講演・シンポジウム活動実績
（2008年10月～2016年3月）

2016年3月31日

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（ＥＭＡ）
啓発・教育プログラム部会

講演・シンポジウムについて
■実施目的
平成21 年4 月から施行された「青少年インターネット環境整備法」基づき、青少年が安心・
安全にインターネットを利用するための環境整備が始まっています。
民間での自主的・主体的取組が鋭意進められていると共に、行政においても施行状況の検
討が進められています。
一方、新学習指導要領が平成23 年4 月の小学校を皮切りに、年度毎に中学校、高等学校
と全面実施され、急速に進化を続けるICT（情報通信技術）を背景に、青少年が健全にICT を
利活用できるように育成するため、青少年への指導に加え、保護者や教職員への「情報モラ
ル教育」の啓発・教育活動が重要視されています。
EMAでは、コミュニティサイト等の利用によるICT を通じた権利やインターネット、ケータイ利
用に関する講演や啓発・教育シンポジウム、ワークショップ等を行い、ICTリテラシーの啓発・
教育活動を進めています。

■これまでの主な活動
・ワークショップコレクション7 ブース出展（2011年2月）

・もっとグッドネット in おおさか ～学校におけるICTリテラシー教育の実践（2011年3月）
・高校生ICT Conference（旧：高校生熟議）（2011年7月～2014年12月）

等
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活動事例1：ワークショップコレクション7 ブース出展
■開催概要
・開催日程、開催場所： 2011年2月26日～27日に慶應義塾大学日吉キャンパスで開催
※ワークショップコレクションには2日間で6.2万人が来場
・対象者： 小学生～保護者
※2日間を通じ、大人：98名、子ども：185名、計：283名がEMAのワークショップに参加
・効果測定方法： 定型アンケート
・実施内容： 安心協「もっとグッドネットゾーン」にて、子どもにネットやケータイを楽しく学んでもらうことを趣旨として、

３つのブースが用意されたが、EMAはその中の1ブースにてケータイを利用してルールやマナーを習得
するワークショップ（2タイプ）を実施。
・ワークショップタイトル： ケータイ・インターネットの歩き方
・ワークショップA： エマちゃんといっしょにケータイインターネットを楽しもう
：実際のケータイ・サイトを活用し、注意事項（クイズ形式）や情報発信のルール
を学習するワークショップ
・ ワークショップB： ケータイインターネットの大事なルール（著作権）ってなんだろう
：EMAの制作したショート・ビデオ集を活用し、ケータイを利用する上での必要な
ルールとマナーを学習するワークショップ
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活動事例2：もっとグッドネット in おおさか
～学校におけるICTリテラシー教育の実践～
■開催概要
・開催日程、開催場所： 2011年3月12日 公益社団法人國民會館（大阪市）にて開催
・対象者： 教職員、教育関係者、保護者、インターネットアドバイザー等大阪府全域を中心に全国から
・効果測定方法： 定型アンケート
・実施内容：
・主催、共催： 主催：一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 共催：安心ネットづくり促進協議会
・後援、協賛： 後援：総務省、文部科学省、

大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、堺市教育委員会、寝屋川市教育委員会、箕面市教育委員会
協賛：マイクロソフト株式会社 協力：株式会社SDVホールディングス、株式会社モバイルスタッフ
・実施プログラム：
開会の挨拶： 総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政課 課長補佐 中村 朋浩様
【第一部:子どものネットとケータイを考える】
(1)講演「ネットとケータイ、その現状と対応のあり方」
熊本市立河内中学校 教頭 桑崎 剛先生
(2)情報モラル教育の普及啓発について（パネルディスカッション）
【第二部:これからのＩＣＴ教育を考える】

(1)ケータイ・インターネットの歩き方 ～「著作権編」を活用した模擬授業～
羽衣学園中高等学校 教諭 米田 謙三 先生、羽衣学園の生徒 10名
(2)情報モラル授業の展開について（パネルディスカッション）
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活動事例2：もっとグッドネット in おおさか
～学校におけるICTリテラシー教育の実践～
■開催概要
・ 事業の成果：
本シンポジウムでは、青少年のケータイ・インターネット利用について、先鋭的に取組みを学校において実践
している桑崎先生の講演と総務省からの話しにより、最新の取組状況と政府の検討状況について理解を深め、
同時に啓発に関して具体的な授業を実践する上で、米田教諭の模擬授業を通じて、多くの教員が簡便に実施
できる授業づくりの可能性を検討するとともに、課題についても参加と共有しました。
開催の詳細につきましては、以下のURLから参照可能ですので、是非ご参照下さい。

