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1. 最終報告会 概要 
日 時： 2013年 1 月 28 日（月）13:30-17:40 

場 所： 〔内閣府 中央合同庁舎第 4号館〕 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-1−1 

〔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 

スケジュール： 

13：30～15：30 

16：00～16：40 

17：00～17：40 

 

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 

出 席 者： 

（敬称略） 

〔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 

〔引 率〕 

大阪私学教育情報化研究会 会長/羽衣学園高等学校 校長 馬場 英明 

羽衣学園高等学校 教諭 米田 謙三 

鎌倉女学院高等学校 教諭 佐藤 正二 

〔随 行〕 

安心ネットづくり促進協議会 事務局 創一 

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 

一般社団法人全国高等学校 PTA連合会 顧問 髙橋 正夫（文科省・総務省のみ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. 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」質疑 
〔最終報告に関する質疑〕 

（内閣府構成員：以下構成員）子どもの時からケータイやスマホを触っていると目や姿勢が悪くなると言われるが、使い過ぎて身体に不

調や歩きケータイで事故にあった経験はありますか？ 

（生徒）小さな子どもが寝ながらケータイいじるスタイルにはびっくりした。目や健康にも悪いので、保護者に注意したら、それ以来ス

マホを見せないようにしているらしい。実際、肩こりがあり、熟議でも「疲れる」という意見があり、「疲れないスマホ」を作って欲し

いという意見も出た。 

（生徒）街中の人ごみでやっている人がいて本当に迷惑を感じる。 

 

（構成員）佐賀県で高校生にタブレット PCを全員に持たせるようだが、そうなったら皆さんはスマホを使う量は減りますか？ 

（生徒）タブレットがあれば減ると思う。ネットは Facebook や SKYPE が多いので、タブレットの方が使いやすい。スマホは専ら連絡用 

（生徒）タブレット PCを使ったことがないが、ノート PCでかながえるとやっぱりスマホ利用は減ると思う。 

 

（構成員）関心の低い友だちについてどう関心を持たせればいいか？また、保護者も一緒に口座をうけるのは嫌ですか？ネットやケータ

イは親子のコミュニケーションを図るいいツールだとも思うが。 

（生徒）自分も熟議に参加するまではあまり関心がなかったが、熟議で関心が高まった。そこで学校でその話をすると回りの反応も良か

ったので、知識や関心のある人が回りに伝えていくべきだと思う。私は、親子で講座を受けるのは大賛成。母とは LINE でやりとりして

いるし、謝りにくいときも、LINE で謝ったりする。それで親子関係がうまくいっている。 

（生徒）熟議に参加するまでは、スマホを持っていなかった。（最近買った）関心のある子たちとは距離感があったように思う。親子で

講座は賛成。親が分かっていないのは不安で危なっかしい。親も理解しておくべき。 

 

（構成員）高校生が、小・中学生にネットの啓発をするというのは、この検討会でも出ない発想だと思う。具体的にどうすればいいと思

うか？ 

（生徒）４～５人のグループワークで熟議で話し合った内容などをクイズのようなゲーム感覚で取り組むのはどうか？ 

（生徒）教科としての情報の授業は、教科書を使っても全然印象に残らない。高校生が分からないのに、小・中学生にはもっと分からな

いと思う。授業内容をもっと改善しないと。 

 

（構成員）私自身も熟議を参観したが、高校生たちは本当にユニークな発想で、真剣に取組んでいた。熟議的な情報教育であれば、子ど

もたちが、自分の意思で考える情報教育という意味で中身ももっと濃いものになるのではないだろうか。小・中学生に高校生が話すとい

うのは、本当に感心した。高校生の提案はこれまで実現できなかったことに対してやる気を感じた。文科省や他の府省庁も、「教えなき

ゃいけない」「守らなきゃいけない」から発想を変えて考えてみてはどうか？ 

 

