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４．セミナーの実施 

 

教育委員会等を含む小学校及び中学校からの申込みがあり、開催日が決定したところから

順次講師の人選を行い、最終的に１４カ所で実施した。 

 なお、当初１５カ所で開催予定であったが新型インフルエンザの流行と重なったため、 

１校「学校閉鎖による授業時間の減少を解消するため、セミナーを中止し授業に充てたい」

との申し出があり、最終的に１４カ所での開催となった。 

 また、情報モラル指導の普及及び自立展開を考慮し、学校現場だけではなく教育委員会 

主催の地域で行った指導者向けのセミナーや、校長会での管理職向けセミナーも採択し 

実施した。 

 
４．１ セミナー実施概要 

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：平成２１年８月１９日（水） ～ 平成２２年１月２１日（木） 
・開催時間：５０分 ～ ３時間 

 
③ 参加者 
・児童生徒：１会場 約２０名～４３０名、 
・保護者：１会場 約２０名～８０名 
・教職員：１会場 約５名～３８名 
・その他 教育委員会関係者、報道関係者数名 

 
④ 開催会場 

開催校（体育館、コンピュータルーム、音楽教室、多目的室、総合学習室、交流室 等） 
市民会館講堂、会議室 
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４．２ セミナー開催地一覧 

児童
生徒

保護者 教職員
教育
委員会
等

その他

児童向け 授業 ＰＣ実習含む

保護者向け 講演 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ含む

児童向け 授業

保護者向け 講演 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ含む

児童向け 授業

保護者向け 講演

児童向け 講演

保護者向け 講演

児童向け 授業

保護者向け 講演

児童向け 授業

保護者向け 講演

児童向け 授業

保護者向け 講演

児童向け 授業

保護者向け 講演

生徒向け 講演

保護者向け 講演

ＰＣ実習含む

○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

13

14

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

講演管理者向け

申請者 形　態

親子同時開催 講演

講演指導者向け

親子同時開催 講演

親子同時開催 講演

教
育
委
員
会
等

一宮市立南部中学校

上越市立直江津中学校

つくば市立谷田部東中学校

学校

教育
委員会

学校

学校

小
学
校

中
学
校

1

2

3

4

5

6

7

8

参加者

開催校
種
別
No

学校

学校

学校

学校

教育
委員会

学校

学校

学校

9

10

11

12

教育
委員会

教育
研究所

米子市立福米西小学校

熊谷市立熊谷西小学校

千葉市立花見川第二小学校

和歌山市立宮小学校

上越市立国府小学校

和歌山市立宮前小学校

阿蘇市立坂梨小学校

十和田市立北園小学校

豊田市立足助中学校

上越市教育委員会

和歌山市立教育研究所

○

○

○

○

○ ○ ○
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４．３ 開催地からの報告 

（１）鳥取県 

開催校 米子市立福米西小学校 

開催日時 平成２１年８月１９日（水） １４：００～１７：００ 

セミナー会場 
児童向けセミナー：パソコンルーム   
保護者向けセミナー：体育館 

受講者数 児童：３９名  保護者：２６名  教職員：３８名 

セミナー形態 
児童向けセミナー：PC操作含む実習   
保護者向けセミナー：ワークショップ  

アンケート回収数 児童：３７  保護者：５０ 

開催地の感想 

＜児童向けセミナー＞ 
子どもたちが実際にパソコンを使って、電子掲示板を体験できたことがよ

かった。ネット上では、相手の顔が直接見えないために、コミュニケーショ

ンが上手くできないことがあることや、相手の名前を使ってなりすましをし

て相手を傷つけたり、困らせたりすることがあることを体験することができ

たと思う。インターネットは、掲示板の書き込みが殺人事件や誘拐事件につ

ながることを、実際の事件があった書き込みを見せていただき、子どもたち

は肝に銘じたと思う。インターネットの向こう側には人がいることを教えて

いただきネット上では、自分が被害者にも、加害者にもなることを身を持っ

て体験できたと思う。 
＜保護者向けセミナー＞ 
事前に準備をしていただいて本物のインターネット上のプロフを実際に

