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一部 事業報告 
 

１． 教育におけるＩＣＴ利用促進のための調査研究事業 

１．１ ＩＣＴ支援員養成に関する調査研究事業 
 

学校における教育の情報化を推進するために、総務省や文部科学省の事業が展開さ

れ、学校のＩＣＴ環境整備に向けた支援、授業及び学習におけるＩＣＴの活用への支

援、ＩＣＴ支援員の雇用・配置、等が行われてきた。しかし、ＩＣＴ支援員に期待す

る資質能力の規準やＩＣＴ支援員の採用・配置方法と運用体制並びに業務内容等に関

しては、それぞれの地域や企業団体などの独自の判断で運営されているのが現状であ

る。 

本事業では、ＩＣＴ支援員に期待する資質能力の規準及び支援員の運用体制の明確

化を図るとともに、支援員を養成するための研修プログラムを開発することを目標に、

ＩＣＴを活用して効果的で魅力的な授業実践を行えるための、ＩＣＴ支援員の養成に

関する調査研究を行った。 

昨年度の実態調査をふまえ、今年度は、まずＩＣＴ支援員が持つべきスキルを自己

評価するためのルーブリック（５分野２１項目３レベル）としてまとめた。また、そ

れらスキル育成に向け、「教育補助員として資質」「授業者（教職員）支援」の分野を

対象とする研修プログラム案を準備し、実証実験として 1～３年程度の経験している

ＩＣＴ支援員の方々に対して研修を実施した。 

 

１．２ ２１世紀型コミュニケーション力育成事業 
 

 継続事業の４年目であり、コミュニケーション力育成の普及を図るために、各学校

でコミュニケーション力の育成に向けた指導が行えるように、教員向けの研修パッケ

ージを企画・開発した。これまでに制作した「コミュニケーション力指導の手引」

「続・コミュニケーション力指導の手引」を参考に、２１世紀型コミュニケーション

力の発想メソッド（ツール）を学ぶ研修モジュールや、２１世紀型コミュニケーショ

ン力育成に向けた課題解決や合意形成を行う研修モジュールを作り、それらを用いた

研修を実際に協力校で実施・評価した。 

 また、ＩＣＴの効果的な活用方法を研究するために、鳥取県岩美町立岩美中学校及

び千葉県柏市立旭東小学校で、協働学習における iPad を用いた授業研究を行なった。 

 

１．３ 青少年のインターネット・リテラシー指標に関する調査研究 

                                        （総務省事業） 
 スマートフォンが急速に普及し、インターネットがますます青少年にとって身近に

なる中、青少年がインターネットを安全に安心して活用するためには、インターネッ

ト・リテラシーの向上が急務であることから、インターネット上の危険・脅威に対応

するための能力とその現状を可視化するため、これらの能力を数値化するテストを平

成２３年度に開発。「青少年がインターネットを安全に安心して活用するためのリテ

ラシー指標（ＩＬＡＳ：Internet Literacy Assesment indicator for Students）」

としてとりまとめた。 

平成２４年度は「青少年のインターネット・リテラシーに関する実態調査」を受託
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実施。平成２４年６月から７月にかけて、協力を得られた全国２４校において２，４

６４人を対象にテスト及びアンケートを実施。平成２４年１０月１日、調査結果を総

務省情報通信政策研究所より公表。 

 

(1) アンケート結果 

スマートフォンの保有率は５９％、インターネットを利用する際に最もよく利用す

る機器はスマートフォンと回答した者が４８％と、青少年においてスマートフォンの

保有・利用は他の機器に比較し突出している。 
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(2) テスト結果 

テストの平均正答率は６７％。また、リスク分野別にみると、ILAS の中分類で

「不適正取引」（５５％)と「セキュリティリスク」（５９％）に関するテスト問題の

正答率が他に比べてかなり低い率となった。 
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リスク中分類毎の正答率(%)
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２． 教育の情報化普及促進事業 

