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基調講演 講師 

ＮＰＯ法人青少年メディア研究協会理事長 

合同会社ロジカルキット代表 
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国立大学法人宇都宮大学教育学部准教授 

学校教育学博士 

 

 

 

 

 

 

 

下田下田下田下田    太一太一太一太一    氏氏氏氏    

２０００年より５年間アメリカに滞在。帰国後、子どもたちへの携帯電話普及の加速と共に、２０００年より５年間アメリカに滞在。帰国後、子どもたちへの携帯電話普及の加速と共に、２０００年より５年間アメリカに滞在。帰国後、子どもたちへの携帯電話普及の加速と共に、２０００年より５年間アメリカに滞在。帰国後、子どもたちへの携帯電話普及の加速と共に、

ネット時代を生きる次世代の人材育成の必要性を強く感じ、独自の研究活動を始める。ネット時代を生きる次世代の人材育成の必要性を強く感じ、独自の研究活動を始める。ネット時代を生きる次世代の人材育成の必要性を強く感じ、独自の研究活動を始める。ネット時代を生きる次世代の人材育成の必要性を強く感じ、独自の研究活動を始める。    

    ２００６年より、主体的に情報機器と向き合える賢い情報消費者の育成のための講演活動を行２００６年より、主体的に情報機器と向き合える賢い情報消費者の育成のための講演活動を行２００６年より、主体的に情報機器と向き合える賢い情報消費者の育成のための講演活動を行２００６年より、主体的に情報機器と向き合える賢い情報消費者の育成のための講演活動を行

う。家庭や学校など子育てや教育現場に直接語りかける講演活動は、延べ２０００回を超える。う。家庭や学校など子育てや教育現場に直接語りかける講演活動は、延べ２０００回を超える。う。家庭や学校など子育てや教育現場に直接語りかける講演活動は、延べ２０００回を超える。う。家庭や学校など子育てや教育現場に直接語りかける講演活動は、延べ２０００回を超える。    

    栃木県においては、２００８年より「親子学び合い事業」講師として県内小中学校・義務教育栃木県においては、２００８年より「親子学び合い事業」講師として県内小中学校・義務教育栃木県においては、２００８年より「親子学び合い事業」講師として県内小中学校・義務教育栃木県においては、２００８年より「親子学び合い事業」講師として県内小中学校・義務教育

学校や特別支援学校等において講演活動を行うほか、青少年指導者や保護者対象の学習講座や研学校や特別支援学校等において講演活動を行うほか、青少年指導者や保護者対象の学習講座や研学校や特別支援学校等において講演活動を行うほか、青少年指導者や保護者対象の学習講座や研学校や特別支援学校等において講演活動を行うほか、青少年指導者や保護者対象の学習講座や研

修会等も行っている。また２０１１年よりＮＰＯ法人青少年メディア研究協会代表として、ネッ修会等も行っている。また２０１１年よりＮＰＯ法人青少年メディア研究協会代表として、ネッ修会等も行っている。また２０１１年よりＮＰＯ法人青少年メディア研究協会代表として、ネッ修会等も行っている。また２０１１年よりＮＰＯ法人青少年メディア研究協会代表として、ネッ

ト時代に適した子育て環境整備をテーマに、地域協働型指導モデルの研究と実践にも携わト時代に適した子育て環境整備をテーマに、地域協働型指導モデルの研究と実践にも携わト時代に適した子育て環境整備をテーマに、地域協働型指導モデルの研究と実践にも携わト時代に適した子育て環境整備をテーマに、地域協働型指導モデルの研究と実践にも携わる。る。る。る。    

    いわゆるリスクマネジメントと言われる対処法的指導ではなく、子どもたちの育ちに寄り添ういわゆるリスクマネジメントと言われる対処法的指導ではなく、子どもたちの育ちに寄り添ういわゆるリスクマネジメントと言われる対処法的指導ではなく、子どもたちの育ちに寄り添ういわゆるリスクマネジメントと言われる対処法的指導ではなく、子どもたちの育ちに寄り添う