見ることができてたいへん良かった。子どもたちがネット上で自分の情報を

大胆に出していることがよく分かった。また、ネット上の情報がもとでいろ

いろな事件が起こり、子どもたちが巻き込まれている事例をあげながら話を

していただき、話の内容がよく分かり、今後の指導の参考になった。ワーク

ショップを交えながら参加者同士が交流しながら進めていただいたので、自

分たちが聞いてみたい質問をすることもできた。実際に講師の家庭での取り

組みも話していただき、たいへん実のあるセミナーでした。「ケイタイ・イ

ンターネット」は、危ないから使わせないのではなく、正しい使い方をして

安心して安全に使えるように家庭でフィルタリングしたり、使い方のルール

づくりをしたりするなど保護者啓発ができて大変よかった。 

セミナー風景 
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（２）埼玉県 

開催校 熊谷市立熊谷西小学校 

開催日時 平成２１年１０月２９日（木）１３：２０～１５：１５ 

セミナー会場 
児童向けセミナー：体育館   
保護者向けセミナー：コンピュータ室 

受講者数 児童１２０名  保護者７０名 

セミナー形態 
児童セミナー：講演   
保護者向けセミナー：講義と参加者の話し合い  

アンケート回収数 児童：１０８  保護者：５６ 

開催地の感想 

＜児童向けセミナー（保護者同席）＞ 
テキストに沿った講演で、テキストで確認することで、ネット社会の

良さや注意点を理解することができた。 
テキストはイラストが入っていて、とても興味深く読むことができた。

家庭に持ち帰ってももう一度読み返したくなる作り方だった。 
講演の途中で、参加者に質問をしたりして、講演の時間がとても短く

感じられた。 
パワーポイントを使うことで、特にネット社会の恐ろしさの部分を実

感することができた。 
とても身近なテーマだったので、児童はとてもまじめに講演を聴いて

いた。 
 
＜保護者向けセミナー＞ 
テキストで保護者が注意することが、わかりやすく説明してあった。

個々のパソコンの画面を見ながらの講義だったので、体育館よりもパ

ワーポイントの書いてある内容が見やすかった。 
講義の最後に保護者同士の話し合いは、子どもの携帯電話やインター

ネットの上手な使い方の情報交換をするよい機会となった。 
 

セミナー風景 
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（３）千葉県 

開催校 千葉市立花見川第二小学校 

開催日時 平成２１年１１月７日（土） １３：４５～１５：４５ 

セミナー会場 
児童向けセミナー：体育館  
保護者向けセミナー：コンピュータ室 

受講者数 児童：６６名  保護者：３８名  教職員：２０名 

セミナー形態 
児童向けセミナー：授業   
保護者向けセミナー：講演 

アンケート回収数 児童：６３  保護者：３３ 

開催地の感想 

＜児童向けセミナー＞ 
講師の先生のお話、解説がていねいで、とてもわかりやすかった。特

に児童に対しての言葉に配慮されていた。 
携帯電話（ケータイ）はコンピュータに通話機能やメール機能が付い

たものであるという“コンピュータとしての認識“はとても印象的であ

った。 
小学生にケータイを買い与えるという行為を親が子に貸し与えるとい

う認識も一つの工夫である、という考え方に共感する保護者が多くいた。

授業及び講演の内容構成について、短時間の中で効果的に進められて

いた。 
 
＜保護者向けセミナー＞ 
保護者対象の講演については、プロフや出会い系サイトの画面が実際

にどんなものなのか、多く提示されるとよいと思う。また実際に危険の

ない範囲で保護者に自分の携帯電話からアクセスさせてみる実技もよい

のではないかと思う。 
子どもも親も有意義な時間を過ごせたと思う。今後実践力として身に

ついてもらえると嬉しい。 
 

セミナー風景 
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（４）和歌山県 

開催校 和歌山市立宮小学校 

開催日時 平成２１年１１月１５日（日） ８：５０～１１：５０ 

セミナー会場 
児童向けセミナー：体育館 
保護者向けセミナー：体育館 

受講者数 児童：１５５名  保護者：６０名 

セミナー形態 
児童向けセミナー：講演 
保護者向けセミナー：講演 

アンケート回収数 児童：１２２  保護者：４１ 

開催地の感想 

＜児童向けセミナー＞ 
大変緻密で、計画的に準備された講演会でした。 
講義の会場が教室でなく、体育館で、しかも１５５人もの大集団の中

であったために、講演しにくかったと思います。これが一つの教室で、

３０人の人数で受講できたら、充実した講演内容だったので、もっと子

どもたちの心に響いたと思います。 
今後は、授業の中で実施していきたい。 
資料は見やすく、パワーポイントも分かりやすかったです。 

 