２．１ ＩＣＴ夢コンテスト事業 
 

平成２３年度に次いで２年目となる「ＩＣＴ夢コンテスト」を実施した。「ＩＣＴ

を利活用して、地域で支えられる次世代の子どもを育む」のコンセプトのもと、子ど

もの成長や人づくりに重点をおいている。募集部門は学校部門と地域部門。学校部門

は学校や教育委員会関係のＩＣＴ利活用授業やＩＣＴ支援員活動、又ＩＣＴを利活用

した部活動などの実践事例であり、地域部門は家庭と学校を結ぶ活動、ＩＣＴを利活

用した大学・企業及び社会教育施設などが実践する子どもの教育支援活動である。 

全国から学校部門１１１件、地域部門２２件の計１３３件の応募があった。審査は、

審査委員会（委員長中川一史放送大学教授 他８名）により先進性、独創性など４つ

の観点を基軸に厳正な審査を行ない文部科学大臣賞（学校部門と地域部門）、総務大

臣賞、ＮＨＫ賞、ＣＥＣ賞、ＪＡＰＥＴ賞及び東日本大震災の被害を受けた学校等の

復興を願ってＣＥＣ特別賞（東日本大震災復興）を選ぶとともに、ＣＥＣ奨励賞２７

点を佳作入賞として選定した。 

入賞した３４件をＣＥＣ成果発表会場で表彰するとともに成果発表会において実践

事例として発表し、多くの地域や教育関係者の聴講を得てＩＣＴ利活用の質的・量的

な普及啓発活動に繋げることができた。 

平成２４年度 表彰 

□文部科学大臣賞（学校部門）「思い出スライドショーをつくろう」 

横浜市立北方小学校  鳥越 和貴 

□文部科学大臣賞（地域部門）「静岡市協働パイロット事業・障害者が活躍した学

校ネットパトロール～就労支援プログラムとして

の可能性を探る～」 

静岡市市民生活課、静岡市学校教育課、静岡市障害者福祉課、パソコンわか

ばくらぶ（共同） 小林里加 

□総務大臣賞        「学校と家庭と地域を繋ぐ学習者用端末の活用」 

佐賀市立若楠小学校  内田 明 

□ＮＨＫ賞         「子ども記者、地域・朝市をフリペで発信」 

上越教育大学附属小学校 水谷 徹平 
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□ＣＥＣ賞         「英語による海外旅行提案コンテスト「Top  

Holiday Destinations」」 

大阪府立東百舌鳥高等学校  稲川 孝司 

□ＪＡＰＥＴ賞       「夢あふれる郷土づくりのために～ＩＣＴを活用し

た地域・学校との連携によるふるさとパワーアッ

プ作戦～」 

 長崎市立茂木中学校  江﨑敏夫 

□ＣＥＣ特別賞 「岩手県の中学校を結ぶ、学習ポータルサイト

「Ｇアップシート・Ｇベース学習サイト」」 

 岩手県立総合教育センター  奥田 昌夫 

ＣＥＣ奨励賞    ２７件 

 

 

２．２ 「教育の情報化」推進フォーラム（ＣＥＣ成果発表会） 

 

平成２５年３月１日、２日に国立オリンピック記念青少年総合センター（国際交流

棟）において「平成２４年度『教育の情報化』推進フォーラム」を開催し、ＣＥＣの

活動成果の発表や学校教育現場におけるＩＣＴ活用事例の紹介を通じて、教職員、大

学の研究者、教育関連企業の交流を図った。今年度は講義方式での成果の発表だけで

はなく、２１世紀型コミュニケーション力育成事業と「ネット社会の歩き方」講師育

成セミナー事業の報告にて、体験型の分科会を計画し、参加者を募り授業やセミナー

形式での実践を体験していただいた。来場者数は延べ１，５００名であった。 

 

(1) プログラム概要－ 

1)特別講演 

「地球はどうぶつでいっぱい」 

絵本作家    あべ弘士氏 

2)基調講演 

「教育の情報化ビジョンのめざすもの」文部科学省参事官付企画官 水野晴央氏 

3)事業報告 

「総務省におけるインターネット・リテラシーの向上に関する取組」 

「企業発表」 

「移動コンピュータ教室」を用いた情報モラルの授業」 

「ネット社会の歩き方」情報モラル指導体験セミナー 

「２１世紀型コミュニケーション力の育成」 

「２１世紀型コミュニケーション力の育成 体験模擬授業」 

「先進事例から学ぶＩＣＴ支援員の養成」 

「ＮＴＴグループのフィールドトライアル」 

4)実践事例報告  

ＩＣＴ夢コンテストにおいて表彰された３４名の方が、３会場２日に亘って「Ｉ

ＣＴを用いた子どものために工夫していること」を報告した。 
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5)企業発表 

「教育ＩＣＴ最新情報紹介」と題して、教育関連事業に積極的に取り組んでいる

企業１３社が教育用ＩＣＴ製品情報を発表した。 

6)総括パネルディスカッション 

「多様化する子どもたちにどう向きあうか」と題して、 

赤堀侃司当財団理事長をコーディネーターに、 

安来市立赤江小学校     教諭     井上賞子氏 

倉敷市立粒江小学校     校長     尾島正敏氏 

慶應義塾大学        教授     中村伊知哉氏 

日本女子大学        教授     吉崎静夫氏 

をパネリストとしてディスカッションを行った。 

7)企業展示 

学校教育関連企業４３社が電子黒板を初めとする教育関連機器やシステムの展示

を行った。 

 

 

３． 教育現場のＩＣＴ安心安全対策事業 

３．１ 「ネット社会の歩き方」講師育成セミナー事業 

（公益財団法人ＪＫＡ補助事業） 
一昨年度まで「全ての教科等における全ての教員による情報モラル教育」と、「学

校・家庭・地域が連携した情報モラル教育」を支援するため、ＪＫＡ（旧日本自転車

振興会）補助事業として、「親子のためのネット社会の歩き方セミナー」事業を実施

し、「親子のためのネット社会の歩き方セミナー」を開催、直接児童生徒と保護者に

対して、情報モラル指導を実施してきた。 

しかし、これら活動では、全国の小学校、中学校に対し、より広く、確実な情報モ

ラル教育を展開することは難しいと考え、昨年度から情報モラル教育を実施できる講

師をより多く育成するための活動に内容をあらため、座学だけではなくワークショッ

プを実施。地域の指導者として、学校での校内研修の講師として情報モラルを指導す

る際の手法などを体験していただいた。具体的には講師育成セミナーを全国で１５回

開催し、小学校から高等学校の教職員を主な受講者として５６０名を越える受講者が

参加した。 

児童生徒への安全安心対策として、彼らがインターネットやパソコン、ケータイ等

を利用するのは、家庭や友達の家、通学路などの学校外での使用が圧倒的に多くなっ

ている。このような学校外でのＩＣＴ利用を適切なものとするためには、学校で情報

モラル教育を行うだけでなく、保護者や地域住民の方々にも「情報モラル」について

理解していただき、家庭での約束づくりや地域における「見守る目」作りなどを行っ

ていただくことが必要である等実態を知って頂くこと、ワークショップなどの話し合

いや発表を実際に体験していただき、地域の研修や学校での校内研修の講師となって

いただくための指導方法を身につけていいただいた。また、直ぐに講師となるための

教材をＰＰＴで作成したほか指導に有効な教材を示した。 
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３．２ 高校生向けインターネットリテラシー教材開発事業 