・EMAホームページ 啓発・教育プログラム
もっとグッドネット in おおさか ～学校におけるICTリテラシー教育の実践～
http://www.ema.or.jp/education/events/sympo/20110312/
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活動事例3：高校生熟議（2011年度）
リアル熟議開催日
 第一回

2011年7月16 日（土）13:30-17:00 熟議テーマ「ネットとケータイの問題点」
 第二回 2011年8 月27日（土）13:30-17:00 熟議テーマ「私たちにとってのケータイ、インターネットとは」
 第三回 2011年11 月3日（木）11:00-16:30 熟議テーマ「これからのネットとケータイを考える」
開催場所
 大阪ユビキタス協創広場

CANVAS（内田洋行大阪支店）

ネット熟議開催期間
 第一回

2011年7月17日（日）00:00～2011年8月21日（日）24:00

• 熟議テーマ「ネットとケータイの問題点」
 第二回

2011年8月28日（日）00:00～2011年9月25日（日）24:00

• 熟議テーマ「高校生にとってのケータイ、インターネットとは」
 第三回

2011年9月26日（日）00:00～2011年10月23日（日）24:00

• 熟議テーマ「これからのネットとケータイを考える」

最終報告会
 2011年11月17日（木）

於：総務省・文部科学省

開催サイト
 文部科学省

政策創造エンジン 熟議カケアイ
 （http://jukugi.mext.go.jp/）
主催・共催
 大阪私学教育情報化研究会
 安心ネットづくり促進協議会
 一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構

後援
 文部科学省
 総務省

【2011年度の参加状況】
参加生徒数 11校 52人

〔大阪府〕
大阪学院大学高等学校
大阪学芸中等教育学校
大阪薫英女学院高等学校
大阪市立扇町総合高等学校
大阪成蹊女子高等学校
堺女子高等学校
羽衣学園高等学校、
〔京都府〕
京都女子高等学校
〔兵庫県〕
兵庫県立神戸商業高等学校
〔奈良県〕
関西中央高等学校
奈良県立奈良朱雀高等学校

近畿総合通信局

http://www.osaka-sigaku.net/ictproject/
http://www.ema.or.jp/education/events/jukugi/2011_osaka/index.html
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活動事例3：高校生熟議（2012年度）
高校生熟議2012

熟議テーマ

 「スマートフォン時代の情報モラルと利活用」

各回熟議テーマ
 第１回

「スマホって何？」
 第２回 「スマホ時代のネットの在り方・使い方」
 サミット 「高校生が考えるスマートフォン時代の情報モラルと利活用」
リアル熟議開催日程
 【東京開催】

於：東京ユビキタス協創広場 CANVAS
 第１回 2012年9月8日（土）13:30-17:00
第２回 2012年11月3日（土）13:30-17:00
 【大阪開催】 於：大阪ユビキタス協創広場 CANVAS
 第１回 2012年７月21日（土）13:30-17:00 第２回 2012年11 月3日（土）13:30-17:00
 【高校生熟議サミット】 於：東京ユビキタス協創広場 CANVAS
 2012年12月15日（土） 13:30-17:00
ネット熟議：テーマ

「ガラケー派、スマホ派？」

 2012年9月9日（日）00:00～2012年10月14日（日）24:00
 文部科学省

政策創造エンジン 熟議カケアイ（http://jukugi.mext.go.jp/）

最終報告会
 2013年1月28日

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

主催・共催
 大阪私学教育情報化研究会
 安心ネットづくり促進協議会
 一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構

後援
 内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省、一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会
 一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会
 東京都高等学校情報教育研究会、読売新聞社、全国読売防犯協力会