＜保護者向けセミナー＞ 
保護者へのお話では、講師先生自らが６年生の保護者であることがい

っそう共感を与え、ともに親として考えましょう、という姿勢で語りか

けていただきよかったです。 
講師先生のお人柄がよく伝わってまいりました。 
 

セミナー風景 
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（５）愛知県 

開催校 一宮市立南部中学校 

開催日時 平成２１年１１月１５日（日） １１：５５～１２：４５ 

セミナー会場 
生徒向けセミナー：屋内運動場 
保護者向けセミナー：屋内運動場 

受講者数 生徒：２８０名  保護者：８０名  教員：２０名 

セミナー形態 
生徒向けセミナー：講演 
保護者向けセミナー：講演 

アンケート回収数 生徒：２８１  保護者：６０ 

開催地の感想 

＜生徒向けセミナー＞ 
良かった点 
・内容がよく整理され、わかり易かった。 
・最近受講した講演会や研修会の中でも一番整理された内容であった。

・講師の親しみやすい風貌 
・工夫された導入部により、スムーズに生徒が講演内容に入り込めた。

（オバマと一宮市長） 
・携帯電話を今から持つ生徒が５０％程度いるので、タイムリーでも 
 あった。 
・生徒がしっかり聞いていたことが内容の良さを物語っている。 
 
課題 
・時間がもう少しあれば、生徒が意見を述べたり、質問ができた。 
・事前の打ち合わせが少なかった。 
 

セミナー風景 
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（６）新潟県 

開催校 上越市立国府小学校 

開催日時 平成２１年１１月２０日（金） １１：００～１２：００ 

セミナー会場 
児童向けセミナー：多目的室 
保護者向けセミナー：多目的室 

受講者数 児童：６５名  保護者： ４０名  教職員：５名 

セミナー形態 
児童向けセミナー：授業形態 
保護者向けセミナー：講演 

アンケート回収数 児童：６５  保護者：２９ 

開催地の感想 

＜児童向けセミナー＞ 
集中して受講していた。講師の発問に対してよく考え、自分の考えを

発表していた。 
家族で携帯電話の約束を決めることにも真剣に考え、自分の考えを発

表していた。 
 
＜保護者向けセミナー＞ 
小学生の子どもに携帯電話を持たせる親は少ないが、セミナーへの関

心が高く積極的に参加した。 
子どもに携帯電話を持たせる際には、きちんと約束を決めようとする

保護者が増えた。 
 
＜セミナーの内容について＞ 
ドラマの映像はとてもわかりやすかった。ワークショップ的な活動も

取り入れていただき、主体的に学習することができた。 
携帯の光と影の部分がよくわかり、保護者にも好評であった。 

 

セミナー風景 
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（７）新潟県 

開催校 上越市立直江津中学校 

開催日時 平成２１年１１月２０日（金） １１：００～１２：００ 

セミナー会場 
生徒向けセミナー：体育館 
保護者向けセミナー：体育館 

受講者数 生徒４３０名  保護者・教職員 他２０名 

セミナー形態 
生徒向けセミナー・保護者向けセミナー： 
講演資料（冊子）とプロジェクターによるプレゼンを併用した参加型講

演 

アンケート回収数 生徒：４０９  保護者８ 

開催地の感想 

＜生徒向けセミナー・保護者向けセミナー（同時開催）＞ 
身近なケータイを題材にし、グラフなどの数値や動画を使った形での

説明と問題提起は生徒や保護者がネット社会の中でどのように生活して

いくべきかと、深く考えるきっかけになったと思う。 
 
来年度については今回の資料を活用した継続的な指導を続けていく。

保護者向けのセミナーを充実させたい。 
 

セミナー風景 
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（８）新潟県 

開催校 上越市教育委員会 

開催日時 平成２１年１１月２１日（土） １０：００～１２：００ 

セミナー会場 指導者向けセミナー：新潟県上越市 市民プラザ 

受講者数 
指導主事 情報指導員（地域コーディネータ）・学校教員 
保護者 ４０名 

セミナー形態 指導者向けセミナー：講義及びパソコンを使用した実習 

アンケート回収数 指導主事：８  保護者：２ 

開催地の感想 

実際にパソコンを使用して、参加者が当事者意識を持って実習できた

ことがとてもよかった。 
資料「ネット社会の歩き方」のページ内容を確認しながらセミナーが

進行したので、今後の子どもへの指導に生かしやすい。 
 
＜直江津中・国府小でのセミナーを参観しての感想＞ 
・直江津中 
子どもが自分自身の問題としてとらえて学習していた。 
機材の準備をしっかりしていただきよかった。 
 このたびの資料を、近隣の学校へも拡げていきたい。 
 