（公益財団法人ＪＫＡ補助事業） 
児童生徒のための安全安心対策として平成２４年度は「中学生・高校生のためのネ

ット社会の歩き方」といった中学生から高等学校の生徒向けの情報モラル教材（冊

子）の開発を行った。昨今のスマホやモバイル端末の市場の拡大は著しく、生徒達も

何も知らないまま使用しているケースが多く非常に危険な状態である。無料と言われ

ているソフトが実は個人情報を抜き取るものであったり、ＳＮＳを使い分けているつ

もりでも、他のＳＮＳにも登録した友達の情報が自動的に登録されてしまい使い分け

ができなかったり、自分の位置情報が書き込まれた写真を知らずに公開してしまうな

ど、知らないと危険な目にあうことは少なくない。高校生の９割以上が携帯電話を保

有し、その５割以上がスマートフォンを保有している状況から、スマートフォンに係

わる喫緊の課題を掲載し、中学生・高校生自身の安全安心確保のために手にとって読

んでもらうことを想定して開発した。 

 

 

４． その他 
 

情報発信の要であるホームページを７月に全面リニューアルを実施した。 

事業を「ＣＥＣの事業」と「ＣＥＣの成果」という２つの柱で紹介し、コンテンツ

を６つのグループにまとめた。また、右のメニューバーに「ＪＫＡ」、「ネット社会の

歩き方」、「コミュニケーション力指導の手引申し込み」へリンクを張り、閲覧促進を

図る。   

 

メールニュースを利用した日常的な情報提供を継続して実施した。また、平成１９

年度で終了したＥスクエア・エボリューション事業に係る内容を含めて、ＣＥＣなら

ではの活動として以下を継続して実施した。 

(1) ＯＳＰポータル及びセキュリティ・ライブラリーの運用 

ＯＳＰ基本パッケージＶ２、ＯＳＰ学校サーバ等のソフトウェアをホームページ

からのダウンロードで提供するとともに実践事例を中心にＯＳＳ関連の情報提供

を継続した。 

(2) 学校情報セキュリティハンドブック及び解説書 

学校情報セキュリティハンドブック及びセキュリティポリシーの実事例を取り込

んで充実させた学校情報セキュリティ解説書を発行した。 
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二部 総務報告 
１．理事会 
平成２４年度においては、一般財団法人コンピュータ教育推進センター（以下、Ｃ

ＥＣと言う。）の運営に関する重要な事項を決議する理事会を３回開催した。 

 

(1) 第１回 理事会 
1)開催日：平成２４年６月１２日（火） 

2)場 所：アルカディア市ヶ谷 「赤城の間」 

3)議 事：第１号議案 平成２４年度変更事業計画書について 

第２号議案 平成２４年度変更収支予算書について 

第３号議案 平成２３年度事業報告書について 

第４号議案 平成２３年度決算報告書について 

第５号議案 公益目的支出計画について 

第６号議案 基本財産について 

第７号議案 平成２４年度補助事業の実施について 

第８号議案 評議員会の招集について 

第９号議案 評議員の選任について 

その他   ・役員の選任について 

      ・平成２４年度の理事長及び執行理事の業務執行状況 

・資産運用管理状況報告 

 

(2) 第２回 理事会 
1)開催日：平成２５年３月２５日（月） 

2)場 所：アルカディア市ヶ谷 「貴船の間」 

3)議 事：第１号議案 平成２５年度事業計画書について 

第２号議案 平成２５年度収支予算書について 

第３号議案 一般社団法人との合併について 

その他   ・資産運用管理状況報告 

 

 

２．評議員会 
ＣＥＣの事業運営に関する重要事項について理事長の諮問に応じ審議し、または、

意見を具申する評議員会を１回開催した。 

 

(1) 第１回 評議員会 
1)開催日：平成２４年６月２１日（木） 

2)場 所：アルカディア市ヶ谷 「貴船の間」 

3)議 事：第１号議案 平成２４年度変更事業計画書について 

第２号議案 平成２４年度変更収支予算書について 

第３号議案 平成２３年度事業報告書について 

第４号議案 平成２３年度決算報告書について 

第５号議案 公益目的支出計画について 

第６号議案 基本財産について 
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第７号議案 平成２４年度補助事業の実施について 

第８号議案 役員の選任について 

第９号議案 評議員の選について 

その他   ・資産運用管理状況報告 
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３．役員及び評議員の異動 

(1) 役員の異動 
新 任 辞 任 

 

獅子井 耕司 

日本電気株式会社   

文教・科学ソリューション事業部長 

 

 

東野  正 

日本電気株式会社   

文教・科学ソリューション事業部長 

 

 

 

(2) 評議員の異動 

新 任 辞 任 

 

新井 健一 

株式会社ベネッセコーポレーション 

Benesse 教育研究開発センター 

センター長

 

森本 泰弘 

一般社団法人日本教育工学振興会 

常務理事

 

森田 和夫 

一般社団法人日本教育工学振興会 

専務理事

 