【2012年度の参加状況】
参加生徒数 17校 79人
≪高校生熟議2012in 東京≫
6校 25人
〔東京都〕
自由学園高等科
帝京高等学校
東京学芸大学附属国際中等教育学校
〔神奈川県〕
鎌倉女学院高等学校
〔茨城県〕
茨城県立勝田工業高等学校
水戸女子高等学校
≪高校生熟議2012 in 大阪≫
11校 54人
〔大阪府〕
金光八尾高等学校
大阪学院大学高等学校
大阪市立東高等学校
大阪成蹊女子高等学校
大阪羽衣学園高等学校
大阪府立天王寺高等学校
大阪府立布施高等学校
大阪府立岬高等学校
〔奈良県〕
関西中央高等学校
奈良県立王寺工業高等学校
奈良県立奈良朱雀高等学校

http://www.ema.or.jp/education/events/jukugi/2012/index.html
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活動事例3：高校生ICT Conference2013
 高校生

ICT Conference 2013 テーマ
 「考えてみよう！情報モラル・情報リテラシー教育の５Ｗ１Ｈ」

 各回熟議テーマ
 第１回

「何が知りたい？！情報のモラルとリテラシー」
 第２回 「高校生だからできる『情報モラル・情報リテラシー教育』」
 サミット 「考えてみよう！情報モラル・情報リテラシー教育の５Ｗ１Ｈ」
 開催日程

・高校生ICT Conference 2013 in北海道
第一回 2013年9月8日（日）13:30-17:00 第二回 2013年10月20日（日） 13:30-17:00
 ・高校生ICT Conference 2013 in 東京
 第一回 2013年9月7日（土）13:30-17:00 第二回 2013年10月5日（土） 13:30-17:00
 ・高校生ICT Conference 2013 in奈良
 第一回 2013年7月21日（日）13:30-17:00 第二回 2013年9月29日（日） 13:30-17:00
 ・高校生ICT Conference 2013 in大阪
 第一回 2013年7月20日（土）13:30-17:00 第二回 2013年10月5日（土） 13:30-17:00
 ・高校生ICT Conference 2013 in大分
 第一回 2013年9月28日（土）13:30-17:00 第二回 2013年10月26日（土） 13:30-17:00
 ・高校生ICT Conference 2013サミット（各地域の代表者による熟議）
 2013年11月3日（日） 13:30-17:00
 ・最終報告会（サミットでの取りまとめを提言として関係府省庁等に報告）
 2013年12月18日（水） 15:30-17:30 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」、総務省、文部科学省、経済産業省



 主催・共催


一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構、安心ネットづくり促進協議会、大阪私学教育情報化研究会

 後援

内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省、北海道、奈良県、北海道教育委員会 、奈良県教育委員会、大分県教育委員会
北海道青少年有害情報対策実行委員会、東京都高等学校情報教育研究会、奈良県高等学校情報教育研究会、大阪府高等学校情報教育研究会
 独立行政法人情報処理推進機構、公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所、一般社団法人全国高等学校PTA連合会
 一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会、特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構



 協賛



グリー株式会社、グーグル株式会社、株式会社ディー・エヌ・エー、LINE株式会社、株式会社ミクシィ、一般社団法人情報教育研究所、株式会社インテグラル
株式会社中部トータルサービス

 協力

一般社団法人ソーシャルゲーム協会、一般財団法人日本脳力研究協会、NPO法人企業教育研究会、アルプス システム インテグレーション株式会社
株式会社内田洋行、株式会社ガイアックス、KDDI株式会社、株式会社サイバーエージェント、デジタルアーツ株式会社、株式会社BITS PUZZLE
 株式会社メディア開発綜研
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活動事例3：高校生ICT Conference2013
【2013年度の参加状況】
参加生徒数 51校 267人
《北海道》 8校 43人
北海道豊富高等学校
北海道石狩翔陽高等学校
北海道札幌東豊高等学校
北海道札幌平岡高等学校
北海道札幌白陵高等学校
北海道札幌真栄高等学校
北海道札幌月寒高等学校
北海道大麻高等学校
《奈良》 10校 67人
関西中央高等学校
奈良県立西の京高等学校
奈良県立御所実業高等学校
奈良県立香芝高等学校
奈良県立奈良朱雀高等学校
奈良県立大和広陵高等学校
奈良県立王寺工業高等学校
奈良県立奈良情報商業高等学校
奈良県立大和中央高等学校
奈良県立法隆寺国際高等学校