メディアの在り方を模索することをテーマとした視点は、聴講者の地域性や年齢に関わらず普遍メディアの在り方を模索することをテーマとした視点は、聴講者の地域性や年齢に関わらず普遍メディアの在り方を模索することをテーマとした視点は、聴講者の地域性や年齢に関わらず普遍メディアの在り方を模索することをテーマとした視点は、聴講者の地域性や年齢に関わらず普遍

的な考え方として定評がある。的な考え方として定評がある。的な考え方として定評がある。的な考え方として定評がある。    

川島川島川島川島    芳昭芳昭芳昭芳昭    氏氏氏氏    

公立中学校教諭、宇都宮大学教育学部助手、助教授を経て現在に至る。公立中学校教諭、宇都宮大学教育学部助手、助教授を経て現在に至る。公立中学校教諭、宇都宮大学教育学部助手、助教授を経て現在に至る。公立中学校教諭、宇都宮大学教育学部助手、助教授を経て現在に至る。    

教育工学、情報教育、メディア教育を専門とし、学校教育におけるＩＣＴ教育工学、情報教育、メディア教育を専門とし、学校教育におけるＩＣＴ教育工学、情報教育、メディア教育を専門とし、学校教育におけるＩＣＴ教育工学、情報教育、メディア教育を専門とし、学校教育におけるＩＣＴややややネットワークの活ネットワークの活ネットワークの活ネットワークの活

用、更にはプログラミング用、更にはプログラミング用、更にはプログラミング用、更にはプログラミング教育教育教育教育などを中心に研究を行っている。などを中心に研究を行っている。などを中心に研究を行っている。などを中心に研究を行っている。    

近年は、プログラミング教育や情報教育の推進に関する研究の一環として、情報モラルやネッ近年は、プログラミング教育や情報教育の推進に関する研究の一環として、情報モラルやネッ近年は、プログラミング教育や情報教育の推進に関する研究の一環として、情報モラルやネッ近年は、プログラミング教育や情報教育の推進に関する研究の一環として、情報モラルやネッ

トワークを利用した人権教育の在り方等に関する講演会や研修会の講師として活躍中。トワークを利用した人権教育の在り方等に関する講演会や研修会の講師として活躍中。トワークを利用した人権教育の在り方等に関する講演会や研修会の講師として活躍中。トワークを利用した人権教育の在り方等に関する講演会や研修会の講師として活躍中。    

 

  

  

 

                 

 

 

 

 

プ ロ グ ラ ム 

時  間 内   容 

 

１３：００ 

 

開  会 

１３：００～ 

 

開会行事 

主催者挨拶 

栃木県青少年のためのインターネット利用環境づくり連絡協議会会長 

栃木県県民生活部人権・青少年男女参画課長        小堀 哲生 

 佐野市教育委員会教育長                 岩上 日出男 

「とちぎの子ども育成憲章」唱和 

１３：１５～ 

 

基調講演  「ネット時代における青少年育成のあり方」 

講  師  ＮＰＯ法人青少年メディア研究協会理事長 

合同会社ロジカルキット代表           下田 太一氏 

１４：１０～ 

 

休  憩 

１４：２０～ 

 

パネルディスカッション 

コーディネーター 宇都宮大学教育学部 准教授       川島 芳昭氏 

パネリスト    佐野市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 会長  堀川 悦郎氏 

         下野市教育委員会事務局 

学校教育課 主幹兼指導主事      星野 友保氏 

         那須塩原市立日新中学校 教諭      手塚 英明氏 

         栃木県警察本部生活安全部 

サイバー犯罪対策課 課長補佐     藤田 充宏氏 

少年課 係長             金子  勉氏 

１５：５０ 閉  会 

    

栃木県青少年のためのインターネット利用環境づくり連絡協議会 

【構成機関】  

栃木県 栃木県教育委員会 栃木県警察本部 栃木県青少年育成県民会議 宇都宮地方法務局 栃木県人権擁護委

員連合会 栃木県ＰＴＡ連合会 栃木県高等学校ＰＴＡ連合会 栃木県小学校教育研究会情報・メディア教育部会 

栃木県中学校教育研究会情報教育部会 栃木県高等学校教育研究会情報教育部会 栃木県私立中学高等学校連合会 

安心ネットづくり促進協議会 栃木県青少年指導センター連絡協議会・栃木県青少年指導員会連絡協議会（順不同） 
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基調講演 講師 