山極  隆 

玉川大学 名誉教授 
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４．委員会活動報告 

４．１ 企画運営委員会 
1)分掌 

ＣＥＣの調査研究開発事業、普及啓発事業を遂行するにあたっての連絡 

調整作業を行う。 

 

2)開催経過 

第１回 平成２４年 ６月７日（木） 

議事：第１号議案 平成２４年度変更事業計画書について 

第２号議案 平成２４年度変更収支予算書について 

第３号議案 平成２３年度事業報告書について 

第４号議案 平成２３年度決算報告書について 

第５号議案 公益目的支出計画について 

第６号議案 基本財産について 

その他   ・資産運用管理状況報告 

 

 

 

第２回 平成２４年 ３月１９日（火） 

議事：第１号議案 平成２５年度事業計画書について 

第２号議案 平成２５年度収支予算書について 

第３号議案 一般社団法人との合併について 

その他   ・資産運用管理状況報告 
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４．２ ＩＣＴ支援員養成に関する調査研究委員会 

 
1)目的 

学校における教育の情報化を推進するために、ＩＣＴ支援員を雇用・配置するな

どして、学校のＩＣＴ環境整備の支援や授業及び学習におけるＩＣＴ活用支援等が

行われている。しかし、ＩＣＴ支援員に期待する資質能力の規準やＩＣＴ支援員の

採用・配置方法と運用体制並びに業務内容等に関して、それぞれの地域の独自の判

断で運営されているのが現状である。 

そこで本事業では、ＩＣＴ支援員に期待する資質能力の規準及び支援員の運用体

制の明確化を図るとともに、支援員を養成するための研修プログラムを開発するこ

とを目標に、ＩＣＴを活用して効果的で魅力的な授業実践を行えるよう、ＩＣＴ支

援員の養成に関する調査研究を行うことにした。 

 

2)委員構成（敬称略：５０音順） 

委員長  南部 昌敏 上越教育大学 教授 

委 員  石野 正彦 上越教育大学 教授 

稲垣 忠  東北学院大学 准教授 

小柳 博崇 株式会社ベネッセコーポレーション 

小犬丸郁夫 株式会社ベネッセコーポレーション 

村松 祐子 富士通株式会社 

 

3)開催経過 

□第１回 平成２４年 ６月２６日（火） 

議題： ・今年度の活動目標の確認 

 ・ＩＣＴ支援員 専門家調査対象者（専門家）と調査項目について 

□第２回 平成２４年 ７月２９日（日） 

議題： ・支援員ルーブリック(ICT 支援員に求められる指導力基準)の検討 

 ・ＩＣＴ支援員研修プログラムの検討 

ＩＣＴ支援員に求められる資質を、ルーブリックとして纏めること

にした。 

□第３回 平成２４年 ９月 ８日（土） 

議題： ・ＩＣＴ支援員 ルーブリックについて 

 ・ＩＣＴ支援員研修プログラムについて 

ＩＣＴ支援員の自己評価のためのルーブリックについて検討を実し

た。 

□第４回 平成２４年 ９月３０日（日） 

議題： ・ＩＣＴ支援員 ルーブリックについて 

ＩＣＴ支援員の自己評価のためのルーブリックについて検討を実施

した。 

 

□第５回 平成２４年１０月２８日（日） 

議題： ・ＩＣＴ支援員 ルーブリックについて 

 ・ＩＣＴ支援員研修プログラムについて 

ＩＣＴ支援員の自己評価のためのルーブリックは、ほぼ内容が定ま
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った。 

ＩＣＴ支援員研修プログラムについて、集中して検討を実施した。 

□第６回 平成２４年１１月１８日（日） 

議題： ・ＩＣＴ支援員 ルーブリックの最終調整 

 ・ＩＣＴ支援員研修プログラムの検討 

ＩＣＴ支援員のルーブリックは内容の最終調整を実施した。 

ＩＣＴ支援員研修プログラムの検討を進め、研修の実証実験は１月３０
日（水）に行うことを確認した。 

□第７回 平成２４年１２月 ７日（金） 

議題： ・ＩＣＴ支援員 ルーブリックの最終調整 

 ・ＩＣＴ支援員研修プログラムの検討 

ＩＣＴ支援員のルーブリックに伴うチェックシートを確認した。 

ＩＣＴ支援員研修プログラムの実証実験計画について調整した。 

□第８回 平成２５年 １月１１日（金） 

議題： ・ＩＣＴ支援員 研修の具体的な進め方の確認 

 ・成果発表会 レジュメ作成について 

ＩＣＴ支援員研修プログラムの実証実験のスケジュールを調整した。 

□第９回 平成２５年 １月３０日（水） 

ＩＣＴ支援員 研修プログラムの実証実験を実施 

□第１０回 平成２５年 ２月１０日（日） 

議題： ・ＩＣＴ支援員 研修プログラムの実証実験を振り返って 

 ・成果発表会 発表の進め方について 

 