（構成員）引率の先生に伺いたい。こういう場では、保護者や教員という言葉がよく出るが、実際には教員のリテラシーの問題もあるが、

どのように現状を捉え、どうすべきと考えているか？ 

（教員）私自身も情報の教員ではなかった。学校現場は、外部とのアクセスが極端に制限されている。分からない教員は LINE や Facebook

と言われても混乱して、放置してしまう。私学はケータイ自体を禁止しているところもあり、教育的には楽な部分もある。ただし今後、

タブレット PCなどが教育現場に入ってくると、教員の啓発は欠かせない。高校生熟議は、多くの教員もオブザーバーで参加しており、

相互に交流しており、また学校に持ちかえってフィードバックしているところもある。熟議のような場を通じて、関係者と連携しつつ、

地道にやっていかなければいけない。現在、我が校では高校 2年生が小学生にどう教えたらいいか？という授業もやっているところ。 

 

（構成員）高校生が知らないこともたくさんあるんだと分かった。やはり大学や社会に出てから必要なことは教えておくべき。大学では



 
 

PC の購入を促され、授業でも PCの利用は当たり前なのに、高校では教科書での授業。落差が大きい。教科書での情報の授業で役に立っ

たことがあれば教えて欲しい。 

（生徒）個人情報流出について、授業で個人が特定されていく過程をシュミレーションした教材を見せられたのは、非常に参考になった。

やはり文字だけでは印象に残らない。 

（生徒）表計算ソフトやプレゼンテーションソフトを使った授業は、大学で役に立つと思う。一方で、～システムとか、サービス名など

を覚えて試験で問われてもあまり役に立つとは思えない。学校の部活で、海外とのやりとりで SKYPE などを使うが、こういうことを授業

に取り入れて欲しい。 

 

（構成員）LINE は他のサービスとどう違いがあると思いますか？ 

（生徒）LINE を使うようになって、いわゆる電話をすることが減った。チャットと通話機能は高校生は LINE を使うので、お金もかから

なくなったと思う。 

（生徒）私は、ガラケーで十分だと思っているので、LINE には興味がない。 

 

（構成員）実際にウイルスに感染したり、知らない人から誘われたりしたことはありますか？ 

（生徒）チェーンメールなどはあるが、スマホになってウイルスに感染という話は、回りでも聞いたことがない。 

（生徒）昔、ガラケーで一日 100 件位、突然迷惑メールが来るようになって、どこで自分のアドレスが漏れたかすごく不安になった。 

 

（構成員）大人は、成人してからスマホを入手。高校生は、ガラケーを使ってからスマホを入手。小さい子どもは最初からスマホという

ふうに、三つの世代の中で、真ん中の両方を知っている高校生が積極的にその脅威について考えてくれているのは心強い。大学生、者貴

人になったときに自己責任で使えるようになる教育が良い。興味のない人たちにも是非、考えて欲しい。 

 

（構成員）塾議で出されている課題は既に大人で話し合われていること。こういった論議をすると、大人の意見に引きずられてしまうこ

とがある。きちんと高校生でデータを出し、分析していく必要がある。提言に関して、行政の項目で出ていた「サイバー犯罪の抑止」は

企業の課題としても認識している。また、情報漏洩については、自己コントロールが効かないがあることまで視野にいれて考えたほうが

いい。「人と直接話さなくなる」について、ある調査ではテレビを見る時間は減っていないと出ている。だとすれば、スマホをする時間

は生活の何が減っているのか。そういったことも考える必要がある。コミュニケーションでは、とくに高校生となると、男子と女子で違

いがあることも見ていく必要がある。何が正しいのか正しくないのか、分析しながら、自分で考えることが大事。アイデアだけでなく実

施してみることも必要である。 

 

（構成員）考える授業、よりコミュニケーションを重視した授業など問題解決に向けて教材開発などに高校生の意見も取り入れてチーム

でアプローチできるようにしたい。 

以上 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. 文部科学省 意見交換 
（文部科学省：以下文科省）一日にどれくらい使いますか？ 

（生徒）計ったことはないが、１時間の通学時間に、15分使って、15 分勉強してという感じ。でも気になることはある。 

（生徒）私は 2 台持ちだが、全体的に使用を抑えているつもり。しかし、スマホを買ったばかりの時は、やはり結構触っていて、依存し

ているなぁと実感した。 

 

（文科省）授業の中では、スマホについて教わりましたか？ 

（生徒）少しだけ。 

（生徒）ネットについてはやりましたが、スマホについては特にない。 

 

（文科省）親とのルールづくりについて、そういう約束をしていますか？またそれをどう思っていますか？ 

（生徒）約束は特に決めていないが、「やっていいことといけないことは分かっているよね」と念を押された。 

（生徒）小さいころからパソコンでネットをやっていたので、親も信頼している。 

 