・国府小 
まだ所持する前の時期に、親子で聞けたことが大変よかった。 
保護者は、実名の出ている画面を見ることによって、緊迫感をもって参

加できた。 
ワークショップの中で、自分の考えを出せたことが効果的だった。 

セミナー風景 
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（９）茨城県 

開催校 つくば市立谷田部東中学校 

開催日時 平成２１年１１月２１日（土） １０：４０～１１：３０ 

セミナー会場 体育館 

受講者数 生徒：２００名  保護者：３名 

セミナー形態 生徒向けセミナー：体育館（保護者同席） 

アンケート回収数 生徒： １８５  保護者：３ 

開催地の感想 

＜生徒向けセミナー＞ 
インターネットや携帯電話は便利であり、かつその危険性もあること

を知って使用していくことが必要であることを様々な実例を通して説明

していただいた。 
 
・パンフレットに要点がまとめられており、わかりやすいだけでなく、

 プレゼン形式 でも説明いただけたことがわかりやすかった。 
・自分の知らないところで、自分に関するサイトがあることは衝撃的な

 事実であった。 
・保護者の立場として・・・ケータイを与える親としての自覚と責任の

 甘さを再認識できた。 
・責任をもって正しく携帯電話を使うことの大切さを認識した。 
 

セミナー風景 
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（１０）和歌山県 

開催校 和歌山市立宮前小学校 

開催日時 平成２１年１１月２６日（木） １４：３５～１６：１０ 

セミナー会場 
児童：体育館 
保護者：交流室 

受講者数 児童：１２０名  保護者及び教職員：３０名 

セミナー形態 
児童向けセミナー：授業   
保護者向けセミナー：講演 

アンケート回収数 児童：１１９  保護者：１７ 

開催地の感想 

＜児童向けセミナー＞ 
 パワーポイントを使用し、視覚に訴え、具体的な事例を挙げながら、

授業を進めていただいたので、子どもたちにとってわかりやすく、実践

的であったと思う。冊子があったので、子どもたちの理解に役立ったし、

後になって振り返ることもできるので大変良かったです。 
 
＜保護者向けセミナー＞ 
 大人は、一般的に、携帯電話に関しての知識が不足しており、講演を

通して、初めて知ったことや知っておく必要がある事柄が多々あった。

今日のような情報化社会においては、教員や保護者は、ネット社会の歩

き方について、積極的に情報収集することが大切だと思った。 
 

セミナー風景 
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（１１）熊本県 

開催校 阿蘇市立坂梨小学校 

開催日時 平成２１年１２月４日（金） １３：００～１５：００ 

セミナー会場 
阿蘇市立坂梨小学校 
児童向けセミナー ：教室 
保護者向けセミナー：音楽教室 

受講者数 児童：２１名  保護者：６０名 

セミナー形態 
児童向けセミナー：授業   
保護者向けセミナー：講演 

アンケート回収数 児童：２１  保護者：４９ 

開催地の感想 

＜児童向けセミナー＞ 
６年生向けの授業では、パンフレットと合わせてわかりやすく説明し

ていただいた。話の中で、児童の携帯電話に対する興味・関心の高さに

気づかされた。また、児童の感想にも「知らないことがたくさんあった」

との記述があり、セミナーの効果の高さがうかがえた。保護者向けの講

話では、「わかりやすい説明で良く理解できた」「禁止するだけではな

く、親子で約束して携帯電話やインターネット、ゲームなどを使わせる

ことが大切」など、ネットワークのメリットやデメリットについて親子

できちんとルール作りをしなければならない」などの意見が出され、中

学校進学に向けて効果的な情報モラルの指導を行うことができたことを

実感することができた。 
これからもネットワーク社会は加速度的に進展していくと考えられ

る。これからの社会を生きていく子どもたちに対して、我々教員も最新

の情報機器に関する情報を得ながら、子どもたち自身が自ら判断してネ

ットワークを活用することができるよう情報モラル教育を推進していき

たい。 

セミナー風景 
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（１２）愛知県 

開催校 豊田市立足助中学校 

開催日時 平成２１年１２月１２日（土） １０：３０～１１：３０ 

セミナー会場 