ＮＰＯ法人青少年メディア研究協会理事長 

合同会社ロジカルキット代表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パネルディスカッション コーディネーター 

国立大学法人宇都宮大学教育学部准教授 

学校教育学博士 

 

 

 

 

 

 

 

下田下田下田下田    太一太一太一太一    氏氏氏氏    

２０００年より５年間アメリカに滞在。帰国後、子どもたちへの携帯電話普及の加速と共に、２０００年より５年間アメリカに滞在。帰国後、子どもたちへの携帯電話普及の加速と共に、２０００年より５年間アメリカに滞在。帰国後、子どもたちへの携帯電話普及の加速と共に、２０００年より５年間アメリカに滞在。帰国後、子どもたちへの携帯電話普及の加速と共に、

ネット時代を生きる次世代の人材育成の必要性を強く感じ、独自の研究活動を始める。ネット時代を生きる次世代の人材育成の必要性を強く感じ、独自の研究活動を始める。ネット時代を生きる次世代の人材育成の必要性を強く感じ、独自の研究活動を始める。ネット時代を生きる次世代の人材育成の必要性を強く感じ、独自の研究活動を始める。    

    ２００６年より、主体的に情報機器と向き合える賢い情報消費者の育成のための講演活動を行２００６年より、主体的に情報機器と向き合える賢い情報消費者の育成のための講演活動を行２００６年より、主体的に情報機器と向き合える賢い情報消費者の育成のための講演活動を行２００６年より、主体的に情報機器と向き合える賢い情報消費者の育成のための講演活動を行

う。家庭や学校など子育てや教育現場に直接語りかける講演活動は、延べ２０００回を超える。う。家庭や学校など子育てや教育現場に直接語りかける講演活動は、延べ２０００回を超える。う。家庭や学校など子育てや教育現場に直接語りかける講演活動は、延べ２０００回を超える。う。家庭や学校など子育てや教育現場に直接語りかける講演活動は、延べ２０００回を超える。    

    栃木県においては、２００８年より「親子学び合い事業」講師として県内小中学校・義務教育栃木県においては、２００８年より「親子学び合い事業」講師として県内小中学校・義務教育栃木県においては、２００８年より「親子学び合い事業」講師として県内小中学校・義務教育栃木県においては、２００８年より「親子学び合い事業」講師として県内小中学校・義務教育

学校や特別支援学校等において講演活動を行うほか、青少年指導者や保護者対象の学習講座や研学校や特別支援学校等において講演活動を行うほか、青少年指導者や保護者対象の学習講座や研学校や特別支援学校等において講演活動を行うほか、青少年指導者や保護者対象の学習講座や研学校や特別支援学校等において講演活動を行うほか、青少年指導者や保護者対象の学習講座や研

修会等も行っている。また２０１１年よりＮＰＯ法人青少年メディア研究協会代表として、ネッ修会等も行っている。また２０１１年よりＮＰＯ法人青少年メディア研究協会代表として、ネッ修会等も行っている。また２０１１年よりＮＰＯ法人青少年メディア研究協会代表として、ネッ修会等も行っている。また２０１１年よりＮＰＯ法人青少年メディア研究協会代表として、ネッ

ト時代に適した子育て環境整備をテーマに、地域協働型指導モデルの研究と実践にも携わト時代に適した子育て環境整備をテーマに、地域協働型指導モデルの研究と実践にも携わト時代に適した子育て環境整備をテーマに、地域協働型指導モデルの研究と実践にも携わト時代に適した子育て環境整備をテーマに、地域協働型指導モデルの研究と実践にも携わる。る。る。る。    

    いわゆるリスクマネジメントと言われる対処法的指導ではなく、子どもたちの育ちに寄り添ういわゆるリスクマネジメントと言われる対処法的指導ではなく、子どもたちの育ちに寄り添ういわゆるリスクマネジメントと言われる対処法的指導ではなく、子どもたちの育ちに寄り添ういわゆるリスクマネジメントと言われる対処法的指導ではなく、子どもたちの育ちに寄り添う

