【教員・保護者等対象】
実施機関
総務省

事業名
e-ネット安心講座

（事務局：一般社団
法人マルチメディア
振興センター、文
部科学省及び各協
力企業等と連携）

対象者

費用 実施時期 実施場所

児童・生徒（小 無料
学生～高校
生）、保護者、
教職員

NTTドコモ『スマホ・ NTTドコモ『スマホ・ 主に保護者や 無料
ケータイ安全教室 ケータイ安全教室』 教員、PTAや
事務局』
地域コミュニ
ティなど団体
の方々

KDDIスマホ・ケータ KDDI『スマホ・ケー
イ安全教室事務局 タイ安全教室』

保護者(教職
無料
員も受講可能)

無料

ソフトバンク

情報モラル教材
学校関係者や
「みんなで考えよう、 PTA、地域の
スマートフォン」
団体

通年

所要時間

学校
１時間程度
公共施設 （45～90分）
等

通年

約50分

実施方法

実施内容

講義形式 ■安心安全なインターネットの利用のために、児童・
生徒、保護者及び教職員を対象として行う出前講
座。主にネット依存、ネットいじめ、誘い出し・なりす
まし及び個人情報漏えい等の実態、その対処方法
（予防策）等について１時間程度（４５分～９０分）程
度の講座を行う。
テキストには「小学3・4年生向け」「小中学生向け
（小学5年～）」「中高生向け」「保護者・教職員等向
け」があり、保護者・教職員等向けテキストについて
はフィルタリングに関するより詳細な説明を追加した
講義形式 ■スマホ・ケータイ安全教室【保護者・教員編】
子どもたちを守る術、子どもたちが上手にスマート
フォンや携帯電話を使えるようになるために、どのよ
うなことに注意すべきかを具体的な事例をスライドで
紹介しながら説明

通年

通年

学校、地
域施設な
ど

60分程度

・導入
・保護者の心がまえ～フィルタリングとルール作り～
・スマホやケータイでよくあるトラブル
・スマホ・ケータイの長時間利用
・仲間内でのコミュニケーショントラブル
・姿の見えない人とのやりとり
・情報公開によるリスク
・軽はずみな投稿
・スマホ・ケータイを上手に使うルールやマナー
・まとめ
講義形式 ■子どもたちがケータイを利用する際に守ってほし
いルールやマナー、覚えておいてほしいスマホ・ケー
タイやインターネットにかかわるトラブルや事件・事
故の事例を紹介し、子どもたちが自らの判断でリス
クを回避する能力を身に付けるための講座を、学校
などで実施。

申込・利用方法

備考

■一般社団法人マルチメディア振興セ
ンターのウェブサイト

https://www.fmmc.or.jp/eもしくはFAXにて、「開催希望”月”の
４ヶ月前～開催希望”日”の２ヶ月前の
同日」の期間内に申し込みいただく。
■申込方法
①Web受付フォーム入力による申込
②FAXによる申込
【入門編、応用編、保護者・教員編】
0120-555-360
「Web受付フォーム入力」、「FAX申込
用紙のダウンロード」は以下のサイト
（NTTドコモホームページ）へ

https://www.nttdocomo.co.jp/cor
porate/csr/safety/educational/deli

■問合せ先
【入門編、応用編、保護者・教員編】
①電話でのお問い合わせ先
NTTドコモ『スマホ・ケータイ安全教室事務局』
電話：0120-707-360
受付時間：午前10時～午後5時
（土曜・日曜・祝日・年末年始12月29日～1月3
日は休業）
※0120からはじまる電話番号は通話料無料。
②メールでのお問い合わせ先
九州・沖縄地域
kyusyu-k-tai-anzen@nttdocomo.com
※保護者・教職員が児童・生徒と受講すること
は可能であるが、原則として、児童・生徒向けの
講義を実施。
■KDDIの情報モラル講座

■申込方法（出前・オンラインともに）
ＷＥＢまたはＦＡＸで受付
https://www.kddi.com/corporate/csr/less
※開催希望日の6週間前までに申し込
み
※出前講座およびオンライン講座を実施
https://www.kddi.com/co/csr/ju
・Ｗｅｂ
nior-mobile-lesson/

・コース
・FAX
保護者向けコース
フリーコール0120-926-772 (無料、
子どもたちに起こりやすいトラブル事例を紹介すると 24時間受付)
ともに、スマホ・ケータイを安心・安全に使うための
IP電話からは03-6678-0808
ルール作りやフィルタリングの必要性などを説明しま ※申込書は
https://www.kddi.com/corporate
す。児童・生徒や保護者への注意喚起のご参考に、
/csr/lesson/application/
教職員の方も受講いただけます。
からダウンロード可。
DVD提供 ■「みんなで考えよう、スマートフォン」
■申込方法
映像教材DVDと指導案冊子から成る情報モラル学
https://ace習教材を学校関係者やPTA、地域の団体などを対
npo.org/info/kangaeyou/ind
象に無償で提供しています。本教材は、学校などの
教育現場で、先生方や保護者、地域の青少年相談
員の方などに授業や講座を進行していただけるよう
に構成されています。また、教員の方々や、保護者
会などで指導いただける地域のPTA役員などに指導
のしかたについての研修会も行っています。

