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１．事業概要 

 

１．１ 事業の目的 
 ＩＴ社会の発展により日常生活が便利になる反面、ハッカーによる被害や出会い系サイト

を利用した犯罪などの問題が発生しており、子どもたちが、インターネットや携帯電話の使

用により、トラブルに巻き込まれる例がでてきている。そうした中、学校や企業の場合と異

なり、家庭では学習の機会が少なく、今後さらにＩＴ社会の発展を図るためには、ＩＴ弱者

ともいえる子どもと家庭に、ＩＴのメリットを認識してもらうと同時に、被害に遭わないた

めの正しい知識を持ってもらうことが重要となっている。 

 本事業は、子どもたちがＩＴ社会に正しく対応できるようになることを目的として、子ど

もとその親を対象に情報モラル・セキュリティに関するセミナーを実施するものであり、同

時に家庭でのコミュニケーションの題材、学校の先生が保護者と子どもを指導するための一

助となる情報を提供するものである。 

 

 

１．２ 事業の内容 

 昨年に続き有識者からなる委員会を設置し、そこでの意見及び昨年のセミナー実施後に行

ったアンケート等を基にテキストを改訂したほか、児童生徒への情報モラル指導や授業で簡

易に活用できる「ネット展開用リーフレット」の開発を行った。 

また、それらを活用し、全国１４カ所で「親子のためのネット社会の歩き方セミナー」を開

催した。 

 

実施概要図 
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（１）委員会の設置 

 本年度より委員を１名増強し、セミナーテキストの改訂、ネット展開用リーフレットの開

発検討、開催地の選定、セミナー講師、報告書の執筆、データ分析などを行った。 

（全４回開催） 

 

委員名簿 

委員長 藤村 裕一 鳴門教育大学 

井上 勝 «所属» 

梶本 佳照 «所属» 

佐久間 茂和 «所属» 

高橋 邦夫 千葉学芸高等学校 

坪田 篤子 ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社 

西田 光昭 柏市立田中小学校 

委員 

三宅 健次 千葉大学教育学部付属中学校 

 
（２）テキスト改訂 

これまでの情報モラル教育の研究から、「日常モラルとの関連づけ」と「長期的な人間教育

としての情報モラル教育」が必要なことがわかっている。また、危機管理の研究からは、必

要最小限の「緊急対策」を即座に実施することの有効性も明らかになっている。そこで、テ

キスト改訂に当たっては、これらの成果を受けて、緊急対策(Urgent action)－応用力
（Adaptability）育成－長期的人間教育(Long span human education)の統合指導法(UAL 
method 注)を採用した。 
緊急対策は児童生徒と保護者の両者で、応用力育成は児童生徒を中心に、長期的人間教育

は保護者を中心に扱った。 
子どもたちが影の部分に出会うのは、フィルタリングで守られている学校ではなく、学校

の行き帰りや、家庭、友達の家など、学校外であることがわかっている。このような学校外

での子どもたちの様子に目配りできるのは、保護者や地域住民などの大人たちである。 
保護者の方たちも、インターネット上の事件・事故の報道を耳にしてはいるものの、「まさ

か、自分の子どもが…」「携帯電話は緊急連絡用の音声通話ツール」だからと安心している場

合や、「危険があることはわかっているけれど、具体的にどうすれば良いのかわからない」と

対応したくても対応できない場合があることが平成２０年度のアンケート結果から分かった。 
また、有識者から「多くの具体的課題が網羅されているが文部科学省のモデルカリキュラ

ムの事例を取り上げる必要がある。」あるいは「よりよいコミュニケーション（ネット社会に

おける歩き方）をするための前向きな提案も取り上げたい。」とのご意見があったので、その

点も考慮し、改訂を実施することとした。 
 

                                                  
注 リスクマネジメントにおける『統合指導法』 
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（３）開催地の募集 

 主として小学校高学年と中学生を対象に原則保護者の参加を前提として、以下の要領で募集

を行った。 

 また参加者は、一つの学校の児童生徒とその保護者・教員に限らず、会場近郊の複数の学校

から参加することも可とし、セミナーに含める内容については開催校からの希望も聞くことに

した。 
 

・開催期間と開催カ所数 

第１期開催期間 ： 平成２１年 ７月 ～ 平成２１年 ９月   ５カ所 

第２期開催期間 ： 平成２１年１０月 ～ 平成２１年１１月  １０カ所 

 

