
２０教ネ第１１号 
平成２０年７月 

財団法人 コンピュータ教育開発センター 
 

 
「親子のためのネット社会の歩き方セミナー」開催地募集について 

 
 

 当財団（CEC）では、財団法人ＪＫＡからの委託により「平成２０度ＩＴ社会における
安全・安心確保に関する補助事業」における「親子のためのネット社会の歩き方セミナー」

を開催する予定です。本セミナーは当財団にて運営し、開催に係る経費については当財団

で負担します。 

つきましては、本セミナーの開催を希望される教育委員会・学校・団体はご応募願いま

す。 

 

 

記

１．目的と概要 
 

本事業は、子ども達がＩＴ社会に正しく対応できることを目的として、子どもとその

親を対象に、ＩＴ社会に対応するための情報モラル・セキュリティに関するセミナーを

実施し、家庭でのコミュニケーションの題材となるような情報を提供するとともに、学

校の先生が親子を指導するための情報を提供するもので、文部科学省および教育委員会

と協調して普及・展開を図り、ＩＴ社会の健全な発展および機械工業の振興に寄与する

ものです。 

 

 

２．公募について 
 
（１）公募内容 
   以下の内容について、セミナーを開催する者を募集します。 

① テーマ 
「親子のためのネット社会の歩き方セミナー」 
② 開催時期と時間 
開催日は平成２０年１１月から平成２０年１２月の間の１日とし、開催時間は

参加者が参加しやすい時間帯で２時間程度 
③ 対象受講者と会場あたりの定員 
児童生徒、保護者、教員が対象で、合計約１００名程度以上 
児童生徒は、主として小学生高学年と中学生 



④ 開催会場 
学校の講堂等、公共施設 

 
（２）公募対象 

① 教育委員会 
② 学校 
③ 保護者会 

 
（３）公募対象数 

５地域（５ヶ所）程度とします。 
 
（４）応募の条件 
   応募に当たっては以下のことが条件になります。 
   添付の申請書フォーマットに従って、申請してください。 
 
 （Ａ）セミナーについて 

セミナー開催地に選定された地域には、以下のことを実施していただきます。 
セミナー開催に当たっては準備会議等を開催して当財団の担当者と実施計画を具体

化します。 
① 開催日時と会場の確保 

開催日時および会場は、実施者のご希望により選定してください。 
開催日は平成２０年１１月から平成２０年１２月の間の１日とし、開催時間は

参加者が参加しやすい時間帯で２時間程度とします。 
会場は、学校の講堂等、無料の公共施設を原則とします。 

② 参加者の確保 
児童生徒、保護者、教員を対象に、できるだけ多くの保護者が参加できるよ

うに募集してください。合計約１００名程度以上を目処とします。 
募集に当たっては、一つの学校の児童生徒とその保護者・教員に限らず、会

場の近郊の複数の学校から参加いただくことも可とします。 
・児童生徒は、主に小学生高学年と中学生を対象とします。 
・定員については目安であり、これを上回る、あるいは下回る定員数での応募 
 も妨げません。 

③ セミナーの運営 
セミナー当日は、会場の準備・設営（参加者用椅子、コンピュータ、プロジ

ェクタ、スクリーン、等）、参加者受付、資料配布、司会、終了後の撤収等、セ

ミナーの運営全般をお願いします。 
④ セミナー形態及び内容の提案 

セミナー形態について提案してください。提案されたセミナー形態に基づい

て、実施者、講師及び CEC担当者間で調整します。 



検討していただきたいセミナー形態には以下の項目があります。 
実際に実施する形態は、以下の項目の組み合わせになります。 
 
【セミナー形態及び内容の検討項目】 
① 形態 
 ・授業 
 ・講演 
 ・発表会 
 ・ワークショップ 
 ・その他（具体的に示すこと） 
② 参加者 
 ・児童生徒のみ参加 
 ・保護者のみ参加 
 ・児童生徒が対象だが保護者は自由参加 
 ・児童生徒と保護者が同席 
 ・その他（具体的に示すこと） 
③ 開催時間と場所 
④ 内容 
 ・講演で教えて欲しいこと 