4)委員会成果の報告 

本委員会で実施した調査結果は、３月の成果発表会にて、南部委員長、石野委員

及び小柳委員により報告された。また、その分科会ではＮＰＯ法人アイシーティー

サポートスクエアの霍本氏にも登壇頂いた。発表は、ＩＣＴ支援員に期待する資質

能力目標基準と評価のためのルーブリックとＩＣＴ支援員を対象とした研修プログ

ラムについて発表頂いた。 

まず、ルーブリックについては石野委員から「教育補助員としての資質」「授業

者（教職員）支援」「学習者（児童・生徒）支援」「学校運営と情報管理」「ＩＣＴ

環境の運用管理」の５つのカテゴリーとさらにそれぞれを細分化した２１項目の紹

介があり、小柳委員及び霍本氏からは実際にＩＣＴ支援員が自己評価した結果が報

告された。次に研修プログラムについては、研修の具体的な進め方の事例紹介のの

ち、受講したＩＣＴ支援員の反応や研修の成果など小柳委員から報告があった。 
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４．３ ２１世紀型コミュニケーション力育成に関する調査研究委員会 
1)目的 

「コミュニケーション力の育成」を学校現場に普及／浸透していく。 

今年度はＩＣＴをより有効活用した実践を推進していく。 

昨年度までに制作した「 「コミュニケーション力指導の手引」「続・コミュニケ

ーション力指導の手引」及び授業のビデオを有効活用した研修パッケージを開発す

る。あわせて、手引き書の拡販につなげていく。 

 また、ＩＣＴを活用した学校研究も実施。 

 

2)委員構成（敬称略：50 音順） 

委員長  中川 一史 放送大学 教授 

副委員長 村井万寿夫 金沢星稜大学 教授 

委員    秋元 大輔 船橋市立若松小学校 教頭 

委員   岩崎 有朋 鳥取県岩美町立岩美中学校 教諭 

委員   久保 昌也 船橋市立中野木小学校 校長 

委員   佐藤 幸江 横浜市立高田小学校 主幹教諭 

委員   佐和 伸明 柏市教育委員会 教育研究所 指導主事 

委員   高島 裕樹 大和市教育委員会 教育部 教育研究所 指導主事 

委員   成瀬 啓  宮城県大崎市立鬼首 教頭 

委員   西田 光昭 柏市立中原小学校 校長 

委員   山本 朋弘 熊本県教育庁教育政策課 指導主事 

 

3)開催経過 

□第一回委員会 平成２４年６月２４日（日） 

議題・平成２４年度の進め方について 

(1)事業展開について 

  ① ２１世紀型コミュニケーション力の育成研修パッケージ開発と  

評価 

 ② ＩＣＴを活用した実践的研究 

(2) 今後の進め方とスケジュール 

以下の３つのテーマでＷＧに分かれ、活動及び分担、スケジュールの

検討 

・ＷＧ１ 研修パッケージの開発と評価 

  リーダー：山本委員 

  メンバー：岩崎委員、佐藤委員、佐和委員、高島委員、 

・ＷＧ２ 情報端末を活用した実践的研究 

  リーダー：佐和委員 

メンバー：岩崎委員 

  授業実践：鳥取県岩美町立岩美中学校 

       千葉県柏市立旭東小学校  

・ＷＧ３ 「２１世紀型コミュニケーション力の育成」を校内研究に 

取り入れた学校の取材 

        リーダー：秋元委員 

□ＷＧ１会議 平成２４年８月６日（月） 

   議題：第一回委員会で検討した研修メニューの内容について検討。 
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   (1)研修プランの検討 

   (2)今後の進め方とスケジュール  

 

4)実施報告 

研修パッケージの開発をし、以下の研修モジュールが作り、説明資料、講師用

発表データ、ワークシート等の研修教材もあわせて完成した。 

Ａ．理論解説 

 ① 概要解説モジュール 

 ② 能力表解説モジュール 

Ｂ．課題改善 

 ① 授業研究モジュール 

 ② 指導案改善モジュール 

Ｃ．参加体験 

 ① パネル討論モジュール 

 ② ブレーンストーミングモジュール 

 ③ ブレーンストーミング＋ＫＪ法モジュール 

 ④ イメージマップモジュール 

 ⑤ バズセッションモジュール 

 ⑥ ポスターセッションモジュール 

   下記において、開発したモジュールの評価（受講者の受講前／受講後のアンケ 

ート及び研修実践者及び受講者のインタビュー実施）も実施した。 

・１０月３０日（火） 佐賀県赤松小学校 

・１２月２１日（金） 神奈川県横浜市立高田小学校 

・１２月２５日（火） 千葉県柏市立教育委員会教育研究所 

 

  また、下記の２校にて、協働学習におけるｉｐａｄを用いた授業研究を実施し 

た。 

  ・１０月１６日（火）鳥取県岩美町立岩美中学校 

・１月１７日（木） 千葉県柏市立旭東小学校 

 

 ２月１５日には、２１世紀型コミュニケーション力研究推進のため、京都府か

亀岡市立南つつじヶ丘小学校の広瀬教諭に対し、１７項目にわたる質問をし、 

聞き取り調査を実施した。 

 

４．４ 青少年のインターネット・リテラシー指標に関する実態調査事業 
 1)目的 

   青少年のインターネット・リテラシーの習得状況を把握するために、次の作業

を実施した。 

  ・平成２３年度に実施したプレテストに基づくテスト問題の改訂 

  ・被験者像を明らかにするためのアンケート作成 

  ・協力校の選定 

  ・テストの実施 

  ・テスト結果の集計と分析 
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 2)委員構成（敬称略：５０音順） 

 ◆評価ＷＧ 

顧問 赤堀侃司 白鷗大学 教育学部長・教授 

顧問 新井健一 ベネッセ教育研究開発センター長 

委員 石戸奈々子 ＣＡＮＶＡＳ 副理事長 

委員 齋藤長行 青山学院大学 客員研究員 

委員 藤川大祐 千葉大学 教授 

委員 三輪清隆 帝京高等学校 教諭 

 