・セミナー対象受講者  

児童生徒、保護者、教員、教育関係者 

 

・公募対象 

・教育委員会  

・学校  

・保護者会 ・ＰＴＡ連合 

・地域の教育関連団体 

 

・公募期間 

平成２１年５月１５日（金） ～ 平成２１年６月１９日（金） ： 第１期分 

平成２１年５月１５日（金） ～ 平成２１年８月１２日（水） ： 第２期分 

 

 児童生徒向けに授業形態で実施した後、保護者向けにワークショップあるいはパソコンを

使ったネットパトロールなどを体験していただくことを前提に、以下のモデル形態を提示し

たほか、児童生徒、保護者同時の開催による講演会方式なども対象とした。 

 

開催時間の目安 参加人数の目安 
セミナー形態 

児童生徒向け 保護者向け 児童生徒向け 保護者向け 

1.授業 1H以下 － 40名程度 － 
2.講演 1H以下 1H～1.5H 100名以上 100名以上 

3.ワークショップ 1.5H～2H 1.5H～2H 100名程度 100名程度 

4.PC操作含む実習 1H～1.5H  1H～1.5H  40名程度 40名程度 

5.その他   
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採択された開催地及び講師一覧 

 
開催地 

学校 

種別 

申込 

種別 
開催日 講師 

１ 
米子市立 

福米西小学校 
小学校 学校 

平成21年8月19日(水) 

14:00～17:00 
藤村委員長 

２ 
熊谷市立 

熊谷西小学校 
小学校 学校 

平成21年10月29日(木) 

13：20～15：15 
坪田委員 

３ 
千葉市立 

花見川第二小学校 
小学校 学校 

平成21年11月 7日(土） 

13:45～15:45 
井上委員 

４ 
和歌山市立 

宮小学校 
小学校 学校 

平成21年11月 15日(日) 

8:50～11:50 
坪田委員 

５ 
一宮市立 

南部中学校 
中学校 学校 

平成21年11月 15日(日) 

11:55～12:45 
西田委員 

６ 
上越市立 

国府小学校 
小学校 教育委員会

平成21年11月 20日(金) 

11:00～12:00 

藤村委員長 

梶本委員 

７ 
上越市立 

直江津中学校 
中学校 教育委員会

平成21年11月 20日(金) 

14:00～15:30 

藤村委員長 

梶本委員 

８ 
上越市教育委員会 

 
その他 教育委員会

平成21年11月 21日(土) 

10:00～12:00 

藤村委員長 

梶本委員 

９ 
つくば市立 

谷田部東中学校 
中学校 学校 

平成21年11月 21日(土) 

10:40～11:30 
西田委員 

１０ 
和歌山市立 

宮前小学校 
小学校 学校 

平成21年11月 26日(木) 

14:35～16:10 
三宅委員 

１１ 
阿蘇市立 

坂梨小学校 
小学校 学校 

平成21年12月 4日(金) 

13:00～15:00 
佐久間委員 

１２ 
豊田市立 

足助中学校 
中学校 学校 

平成21年12月 12日(土) 

10:30～11:30 
三宅委員 

１３ 
和歌山市立 

教育研究所 
その他 教育委員会

平成22年1月 19日(火) 

13:30～15:00 

藤村委員長 

 

１４ 
十和田市立 

北園小学校 
小学校 学校 

平成22年1月 21日(木) 

14:40～16:45 

藤村委員長 
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（４）事前調査票による開催地の状況把握（事前アンケート） 

内容の充実を図り、セミナーを円滑に進めるため、インターネットの利用率、携帯電話

の保有率、携帯電話におけるフィルタリングの設定率などを事前に大まかに把握し、セミ

ナーに反映させた。 

 
 ① 本セミナー申込みのきっかけとなった動機、（あれば）出来事をご記入ください。 

（回答例） 

・教育研究所の研修に参加し、このようなセミナーがあることを聞いて応募した。 
・県の教育委員会から本セミナーの話を聞き、専門家のお話を聞きたいと思った。 
・子ども達の間で携帯電話やインターネットによるメールでの悪口やプロフの嫌がら