（文科省）回りの人はどうですか？統計だと 70%位は約束があるとなっているけど。 

（生徒）中 3の妹は、塾から帰って、9時を過ぎるとリビングに置くようになっている。 

（生徒）弟は iPod touchを使っているが、それに関しては特にない。パソコンは 11時以降は立ち上げられないように親が設定している。 

Twitter のようにメールアドレスを登録しないと使えないサービスは全く使わせてもらえない。 

（教員）お金の制限ってあるの？ 

（生徒）中学の時は、金額を決められている人がいた。 

（生徒）私は、一定の利用金額になると警告がくるような設定になっている。 

 

（文科省）依存とヘビーユーザーとは違うと思うが、依存になってしまう人が多いのか？ 

（生徒）仕事でスマホを使うというのは、依存ではなくヘビーユーザーかもしれないが、高校生で娯楽として使っている人が多いので、

知らず知らず依存傾向にあると思う。 

（生徒）弟もゲームにはまっているし、試験勉強中にも SNS をやってしまう人もいる。 

 

（文科省）スマホはどのくらいの人が持っている？ 

（生徒）半分以上は、スマホです。 

 

（文科省）昔、家庭教師をやっていた生徒が、すぐにメールを返さないと、と言って焦っていたけど、そういう気持ちって分かりますか？ 

（生徒）やりとりしている内容にもよると思う。どうでもいい話だったら後回しにできるし、何か約束事や決めごとをしているなど緊急

性がある場合には、すぐに返したい。 

（文科省）ということは、自分でコントロールできている？ 

（生徒）私の場合は、回りの友だちもかなりルーズなので、お互いに気にしていない。 

 

（文科省）メールなどで生活がおかしくなってしまっている人はいますか？ 

（生徒）いないと思う。 

（生徒）SKYPE や Facebook でいつも ONLINE になっている人はいますが、何をやっているんだろうと思う。 

（文科省）即レスが来る人ってびっくりするよね。 

（教員）SNS などでは、そういう例がありますね。 



 
 

 

（文科省）ゲームで高額課金やネットでの悪口がトラブルになど、実際にはありますか？ 

（生徒）回りにはいない。 

（生徒）むしろゲームをやると、ゲームの方が課金しろみたいにアピールしてくるので、うるさく感じる。弟の友達で課金してやってい

ると聞くので、ちょっと心配。 

（教員）実際に課金までしてゲームをやる子は全体からすると率は低いが、はまっている子の場合は、どうしても高額になりやすいとい

うのが問題。実際は、高校生はそのあたりクールなので、そんなにゲームはしていない。はまる子が稀に高額になるので、それがニュー

スになってしまう。 

（生徒）「LINEはずし」というのがある。LINE のグループに入っていないということで、いじめになってしまうかもしれない。いろいろ

な事情で入れていない場合もあるが。 

（生徒）いじめられている子が、いじめている子に Twitter やっているのがばれて、アカウント変えても探されるからやめるしかないと

言っていたのは痛々しかった。 

（教員）グループ化の傾向があり、一体多という人間関係になっている。 

（生徒）あまり仲良くないから、入れないでおこうなんてこともある。 

（文科省）今の高校生じゃなくて私は良かった。 

（教員）試験の連絡なんかでは相当、生徒同士使っています。あとは写メ。何でも写メしますね。 

（生徒）答えを書き写さないで、とりあえず写メ。 

 

（文科省）先生は仲間に入れてもらえるの？ 

（教員）Facebook などはそれとなく見ています。 

（生徒）イイネ!押してくれる。 

 

（生徒）ガラケーは SKYPE ができないので、海外の友だちと TV電話できるコミュニケーションツールとしてはスマホはいい。 

（生徒）海外中学している友だちの誕生日に、みんなで動画を撮って送るなんていうのは便利。 

 