 ◆テスト実施グループ 

責任者 村松祐子 富士通株式会社 マネージャ 

副責任者 大島恵美子 富士通エフ・オー・エム株式会社部

長 

営業 弘淳 同上 

運用・管理 高橋直文 同上 

コンテンツ

作成 

林義樹 

中島真樹 

境野壮登 

同上 

学校立会い 鶴田雅文 

赤松伊佐代 

藤本康雄 

一般財団法人コンピュータ教育推進

センター 

データ集計 藤本康雄 同上 

 

 3)開催経過 

◆評価ＷＧ 

 □第１回 平成２４年 ８月 ６日 

議題：テスト結果の評価 

 □第２回 平成２４年 ８月２３日 

  議題：テスト結果の評価 

 

 ◆テスト実施グループ 

 □第１回 平成２４年 ５月２４日 

  議題：スケジュールの確認 

 □学校訪問（テスト実施立会い） 

      平成２４年 ６月 ４日 広島県 祇園北高等高校 

                  長野県 坂城高等学校 

                  熊本県 熊本学園大学付属高等学校 

               ５日 愛知県 衣台高等学校 

               ６日 栃木県 足利南高等学校 

              １４日 愛媛県 松山東高等学校 

              ２０日 宮城県 亘理高等学校 

            ７月１０日 富山県 水橋高等学校 

 □学校非訪問（電話対応） 

      平成２４年 ６月 ８日 沖縄県 沖縄工業高等専門学校 
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              １１日 愛知県 中部大学第一高等学校 

                  大阪府 羽衣学園高等学校 

              ２０日 北海道 旭川工業高等専門学校 

              ２１日 奈良県 奈良朱雀高等学校 

              ２７日 東京都 東大和高等学校 

                  大阪府 槻の木高等学校 

              ２９日 東京都 帝京高等学校 

            ７月 ２日 石川県 金沢工業高等専門学校 

               ３日 茨城県 並木高等学校 

               ４日 宮城県 柴田高等学校 

              １１日 千葉県 柏の葉中等学校 

                  三重県 津工業高等学校 

              １７日 沖縄県 美里工業高等学校 

              １８日 新潟県 帝京長岡高等学校 

              ３１日 石川県 志賀高等学校 

 

 ◆テスト集計グループ 

 □第１回 平成２４年 ７月 ５日 

  議題：スケジュールの確認 

 □第二回 平成２４年 ７月２４日 

  議題：テスト集計について 

 □第三回 平成２４年 ７月２６日 

  議題：アンケート集計について 

 □第四回 平成２４年 ８月 ２日 

  議題：クロス集計について 

 □第五回 平成２４年 ８月１４日 

  議題：報告書について 

 

 

４．５ ＩＣＴ夢コンテスト実行委員会 
1)目的 

  財団法人情報処理教育研修助成財団から引き継いだ「マイタウンマップ・コンク

ール」を発展させ、平成２３年度より「学校・家庭・地域が元気。子どもも大人も

夢と自信を」のコンセプトのもと新たなコンクールとして「ＩＣＴ夢コンテスト」

を実施し、２回目である。子どもを伸ばすために、子どもを元気にするために取組

を行っている学校、地域、家庭を募集広く募集した。 

 

 2)委員名簿 
実行委員長 常田  寛 光村図書出版(株)社長兼(一財)ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教育推進ｾﾝﾀｰ副

理事長 

審査委員長 中川 一史 放送大学 ICT 活用・遠隔教育ｾﾝﾀｰ 教授 部門長 

審査委員 今田 晃一 文教大学教育学部 准教授 

審査委員  宇治橋祐之 日本放送協会 制作局第一制作ｾﾝﾀｰ青少年・教育番組部 
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選任ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 

審査委員 大久保 昇 株式会社内田洋行 取締役専務執行役員 

審査委員 栗本 直人 学校法人 滝学園滝高等学校・中学校 教諭 

審査委員 黒上 晴夫 関西大学総合情報学部 教授（留学のため休会） 

審査委員 佐藤 幸江 横浜市立高田小学校 教諭 

審査委員 福田 晴一 杉並区立和田小学校 校長 

審査委員   堀田 博史 園田学園女子大学 人間健康学部 教授 

審査委員 山本 朋弘 熊本県教育庁教育政策課 指導主事 

 

企画ワーキンググループ（企画ＷＧ） 

リーダー中川一史、  今田晃一、佐藤幸江、福田晴一、山本朋弘 

 

3)委員会活動 

平成２４年５月 ３日  企画ＷＧ会議（企画構想） 

平成２４年５月２３日  審査委員オンライン会議（企画承認） 

平成２４年１０月２１日  査委員企画ＷＧ会議（ノミネート会議） 

平成２４年１１月１１日まで 審査委員ノミネート事例の審査期間 

平成２３年１１月１２日  最終審査会 （事例審査） 

平成２５年３月１日   表彰式、発表分科会／司会担当（ＣＥＣ成果 

     発表会） 

平成２５年３月２日   発表分科会／司会担当（ＣＥＣ成果発表会） 

 

4)実践事例募集期間 

平成２４年７月１７日～平成２４年１０月１２日 

 

 