メディアの在り方を模索することをテーマとした視点は、聴講者の地域性や年齢に関わらず普遍メディアの在り方を模索することをテーマとした視点は、聴講者の地域性や年齢に関わらず普遍メディアの在り方を模索することをテーマとした視点は、聴講者の地域性や年齢に関わらず普遍メディアの在り方を模索することをテーマとした視点は、聴講者の地域性や年齢に関わらず普遍

的な考え方として定評がある。的な考え方として定評がある。的な考え方として定評がある。的な考え方として定評がある。    

川島川島川島川島    芳昭芳昭芳昭芳昭    氏氏氏氏    

公立中学校教諭、宇都宮大学教育学部助手、助教授を経て現在に至る。公立中学校教諭、宇都宮大学教育学部助手、助教授を経て現在に至る。公立中学校教諭、宇都宮大学教育学部助手、助教授を経て現在に至る。公立中学校教諭、宇都宮大学教育学部助手、助教授を経て現在に至る。    

教育工学、情報教育、メディア教育を専門とし、学校教育におけるＩＣＴ教育工学、情報教育、メディア教育を専門とし、学校教育におけるＩＣＴ教育工学、情報教育、メディア教育を専門とし、学校教育におけるＩＣＴ教育工学、情報教育、メディア教育を専門とし、学校教育におけるＩＣＴややややネットワークの活ネットワークの活ネットワークの活ネットワークの活

用、更にはプログラミング用、更にはプログラミング用、更にはプログラミング用、更にはプログラミング教育教育教育教育などを中心に研究を行っている。などを中心に研究を行っている。などを中心に研究を行っている。などを中心に研究を行っている。    

近年は、プログラミング教育や情報教育の推進に関する研究の一環として、情報モラルやネッ近年は、プログラミング教育や情報教育の推進に関する研究の一環として、情報モラルやネッ近年は、プログラミング教育や情報教育の推進に関する研究の一環として、情報モラルやネッ近年は、プログラミング教育や情報教育の推進に関する研究の一環として、情報モラルやネッ

トワークを利用した人権教育の在り方等に関する講演会や研修会の講師として活躍中。トワークを利用した人権教育の在り方等に関する講演会や研修会の講師として活躍中。トワークを利用した人権教育の在り方等に関する講演会や研修会の講師として活躍中。トワークを利用した人権教育の在り方等に関する講演会や研修会の講師として活躍中。    
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佐野市の子どもたちを守り、育てるための 
スマートフォン・携帯電話などのトラブル防止に向けた取り組みについて 

佐野市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 
  会 長   堀 川 悦 郎  

 
テレビ・ゲーム・インターネット・スマートフォン・携帯電話など、青少年に及ぼす影響

は、善悪を含めて年々大きなものとなっています。時代の流れに沿いながら、子どもたちが

健全にそれぞれのコミュニケーションツールとよりよい関係を作れるように、学校・事業者

（携帯電話会社）・市民・保護者などが互いに連携しながら見守らなければなりません。 
そして、子どもたちが自分の力で明るく豊かな未来を描けるように、有害な情報から身を

守り、それらと上手に付き合い、モラルやマナーを知って情報を正しく活用できる青少年の
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下野市教育委員会事務局学校教育課 

主幹兼指導主事  星野 友保 

❶策定までの活動 

・「下野市子ども未来プロジェクト(市内中学校生徒会交流会)」活動の目的のひとつ【いじめをしな

い・させない・見逃さない】の視点から、「ネットトラブルからいじめにつながることもあるので

はないか？」と考えた。 

・市内児童生徒の実態を把握するために、アンケート調査を実施した。集計には下野市青少年市民

会議メンバー、地域の大人が関わった。その結果、情報通信機器を利用する児童生徒が多数いる

こと、利用時間が長い児童生徒も多くいることなどが分かった。 

・中学生が中心となってネット利用のルールを策定することで、自分たちの決めたルールとしてよ

り高い意識を図れるのではないかと考えた。その際、実生活で使用している高校生と大人の立場

から市民会議メンバーにもアドバイスをいただき、ルールの骨子を考えた。 

 

 

 

 

 

 