LINE株式会社
（一般財団法人
LINEみらい財団）

安心安全なネット利 保護者、教職
用に関する講師派 員
遣

大分県生活環境部 中学生・高校生ICT 中学生
私学振興・青少年 カンファレンス
高校生
課

無料

無料

（委託先：公益財団
法人ハイパーネット
ワーク社会研究
所）

通年

各学校・地 ・保護者向け 講演形式 ■保護者向け：「楽しいコミュニケーション」を考えよ
域施設な
60～90分
う！「家庭での対話」編
ど
・教職員向け
～子どものネットトラブルを防ぐための3つの対策～
60～120分
「スマホを持たせるのはなんとなく不安」「ルールをつ
くってもなかなか守られない」といった保護者の不安
や悩みに応えるため、子どものネット利用においてト
ラブルの要因となる行動を3つに整理し、それぞれの
要因に対応した、1設定の確認，2ルールの工夫，3
コミュニケーションのトレーニングという3つの対策か
ら家庭での「自律を促す指導」を考える内容になって
います。
■教職員向け：青少年のネット利用状況と情報モラ
ル教育の実践について
受講した先生方が翌日から情報モラル教育を学校
現場で実践できることを目的に、情報モラル教育教
材「SNSノート」の活用をメインにした内容となりま
す。発達段階に応じて体系的に学習できる教材と
なっており、多くの教育委員会様や先生方から高い
評価をいただいております。また、子どもたちのネッ
ト利用実態データを分析したり、実践的な指導方法、
グループワークも多く取り入れた活気のある密度の
グループワーク
Ｒ３、８月 J:COMホ
■ＩＣＴカンファレンス開催目的
（予定） ルトホール
大分（予
①学校の垣根を越えて話し合うという経験の中で、
定）
さまざまな考え方に触れ、「考える、まとめる、聞く、
話す、見せる、伝える」などの体験の重要性を実感
する。
②スマートフォンやインターネットを安心して安全に
使うために、情報モラルについて自ら深く考え学ぶ
姿勢を身に付ける。中高校生がネットやスマホ、ICT
の安心・安全な利活用について、自ら考え、議論し、
発表する。

■申込み方法

■連絡事項

安心安全なネット利用に関する講師派
遣のお申込
以下のURLより直接Web申込頂けま
す。
https://un-

・同日内で1校3コマまで対応可能です。
・訪問は年度内1校1回となります。
・実施希望月の3ヶ月前までにお申し込み下さ
い。

■申込み方法

公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所

www.hyper.or.jp
①Web受付フォーム入力による申込
※ ハイパーネットワーク社会研究
所に申込
※過去実施分も掲載しています。
※ 詳細な実施要綱は、後日通知予
定。

教育庁教育財務課 情報モラル教育セミ 教員
ナー

無料

未定

大分県教 ２時間４５分
育センター

教育庁教育財務課 出前研修（情報モラ 教員
（大分県教育セン ル・情報セキュリ
ター）
ティ）

無料

通年

教育庁教育財務課 ネットトラブル・情報
モラル出前授業
（委託先：公益財団
法人ハイパーネット
ワーク社会研究
大分県警察本部生 サイバーセキュリ
活安全部サイバー ティカレッジ
犯罪対策課

児童・生徒
保護者

無料

各学校 60分～90分程度講義・演習形式
各市町村
教育委員
会
等
各学校
45分～50分 演習形式 ■専門的な知識を持った講師を学校現場に派遣し、 ■申込み方法
児童・生徒、及び保護者に対して、インターネットやＳ
ＮＳなどの安全な扱い方やルールなど、情報モラル 申し込みフォームにより申し込み。
に関する出前授業を実施する。
申し込み受付期間：未定

小学生
中学生
高校生
保護者・教職
員

無料

各警察署生活安全
課

報告演習形式

■大分県に設置している「子どものためのネットあん ■申し込みフォームにより申し込み。 教育財務課
しんセンター」に寄せられている情報モラル・情報セ （市町村教育委員会、各学校へ通知）
http://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/netキュリティに関する昨年度のトラブル事例を報告。ま
anzen.html
た、児童・生徒から相談を受けた際のトラブルの対
処法や、トラブルを事前に防ぐするためにはどうすれ
令和３年度実施予定
ばよいのか参加者全員で解決策を探る。
■インターネットやＳＮＳなどの安全な扱い方やルー ■教育財務課へ直接連絡。
ルなど、情報モラル・セキュリティに関する指導力向
上ための研修。
教育財務課

http://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/netanzen.html
令和３年度実施予定

随時

講義形式 ■最近のサイバー犯罪の現状や青少年が巻き込ま ■申込み方法
れやすい事例等の紹介をしながら、サイバー犯罪の
加害者になったり巻き込まれたりしないよう注意事 サイバー犯罪対策課
項等を講義
097-536-2131又は各警察署電話番
号
※各警察署に直接申込可
※電話にて申し入れ後、最終的に依