４．６．１ 「ネット社会の歩き方」講師育成セミナー調査研究委員会 
1)目的 

一昨年度まで、「全ての教科等における全ての教員による情報モラル教育」と、

「学校・家庭・地域が連携した情報モラル教育」を支援するため、ＪＫＡ（旧日

本自転車振興会）補助事業として、「親子のためのネット社会の歩き方セミナ

ー」事業を実施し、「親子のためのネット社会の歩き方セミナー」検討委員会の

委員を全国に講師として派遣、セミナーを開催して、直接児童生徒と保護者に対

して、情報モラル指導を実施し、同時に検討委員会で開発した教材を紹介してき

た。昨年度からは、全国の小学校、中学校に対し、より広く、確実な情報モラル

教育を展開することは難しいと考え、情報モラル教育を実施できる講師をより多

く育成するための活動に内容をあらため活動し、今年度は２年目になる。 

 

2)委員構成（敬称略：５０音順） 

委員長 藤村 裕一  鳴門教育大学        准教授 

委員  石原 一彦  岐阜聖徳学園大学      教授 

委員  榎本 竜二  東京女子体育大学      准教授 

委員  梶本 佳照  三木市立教育センター    所長 

委員  木村  和夫  東京都台東区立浅草小学校  校長 
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委員  佐久間茂和  台東区立教育支援館     研修専門員 

委員  高橋 邦夫  千葉学芸高等学校      校長 

委員  西田 光昭  柏市立田中小学校      校長 

委員  三宅 健次  千葉大学教育学部附属中学校 教諭 

 

3)開催経過 

◎講師育成セミナーに関する委員会 

 

□第 1回 平成２４年 ５月２５日（） 

議題：・講師育成セミナーの応募状況確認 

・セミナーの標準テキストの確認 

 

4)講師育成セミナーの開催 

次に示すように教育委員会などからセミナー開催の申請があり、１５回の開催に

ついて講師担当を決定し、セミナーを開催した。 

 

開催日 申請者 申請者種別 地方 派遣講師

1 2012年6月8日 高知県教育委員会事務局 県教育機関 四国 石原委員

2 2012年6月13日 新潟市立総合教育センター 市教育機関 甲信越 三宅委員

3 2012年6月27日 倉敷市教育委員会情報学習センター 市教育機関 中国 佐久間委員

4 2012年7月3日 やまぐち総合教育支援センター 県教育機関 中国 梶本委員

5 2012年7月23日 奈良市教育センター 市教育機関 近畿 梶本委員

6 2012年7月27日 豊中市教育センター 市教育機関 近畿 石原委員

7 2012年7月31日 大津市教育センター 市教育機関 近畿 木村委員

8 2012年8月2日 前橋市教育委員会 市教育機関 関東 佐久間委員

9 2012年8月3日 同上 市教育機関 関東 佐久間委員

10 2012年8月3日 川崎市総合教育センター 市教育機関 関東 三宅委員

11 2012年8月3日 盛岡市教育研究所 市教育機関 東北 西田委員

12 2012年8月7日 高知市教育研究所 市教育機関 四国 三宅委員

13 2012年8月7日 岐阜市教育委員会 市教育機関 東海 榎本委員

14 2012年8月27日 佐賀県教育庁 県教育機関 九州 西田委員

15 2012年8月27日 同上 県教育機関 九州 西田委員  
セミナー実施後のアンケート結果においては、今回のセミナーが研修会実施に向

けて参考になるかとの問に対し受講者の９８．３％から参考になるとの回答が得ら

れ、教材が活用できるかとの問に対しは、受講者の９６．７％から活用出来るとの

回答が得られた。 

5) 委員会成果の報告 

３月の成果発表会において、講師育成セミナーが実際に実施してきたセミナーを

模擬セミナーとして参加者の募集を行い実施、参加者にワークショップを体験して

頂いたり、情報端末を実際に操作して頂き、ＣＥＣがこれまで開発してきた教材を

直に体験して頂いた。 
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４．６．２ ICT 社会におけるインターネット・リテラシーの育成のための「中学

生・高校生のための教材作成検討委員会」 
 

1) 目的 
ＯＥＣＤでは、１５歳程度のインターネット・リスクについて報告され、こ

れを受けて我が国の１５歳程度の青少年においてインターネット・リテラシー

（情報の応用力、活用力）を向上することが急務であると判断した。そのため、

青少年に対して、インターネット社会への入り口であるパソコンや携帯電話な

どの情報手段（情報端末）といかに上手に賢く付き合っていくかを理解させ、

そのために必要となる判断力や心構えを身につけてもらうための教材開発を実

施した。 

 

2)委員構成（敬称略：５０音順） 

委員長 藤村 裕一  鳴門教育大学        准教授 

委員  榎本 竜二  東京女子体育大学      准教授 

委員  高橋 邦夫  千葉学芸高等学校      校長 

委員  三宅 健次  千葉大学教育学部附属中学校 教諭 

 

3)開催経過 

◎中学生・高校生向教材開発に関する委員会 

□第 1回 平成２４年１１月１９日（月） 

議題：・本委員会の趣旨説明 

・教材の対象者設定と構成概要について検討 

□第２回 平成２４年１２月１３日（木） 

議題：・各委員からの担当ページの内容提案 

□第３回 平成２５年 １月１８日（金） 

議題：・委員提案をベースに冊子デザイン委託会社より提案 

□第４回 平成２５年 ２月１９日（火） 

議題：・各委員によるリライトした冊子デザイン案の確認 

□第５回 平成２５年 ３月２６日（火） 

議題：・各委員による冊子の最終納品確認 

・冊子の普及啓発についての検討 

 