せがあったため、対応を検討するためネットで調べていたらこのセミナーの存在を

知って応募した。 
・昨年実施した学校の先生の紹介。 
・講師の講演会を聞きに行き、児童生徒や保護者に対しセミナーを実施しているこ

とを聞き応募した。 
 
 ② 今回セミナーを受講される児童・生徒の家庭でのインターネット利用率はおおよそどれ

くらいでしょうか。 

平均は６７．８％となっておりアンケート調査とほぼ同様の結果であった。 
 
 ③ 今回セミナーを受講される児童・生徒の携帯電話の保有率はおおよそどれくらいでし

ょうか。 

平均２５％でアンケート結果での約２５．５％とほぼ同様の結果であった。 
 
 ④ 携帯電話保有者のフィルタリング設定率はおおよそどれくらいでしょうか。 

平均２４．５％。アンケートの回答ではフィルタリングを設定していると回答した 
保護者は約６０％であったことから学校の認識と開きがあった。 

 
＜付録２．調査票 参照＞ 

 

 
（５）開催地アンケートの実施（事後アンケート） 

・アンケートは今後インターネットや携帯電話がさらに普及した時の参考となるよう、Ｉ

Ｔ活用の安全・安心についての子どもたちの現状の把握、保護者の考え方などを調査す

ることとした。 
・セミナーに合わせて指導者向け、管理職向けについても作成した。 

 

＜付録３．アンケート質問票 参照＞ 
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１．３ 事業の経過 

 

平成２１年 
４月 ６日   「２１年度 親子のためのネット社会の歩き方セミナー」 
       検討委員会設置・有識者への委員委嘱 
４月２０日  第１回検討委員会開催 
       ２１年度事業計画 スケジュール 対応項目の検討と確認 
５月１５日  親子のためのネット社会の歩き方セミナー開催地公募開始 
６月２５日  第２回検討委員会開催 
       改訂版テキスト原稿、ネット展開用リーフレット原稿の精査 
       アンケート項目の検討 
       応募状況の確認 開催校の採択（第 1期） 
７月 ２日  親子のためのネット社会の歩き方セミナー開催地採択結果通知（第 1期） 
８月 ６日  セミナー講師の選任（第 1期） 
８月１８日  第３回検討委員会開催 
       改訂版テキスト、ネット展開用リーフレット（カラー・モノクロ）原稿 
       の確認。 
       応募状況の確認 開催校の採択（第 2期） 
８月１９日  米子市立福米西小学校セミナー開催 
８月２６日  親子のためのネット社会の歩き方セミナー開催地採択結果通知 

（第 2期、第 1回） 
８月２８日  ネット展開用リーフレット掲載開始 
９月 ２日  セミナー講師の選任（第 2期、第 1回） 
１０月２１日  親子のためのネット社会の歩き方セミナー開催地採択結果通知 

（第 2期、第 2回） 
       セミナー講師の選任（第 2期、第 2回） 
       「親子のためのネット社会の歩き方セミナー」改訂版テキスト完成 
１０月２９日  熊谷市立熊谷西小学校セミナー開催 
１１月 ７日  千葉市立花見川第二小学校セミナー開催 
１１月１５日  和歌山市立宮小学校セミナー開催 
        一宮市立南部中学校セミナー開催 
１１月２０日  上越市立国府小学校セミナー開催 
        上越市立直江津中学校セミナー開催 
１１月２１日  上越市教育委員会セミナー開催 
        つくば市立谷田部東中学校 
１１月２６日  和歌山市立宮前小学校セミナー開催 
１２月 ４日  阿蘇市立坂梨小学校セミナー開催 
１２月１２日  豊田市立足助中学校セミナー開催 
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平成２２年 
１月１９日  和歌山市立教育研究所セミナー開催 
１月２１日  十和田市立北園小学校セミナー開催 
３月 １日  第４回検討委員会開催 
       報告書作成の検討、来年度に向けての意見交換 
３月３１日  報告書完成 
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