（例）自校での、子どもの携帯電話保有状況 
フィルタリングについて 

     実際に発生した問題事例 
     保護者が注意しないといけないこと 
 ・その他（具体的に示すこと） 
 

【セミナー実施形態例】 
 例えば、次の形態が考えられます。 
第１部  
  時間：１３：００～１３：４５ 
  場所：○○小学校××教室 
  参加者と形態：小学６年生向けの授業 

（教師は授業参観、保護者は希望者の授業参観とする） 
－ 第１部終了で、子どもは帰宅させる － 
第２部  
  時間：１４：００～１５：００ 
  場所：○○小学校講堂 
  参加者と形態：保護者向けのワークショップ 

（講師が与えた課題に対して、保護者どうしが話し合える 
形態にしたい） 



 
 （B）参加者向けアンケートについて 

CECが用意する参加者向けアンケートの配布・回収にご協力ください。 
アンケートには、児童生徒向けと保護者向けの２種類があり、それぞれＡ４・１枚

程度の簡単なものです。 
ただし、アンケートへの協力は必須ではありません。アンケートに協力していた

だけるか、ご検討ください。 
① 児童生徒用アンケート 
・セミナー開催の１週間位までに、子どもの携帯の使用実態に関するアンケ

ートを実施し、収集した回答を CECに送付してください。 
 （質問内容） 

携帯を持っているか、携帯を使用して困ったことがあったか、 
困った時誰に相談するか、等。 

・アンケートの回答を CECがまとめ、その結果をセミナーの内容に反映させ
ます。 

② 保護者用アンケート 
・セミナー当日アンケートを配布し、セミナー終了後に回答を回収して CEC
担当者に渡してください。 
 （質問内容） 

セミナーに関する感想、要望、等。 
 
 （C）実施報告書について 

実施者は、セミナー開催後２週間以内に、簡単な報告書（１～２枚）を提出して

ください。（CECが質問を用意します。） 
 
（５）当財団（CEC）からの提供 
   CECは、以下のものを提供します。 
 （A）セミナー用テキスト及びアンケート用紙 

セミナーで使用するテキストを提供します。テキストは、セミナー開催直前に実

施者にお送りします。またアンケートにご協力いただける場合は、アンケート実施

時にアンケート用紙をお送りします。 
 （B）セミナー講師 

実施者からの提案内容を考慮して CEC がセミナーの講師を選任し、会場に派遣
します。 

 （C）必要経費 
CECは、セミナー開催に関わる以下の経費を負担します。 
① 会場設営費 

会場は無料の公共施設を原則とします。 
会場の設営費が必要な場合は、ご相談ください。CEC が必要と認めた場合は、



経費を負担します。 
② 講師謝金・旅費 

セミナー講師に支払う謝金・旅費等は、CECが負担します。 
③ 印刷製本費 

テキスト、アンケート等の印刷製本費、プリント経費は、CECが負担します。 
④ 通信運搬費 

テキスト、アンケート等の送付費は、CECが負担します。 
 
 
３．応募方法と期限 
 
（１）申請書等の受付締切り 
   平成２０年７月３１日（木）（必着）とします。 
（２）必要書類 
   公募申請書  ２部 
 
（３）書類の提出方法 

・提出書類は原則として郵送によりご送付ください。 
・提出書類は、郵送と併せて、E-mail（ファイル添付）にても送付してください。 
＊なお提出書類は、返却しませんので了承ください。 

 
（４）書類の郵送先および問い合わせ先 
  【郵送先】 

〒108-0072 東京都港区白金１丁目２７番６号 
白金高輪ステーションビル ３階 

財団法人 コンピュータ教育開発センター 
「親子のためのネット社会の歩き方セミナー」担当  宛 
電話 03-5423-5911     FAX 03-5423-5916 