（文科省）相談する相手は誰ですか？実際にはどんなことを相談しましたか？ 

（生徒）問題になったことはないけれど、相談するならまずは友だち。それでも解決できない時は、先生に。 

（生徒）親に相談します。あとは話のネタに友だちに言う。一日に 100 件迷惑メールが来たときは、先生には相談しなかった。 

（生徒）私は、結構あたり前のように大量の迷惑メール来るけど。 

（生徒）知らない人から同じ文面で何人からも来る。 

（生徒）アイドルからも来るよね。 

（教員）教員のスキルは低いの実情です。だからアジア圏の中では、日本は教員への相談は圧倒的に低い。教員側のスキルの格差が激し

い。これは保護者も同じですが。 

以上 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

4. 総務省 意見交換 

（総務省）スマホは高校 3年生より 1年生の方が所有率が高いといわれているが、実際はどうか？その場合はどんなことを感じる？PC

に比べてスマホ、ガラケーに比べてスマホに依存しやすいコミュニケーションへの影響は？ 

（生徒）2 年縛りがあって後輩が iPhone 持っていたのが格好良かった。実際に持ってみると便利だけどそんなに特別なことではなかった。 

（生徒）熟議に参加した後輩も先輩も皆、ガラケー。私は 2台持ち。ガラケーはネットができないし、スマホは塾で必要なので。ガラケ

ーでコミュニケーションしたいという意欲がなかったので、スマホでも LINE などには興味がない。私は、幼稚園からパソコン触ってい

て、小学生のときから PCでインターネットをやっていたので。 

（生徒）ガラケーよりスマホの方が、コミュニケーションは増えた。SKYPE、LINE、Facebook などで。 

（生徒）どこにでも持ち出せて使える気軽さが原因かと思う。 

 

（総務省）ガラケーからスマホに変わって、メールや通話が減ったというのは LINE などの利用のせい？ 

（生徒）メールに比べてチャットのリアルタイム性があるので、そちらを使う。 

（生徒）メールでのコミュニケーションが主なので、LINE には興味がない。はまったら抜けられなくなりそうで、受験にも影響しそう。 

（生徒）無料通話はしない？ 

（生徒）もともと通話はあまりしない。メールもリアルタイム性を求めていないし。 

 

（総務省）通話の頻度は減りましたか？ 

（生徒）通話は元々あまりない。メールは本当に減った。母親も LINE を使っている。謝るのが悔しかったので、LINE で謝ったりしてい

る。高校生でそういう使い方をしている人もいる。 

 

（総務省）依存って何だと思いますか？ちょっと暇があると触っていることもある。いっぱい触るから依存なのか？ 

（生徒）量ではなく質だと思う。父親とか弟はゲームばっかり。その辺の区別が大切。 

（生徒）使い方次第。仕事で使うのと、娯楽で使うのは違う。自分自身で結構使っていると自覚出来ているか？ということ。 

 

（総務省）ネット世界の怖さについて、実際にそういうことに直面したことはあるか？あと、家庭でのルールはあるか？ 

（生徒）ない。ないからこそ、ウイルスなどに感染した時の疑似体験をしてみたい。 

（生徒）一日で迷惑メールが 100 件来た時には、どうして自分のアドレスが分かったか不安だった。授業でフィッシングの勉強をして、

怖いと思った。家庭でのルールはない。小学校の 6年間でかなり経験を積んだので、信頼されていると思う。 

（生徒）家では、私だけルールがない。18歳だから自分で判断しなさいと言われている。妹は、中 3なので 9 時以降はリビングに置いて

いかなければいけないことになっている。 

 

（総務省）熟議を参観したが、プレゼンはさらに上手くなっていると思った。本当に成長が早い。課題などはどこから学んでくるのか？ 

（生徒）皆で意見をまとめている。 

（生徒）実際には、学校でお教えてもらわないと勉強はできない。 

（生徒）経験の積み重ねで課題は出てくる。 

（生徒）小学校か中学校で教えてもらったかもしれない。 

 

（総務省）ネットがらみの事件がおきると、大人はすぐに対策したがるが、小・中学生に伝えるには、まず何を伝えればいいと思うか？ 

（生徒）匿名性だから何をやってもいいのではなく、リアルと一緒。ネットを見ていると誹謗・中傷が本当に多い。 

（生徒）何のためにネットを使うのかもう一度考えてもらいたい。メリハリをつけて利用しようと伝えたい。 

 



 
 

（総務省）ウイルスなどの疑似体験は重要だと思った。どういう啓発が効果的なのか、子どもの議論から見えてくる。お互い議論し、疑

問に対して納得して取り組もうとする機会はとても重要。自発的に自己責任だと認識できるスキームは、実効性が高いと感じた。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