4) 委員会成果の報告 

３月の成果発表会において、今回開発した青少年向教材「中学生・高校生のため

のネット社会の歩き方」を紹介した。事前に学習すると少しの注意で危険は回避で

きることを参加者に知らせると共に対策について周知を実施。本委員会において開

発した冊子の活用を呼びかけた。 

 

 

５．ＣＥＣ情報交流会 
 

賛助会員等に対して文部科学省、経済産業省及び総務省より教育の情報化に関する

国の政策と予算について説明を伺う機会として、ＣＥＣ情報交流会を年に１回開催し
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ている。 

 

□第３２回 平成２５年 ２月 ７日（木）１５：３０～１７：３０ 

 会場：霞山会館「富士の間」 

 議題：平成２５年度「教育の情報化」に関する政府の政策と予算 

講師：文部科学省 生涯学習政策局 参事官付 

参事官補佐 西條 英吾氏 

    総務省 情報流通行政局 情報通信利用促進課 

    課長補佐 大手 英明氏 

    経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課  

                        課長補佐 小池 明氏 

    ＪＡＰＥＴ事業報告 事務局 

次長 吉村 和郎氏 

ＣＥＣ事業報告 ネットワーク利用促進部  

部長 藤本 康雄 

 

 

 

６．成果物一覧 
 (1)ＩＴ社会における安心・安全確保に関する補助事業 

 

 ①「ネット社会の歩き方」講師育成セミナー 

      http://www.cec.or.jp/cecre/jka/h24ns_index.html 

 

  「ネット社会の歩き方」講師育成セミナー実施報告書 

 http://www.cec.or.jp/jka/H24/H24_houkoku.pdf 

 

 ②ＩＣＴ社会におけるインターネット・リテラシーの育成 

      http://www.cec.or.jp/cecre/jka/h24lit_index.html  

 

教材「中学生・高校生のためのネット社会の歩き方」 

 http://www.cec.or.jp/jka/H24/juniornet-walk.pdf 

 

 

(2)２１世紀型コミュニケーション力育成に関する調査研究事業 

  

 ①研修プラン 

  http://www.cec.or.jp/cecre/21ccomplan.html 

  

②研修教材 

 http://www.cec.or.jp/cecre/21ccomtool.html 
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三部 参考資料 
１．役員名簿 

平成２５年３月３１日現在 

（敬称略） 

理  事  

備考 氏名 企業・団体名 役職名 

 

赤堀  侃司 

 

常田  寛 

 

鶴田  雅文 

 

 

伊勢呂 裕史 

 

宇留野 哲郎 

 

 

大久保 昇 

 

 

川畑  慈範 

 

獅子井 耕司 

 

 

三平  圭祐 

 

白鴎大学  

 

光村図書出版株式会社  

 

一般財団法人 

  コンピュータ教育推進センター 

 

公益財団法人教科書研究センター 

 

富士通株式会社 

 

 

株式会社内田洋行 

 

 

東京書籍株式会社 

 

日本電気株式会社 

 

 

一般財団法人知的財産研究所 

 

 

理事・教育学部長 

 

代表取締役社長 

 

専務理事 

 

 

常務理事 

 

政策渉外室  

シニアディレクター 

 

取締役専務執行役員

公共事業本部長 

 

代表取締役社長 

 

文教・科学ソリュー

ション事業部長 

 

常務理事 

 

 以上９名 

（敬称略） 

監  事  

備考 氏名 企業・団体名 役職名 

 

河野 憲裕 

 

菱村 幸彦 

 

 

一般社団法人情報サービス産業協会  

 

公益財団法人 

  学習ソフトウェア情報研究センター 

 

副会長・専務理事 

 

理事長 

 

 

以上２名 
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２．評議員名簿 
平成２５年３月３１日現在 

（敬称略） 

氏名 企業・団体名 役職名 備考 

 

新井 健一 

 

 

 

岡部 武尚 

 

田中 久也 

 

森本 泰弘 

 

安威  誠 

 

株式会社ベネッセコーポレーション 

 

 

 

一般財団法人ニューメディア開発協会 

 

独立行政法人情報処理推進機構 

 

一般社団法人日本教育工学振興会 

 

公益財団法人才能開発教育研究財団 

 

 

Benesse 教育研究

開発センター  

センター長 

 

理事長 

 

理事 

 

常務理事 

 

常務理事 
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３．賛助会員一覧 

平成２５年３月３１日現在 ３４社 

 

株式会社インフィニテック 

株式会社内田洋行 

株式会社エスシーシー 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社 

沖電気工業株式会社 

株式会社ＯＫＩプロサーブ 

教育出版株式会社 

株式会社ＪＭＣ 

シャープ株式会社 

Ｓｋｙ株式会社 

鈴木教育ソフト株式会社 

ゼッタテクノロジー株式会社 

大日本図書株式会社 

株式会社帝国書院 

株式会社デジタル・アド・サービス 

東京書籍株式会社 

株式会社ナリカ 

一般財団法人日本情報経済社会推進協会 

日本電気株式会社 

日本電子計算機株式会社 

日本文教出版株式会社 

パイオニアソリューションズ株式会社 

パナソニック株式会社 

東日本システム建設株式会社 

株式会社日立製作所 

富士通株式会社 

株式会社富士通システムズ・ウエスト 

株式会社プロコムインターナショナル 

株式会社ベネッセコーポレーション 

三菱電機株式会社 

光村図書出版株式会社 

ヤフー株式会社 

横河電機株式会社 

株式会社レイル 

                               以 上 


