方や、ネット

を介さないコミュニケーションの重視、ネット利用における課金利用の自制、ネッ

ト上の情報に頼りすぎない姿勢を求めた。具体的には、責任は利用者自身であるこ

とを再確認するためにも、スマホについて、特に使い方、課金、発現の仕方などに

ついて冷静に考えるべきであるとした。 

まとめとして、安心・安全なネット社会の構築には、次世代を担う高校生自身が主

体となって考えるとともに、企業、家庭、学校、行政はそれを積極的に支援して欲

しいことを訴えた。 

 

※内閣府、文部科学省、総務省での質疑応答については、別添「高校生熟議 2012

最終報告会質疑録」をご参照ください。 

参加人数： 熟議参加生徒 2 人 
引率者 5 人（教員・教育関係者 3 人 その他 2 人） 
合計：7 人 

最終報告者： 羽衣学園高等学校 ３年 

鎌倉女学院高等学校 ２年 

報告対象： [内閣府] 「第 16 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 電気通信事業部 消費者行政課 他 
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日 時： 2013 年 1 月 28 日（月） 

[内閣府] 13:30～15:30 

[文部科学省] 16:00～16:40 

[総務省] 17：00～17：40 

場 所： [内閣府] 中央合同庁舎第４号館 

[文部科学省] 同省会議室 

[総務省] 中央合同庁舎第２号館 会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 主担当 
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 
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熟議懇談会 鎌田 熟議全般、 
EMA 吉岡 他 事務局、庶務、受付 
安心ネットづくり促進協議会 石原 記録（撮影） 
内田洋行 市村、佐藤 会場設営、機材準備等 
 
11. リアル熟議 成果物と終了後の対応 
１）書記は、PC を使い、Word で熟議の内容を記録。 
２）グループ発表の画面の撮影（又は画像保存） 
３）リアル熟議終了後、書記が記録した各グループの熟議内容を PDF 化し、発表の画像と併せて、大

阪私学教育情報化研究会のサイトにアップデート 
４）ネット熟議のサイトに大阪私学教育情報化研究会の当該頁のリンク URL を記載 
５）第三回終了後、桑崎先生の総評と併せて、大阪私学教育情報化研究会にて取りまとめ 
６）総務省、文部科学省へのプレゼンテーション 

 
12. ネット熟議 進行と成果物 
１） ネット熟議の開始は、事前に実行委員会より案文を作成の上、文科省に提出 
２） 定刻に自動でネット熟議開始 
３） 金子君、平野君はネット熟議のファシリテーターとして議論の整理。米田先生、更科先生、EMA

は管理者として不適切投稿等の対応を行う。 
４） 関係者は、高校生を含め、ネット上で議論を継続 
５） 必要に応じて、グループ毎、個別課題での議論が必要な場合には、スレッドを立てる 
６） ネット熟議終了後、米田先生にて、ネット熟議の成果を整理の上、次回のリアル熟議にて、前

回のリアル熟議と併せて発表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