《東京》 8校 41人

《大分》 12校 46人

自由学園高等科
栃木県立宇都宮北高等学校
群馬県立太田東高等学校
群馬県立前橋南高等学校
水城高等学校
水戸女子高等学校
鎌倉女学院高等学校
神奈川学園高等学校

大分県立別府羽室台高等学校
大分県立大分豊府高等学校
大分県立別府鶴見丘高等学校
大分県立大分鶴崎高等学校
大分県立大分舞鶴高等学校
大分県立大分商業高等学校
大分県立情報科学高等学校
大分県立大分西高等学校
大分県立別府青山高等学校
大分県立大分工業高等学校
大分県立大分上野丘高等学校
大分県立大分南高等学校

《大阪》 14校 70人
大阪市立東高等学校
関西学院千里国際高等部
兵庫県立姫路別所高等学校
兵庫県立姫路飾西高等学校
兵庫県立須磨東高等学校
大阪府立天王寺高等学校
羽衣学園高等学校
大阪学院大学高等学校
聖母被昇天学院高等学校
大阪府立布施高等学校
大阪成蹊女子高等学校
大阪府立岬高等学校
金光八尾高等学校
関西中央高等学校

【サミット 参加校】
北海道札幌東豊高等学校
栃木県立宇都宮北高等学校
奈良県立奈良朱雀高等学校
羽衣学園高等学校
大分県立別府羽室台高等学校
【最終報告会 参加校】
栃木県立宇都宮北高等学校
奈良県立奈良朱雀高等学校
羽衣学園高等学校
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活動事例4：高校生ICT Conference2014
 高校生

ICT Conference 2014 テーマ
 「考えよう！これからのスマートなネットの使い方・あり方」

 各回熟議テーマ
 第１回

「小中学生に伝えたい 情報モラル」
 第２回 「2020年のICT環境を創造する」
 サミット 「考えよう！これからのスマートなネットの使い方・あり方」
 開催日程

・高校生ICT Conference 2014 in北海道
第一回 2014年9月28日（日）13:30-17:00 第二回 2014年10月19日（日） 13:30-17:00
 ・高校生ICT Conference 2014 in 東京
 第一回 2014年9月7日（土）13:30-17:00 第二回 2014年10月4日（土） 13:30-17:00
 ・高校生ICT Conference 2014 in奈良
 第一回 2014年7月27日（日）13:30-17:00 第二回 2014年8月24日（日） 13:30-17:00
 ・高校生ICT Conference 2014 in大阪
 第一回 2014年7月21日（月）13:30-17:00 第二回 2013年10月4日（土） 13:30-17:00
 ・高校生ICT Conference 2014 in大分
 第一回 2014年8月30日（土）13:30-17:00 第二回 2014年9月27日（土） 13:30-17:00
 ・高校生ICT Conference 2014サミット（各地域の代表者による熟議）
 2014年11月3日（月） 13:30-17:00
 ・最終報告会（サミットでの取りまとめを提言として関係府省庁等に報告）
 2013年12月16日（火） 15:30-17:30 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」、総務省、文部科学省



 主催・共催


一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構、安心ネットづくり促進協議会、大阪私学教育情報化研究会

 後援

内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省、北海道、奈良県、北海道教育委員会、奈良県教育委員会、大分県教育委員会
北海道青少年有害情報対策実行委員会
 全国高等学校情報教育研究会、東京都高等学校情報教育研究会、大阪府高等学校情報教育研究会、奈良県情報教育研究会
 独立行政法人情報処理推進機構、公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所、一般社団法人全国高等学校PTA連合会
 一般社団法人ソーシャルゲーム協会、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会
 特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構



 協賛


グーグル株式会社、グリー株式会社、株式会社ディー・エヌ・エー、株式会社メディア開発綜研、LINE株式会社、株式会社中部トータルサービス

 協力

一般財団法人日本脳力研究協会、NPO法人企業教育研究会、一般社団法人情報教育研究所
アルプス システム インテグレーション株式会社、株式会社インテグラル、株式会社内田洋行、株式会社NTTドコモ、株式会社ガイアックス、KDDI株式会社
 株式会社サイバーエージェント、ソフトバンクモバイル株式会社、デジタルアーツ株式会社、株式会社BITS PUZZLE、株式会社ミクシィ、ワイモバイル株式会社
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活動事例4：高校生ICT Conference2014
【2014年度の参加状況】
参加生徒数 44校 221人