生徒：体育館 
保護者：体育館  

受講者数 生徒：７０名  保護者：４８名  教師：６名 

セミナー形態 
生徒向けセミナー：講演 
保護者向けセミナー：講演 

アンケート回収数 生徒：７０  保護者：４８ 

開催地の感想 

＜生徒向けセミナー、保護者向けセミナー（同時開催）＞ 
サイバー犯罪について、これまでは、自分とはあまり関わりがないこ

とと思っていた保護者や生徒も多かったのですが、保護者や生徒の感想

から、具体的な事例をあげていただいたり、クイズ形式で自分なりに考

えたりしたことで、より身近な問題として捉えている方が増えたと感じ

ました。 
保護者のアンケートに「現在は携帯電話を持たせていないが、今後持

たせたときのよい参考になった」、「もう一度、ルールを確認しなけれ

ばならない」、「家庭でのルールを作りたい」というような内容の感想

がありました。このことからも、今まで以上に意識が高まったと思いま

す。 
 携帯電話やパソコンのインターネットの使用について、親子で話し合

いをするよいきっかけになったと思います。 
実際の事例をたくさん取り入れた内容で分かりやすく講演していただ

き、誠にありがとうございました。 
 

セミナー風景 
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（１３）和歌山県 

開催校 和歌山市立教育研究所 

開催日時 平成２２年 １月１９日（火） １３：３０ ～ １５：００ 

セミナー会場 和歌山市教育文化センター 大会議室 

受講者数 学校長 ４５名、指導主事 ３名、計 ４８名 

セミナー形態 管理職向けセミナー：講演 

アンケート回収数 学校長：４２ 

開催地の感想 

各学校において情報モラル教育を積極的に推進していくためには、何

よりも学校長の意識が重要であります。その意味で、学校長が一堂に会

する校長会で情報モラル研修を実施することができましたことは、たい

へん意義のある研修となりました。今後の和歌山市の情報モラル教育の

推進に大いなる一歩を踏み出すことができたと思っております。 
研修会では、身近な事例から管理職としての必要な理論まで、幅広く、

かつ奥深い内容のお話をしていただきました。参加した学校長のだれも

が情報モラル教育の必要性と具体的な取り組みのアイデアとヒントを実

感とともに持ち帰ることができました。 
今後は、今回の研修を一過性のものに終わらせるのではなく、如何に

意味のあるステップとして価値づけていくかが課題となってきます。今

回のセミナーを受講した学校長が、校内の実践を効率的・効果的に実施

できるよう、研修の主催者として資料提供、広報活動等の積極的な支援

を行ってまいりたいと考えております。 
また今回、「ネット社会の歩き方セミナー」を校長会で開催できました

ことは、本市にとって大きな財産となりました。 

セミナー風景 
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（１４）青森県 

開催校 十和田市立北園小学校 

開催日時 平成２２年１月２１日（木） １４：４０～１６：４５ 

セミナー会場 
児童向けセミナー ：総合学習室   

保護者向けセミナー：総合学習室 

受講者数 児童：８４名  保護者・教員 ：４０名 

セミナー形態 
児童向けセミナー：講義   
保護者向けセミナー：講義 

アンケート回収数 児童：８２  保護者 ：１９ 

開催地の感想 

＜児童向けセミナー＞ 
 講師が子どもたちに分かりやすく、優しい接し方で児童の実態を聞き

出すなど、自校の生徒の実態をこの場で初めて知ることができました。

また、具体的な事例をもとに被害に遭わないようにするためにどのよう

にしたらよいのかを学ぶことができました。 
 
＜保護者向けセミナー＞ 
 本校の6年生の実態を紹介してもらい、思ったよりもブログやプロフを
見ていることが分かりました。また書き込みをしている児童もいて、改

めてこのような情報モラル教育の必要性を感じました。 
その一方で、いつの時代も変わらないものや変わっていくものをセッ

トで教えることが大事であることを学べました。指導を単純化して、規

則で縛るのではなく、望ましい使い方と気をつける点を子どもたちに考

えさせながら指導していくことを強調されていましたので、その点を肝

に銘じて今後の指導にあたるようにしたいと思います。 
小学生のうちに指導すべきことがたくさんあることが分かりました。

今後の指導計画の整備を急ぎたいと思います。 
 

セミナー風景 

 

     
 