 
  【E-mail送付先】 

E-mail ： h20oyako@cec.or.jp 
 
 
４．選定方法と結果通知 
 

CECの選定委員会にて審査し、決定します。 
審査にあたっては、「企画書」に記載された参加者数、参加学校数等の他、地域性につい

ても考慮します。 

  選定結果は、平成２０年８月下旬を目途に通知します。 



 
 
５．問い合わせ先 
 

財団法人 コンピュータ教育開発センター 
「親子のためのネット社会の歩き方セミナー」担当  宛 
E-mail ： h20oyako@cec.or.jp 

 
＊問い合わせは、E-mailのみとし、電話での問い合わせには応じられませんので 
ご了承ください。 

以上 

 

（財団法人ＪＫＡ について） 

財団法人ＪＫＡは、全国を通じて唯一の競輪振興法人としての指定を受け、「競

輪関係業務」を行っています。また、全国を通じて唯一の小型自動車競走振興法

人としての指定を受け、「小型自動車競走関係業務」を行っています。 

主な業務内容は、競輪とオートレースの選手・審判員や、自転車・小型自動車の登

録、競輪とオートレースの実施方法の制定、選手の出場あっせん、養成・訓練を行う

ほか、自転車・小型自動車等機械工業の振興、体育事業その他の公益の増進を目的と

する事業に対する補助等を行っています。 

尚、CEC では、財団法人ＪＫＡの前身である日本自転車振興会の補助事業により、
平成１７年度から平成１９年度に「産業協力情報授業」を実施しています。 

 

 

 

 
 



 

 記述例  
 

平成２０年  月  日 

財団法人 コンピュータ教育開発センター 

専務理事 鶴田 雅文 行 

申請者所属  ○県 ○市立 ○小学校     

役職 氏名  校長  ○○ ○○      印 

平成２０年度「親子のためのネット社会の歩き方セミナー」公募申請書 

 
以下の通り、セミナー開催に応募します。 

セミナーのテーマ 親子のためのネット社会の歩き方セミナー 

開催予定日時 ※ 平成２０年 １１月 ２１日（金）  １３：００ ～ １５：００ 

セミナー会場 
１．○県 ○市立 ○小学校 講堂 

２．○県 ○市立 ○小学校 ××教室 

予定受講者数 

児童生徒： ６年生 ５０ 人 

保護者：       ４０ 人 

教員：        ２０ 人 

セミナー形態 

第１部 （１３：００～１３：４５）   会場：××教室 

  児童生徒向けの授業（保護者は授業参観） 

 

移動・休憩 （１３：４５～１４：００）   児童生徒は帰宅 

 

第２部 （１４：００～１５：００）   会場：講堂 

  保護者・教員向けのワークショップ 

 

児童生徒向け 
１． 実施する。  （ ○ ） 

２． 実施しない。 （   ） 
アンケートについて 

保護者向け 
１． 実施する。  （ ○ ） 

２． 実施しない。 （   ） 

その他 

（セミナーの運営やセミナーの

内容についてのご希望等が

あればご記入ください。） 

保護者・教員向けのワークショップで、次の内容を盛込んで欲しい。 

・フィルタリングについて 
・実際に発生した問題事例 
・保護者が注意しないといけないこと 
 

 

住   所 〒△△△－△△  ○県 ○市○○○○△－△△ 

氏名 ○○ ○○ 

所属 ○県 ○市立 ○小学校 

役職名 教諭 

電話番号（代表・内線）      （    ）          

電話番号（直通）      （    ）          

ＦＡＸ番号      （    ）          

 担
当
者 

E-ｍａｉl アドレス △△△△△@△△△△△ 

※ 開催予定日時は、およその日程でも良い。（例 平成２０年１１月第2週） 

 