《北海道》 6校 26人
北海道札幌東豊高等学校
北海道札幌月寒高等学校
北海道大麻高等学校
北海道旭川工業高等学校
北海道静内農業高等学校
北海道札幌旭丘高等学校

《奈良》 8校 56人

関西中央高等学校
奈良県立西の京高等学校
奈良県立御所実業高等学校
奈良県立香芝高等学校
奈良県立奈良朱雀高等学校
奈良県立大和広陵高等学校
奈良県立王寺工業高等学校
奈良県立奈良情報商業高等学校

《東京》 9校 31人

《大阪》 9校 52人

自由学園高等科
栃木県立宇都宮北高等学校
帝京高等学校
高輪高等学校
埼玉県立浦和高等学校
水城高等学校
水戸葵陵高等学校
鎌倉女学院高等学校
神奈川学園高等学校

大阪市立東高等学校
関西学院千里国際高等部
プール学院高等学校
大阪府立東百舌鳥高等学校
羽衣学園高等学校
大阪学院大学高等学校
大阪青凌高等学校
大阪成蹊女子高等学校
奈良県立御所実業高等学校

《大分》 12校 56人
大分県立大分豊府高等学校
大分県立由布高等学校
大分県立大分鶴崎高等学校
大分県立大分舞鶴高等学校
大分県立佐伯鶴城高等学校
大分県立情報科学高等学校
大分県立大分雄城台高等学校
大分県立別府青山高等学校
大分県立大分工業高等学校
大分県立宇佐産業科学高等学校
大分県立大分南高等学校
大分国際情報高等学校

【サミット 参加校】
北海道札幌月寒高等学校
水戸葵陵高等学校
羽衣学園高等学校
奈良県立王寺工業高等学校
大分県立別府青山高等学校
沖縄県立南風原高等学校
(招待参加)
【最終報告会 参加校】
羽衣学園高等学校
大分県立別府青山高等学校
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活動事例5：高校生ICT Conference2015
2015年度テーマ
全体テーマ：言いたい！イマドキのネットのルール&マナー！！
～ 高校生のボクたちだから ～
• 第1回：大人のルール&マナー
• 第2回：大人が作った子供のルール&マナーを考える
開催日程
•

各地域開催（7月～10月）
全国9カ所でワークショップ（議論を重ねる熟議方式）形式の議論を実施し、代表者1名を
選出
北海道、長野、石川、神奈川、東京、大阪、奈良、福岡、大分
※福井・沖縄からは招待参加

•

サミット(東京・11月3日）
各地での議論をもとに、高校生が政府への提言をまとめるための討議を実施し、代表者2名
選出

•

最終報告会(東京・12月９日)
内閣府・文部科学省・総務省・経済産業省に提言発表
12

活動事例5：高校生ICT Conference2015

地
域
開
催

地域
北海道

第1回
2015年9月27日（日）

第2回
会場
2015年10月18日（日） 札幌ユビキタス

石川
長野
東京

2015年9月13日（日）
2015年9月5日（土）
2015年10月11日（日）

－
2015年10月3日（土）
－

金沢商工会議所
松本駅前会館
東京ユビキタス
協創広場 CANVAS

神奈川
大阪

2015年10月4日（日）
2015年7月25日（土）

－
2015年9月20日（日）

岩崎学園
① 内田洋行
② 大阪私学会館

奈良

2015年7月26日（日）

－

帝塚山大学
東生駒キャンパス

福岡
大分

2015年9月12日（土）
2015年8月29日（土）

－
－

ガスホール
アイネス、大分県消費生
活・男女共同参画プラザ

サミット
最終報告会

協創広場U-cala

2015年11月3日 13:30～17:00
2015年12月９日

内田洋行
各省庁

参加：78校 生徒310名
※2015年度より、主催が「高校生ICT Confernce実行委員会」に変更となりました。
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