❷現在・今後の活動 

 ・市内全児童生徒・教職員に対し印刷物として配布（Ａ３両面カラー印刷）。 学校で技術家庭科の

授業や特別活動、道徳等で活用していただいている。また、市内校務支援システム（Winbird）や

ＨＰにアップしダウンロードして活用できるようにしてある。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・今年度は「ダイジェスト版」を作成し、全児童生徒・教職員に配布。(Ａ４両面カラー印刷) 

  特に長期休業前の児童生徒指導の際や保護者会等の機会に  

  も活用いただけるよう計画した。 

 ・今後は、アンケートによる意識調査を行い、ネット利用の 

状況の把握や見直しを行う予定である。 
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那須塩原市立日新中学校 教諭（生徒指導主事） 手塚英明
１ 概要
本校の生徒指導は、生徒の主体性を最優先に考え、ボトムアップ型、つまり教師の適切

な指導のもと、あらゆる機会を通して生徒自らが考え、実践する活動を取り入れている。
ネットトラブルについても、日新サミットや全校が共通のテーマの下話し合いをする学級
活動、全校集会などを利用して、生徒が主体的に解決できるよう支援している。近年全国
的に大きな問題となっているＳＮＳでのトラブルや、ゲーム機、情報機器の利用方法は、
日新中学校区においても看過できない課題であり、今までもその解決のため様々な取組を
行ってきた。一方で、生徒会での「ふるさと」をテーマとした活動の一つとして、公民館
主宰のお祭りに参加するなど、地域活動への参加を意欲的に行っている。一見、ネットト
ラブルとは関連のないこうした活動も、生徒が部屋にこもりがちな休日を地域の人々と触

、 。 、れあうことで コミュニケーションの場となる価値ある時間に変えることができる また
様々な世代の人との関わりから、生徒が地域に育てられ見守られていることを実感するこ

、 。とで 自分を大切にしようとする自己有用感を高めることにも繋がっていると感じている
「人との関わり不足」が理由の一つとされるＳＮＳのトラブル防止の取組として、今後も
継続していきたいものである。

２ ネットトラブル等未然防止の取組
（１）日新サミット

①日新サミットの参加者
小学校の代表児童、中学校の生徒会役員、学級委員長、小中学校

教員、学校評議員、市議会議員、公民館長、小中学校のＰＴＡ役
②これまでの日新サミットの取組
・平成２７、２８年度
「インターネットトラブルを防ぐために私たちができること」
→日新中学校区での共通のルールを作り、パンフレットを配布、
標語やピクトグラムの公募

・平成２９、３０年度
「ふるさとについて自分たちのできることを考えよう」
→ＰＲ動画を作成、地域の祭りへの参画

③日新サミット当日の生徒主体の話合い
生徒会役員が全ての班で司会を務め、話合いが円滑に

進むようコーディネートした。小学生や保護者にも広く
、 。意見を聞くことで 様々な視点からの話合いが行われた

代表生徒が各班で出た意見を発表した。どの生徒も堂々
と自分の言葉で発表することができており、日頃の様々
な話合い活動によって言語力が向上していることが感じ
られた。

④話合いで決定した内容の実践
公民館の方と事前打合せを行い、当日会場設営を手伝ったり、出店したりと運営

。 。側として参加した ボランティアとして各ブースの手伝いに関わる生徒も多くいた
様々な世代の人との関わりから、生徒が地域に育て見守られていることを実感でき
た。

（２）学級活動
全国的にＳＮＳでは常に新たな問題が起こっているため、学級活動を利用して未

然防止のための話合い活動を行っている。
ＳＮＳのトラブルは利用する側の問題であり、人権を尊重することの大切さや、画
像などを安易に拡散させてしまうことの怖さについて改めて考える機会となった。

（３）ＩＣＴ支援委員によるＳＮＳのトラブル未然防止についての講話
保護者会でＩＣＴ支援委員が講話を行い、保護者への啓発を行った。ＳＮＳのト

ラブルの怖さに改めて考える機会となった。子どもと話し合って、ルールをしっか
り決めていきたいと思う保護者もいた。

３ 活動の成果
（１ 「日新サミット」を通して、生徒が主体的に課題解決に向か）

う活動が展開されており、ＳＮＳの中で起こるようなトラブル
も自分たちの問題として真剣に考え、解決していこうとする態
度が育っている。

（２）小中一貫教育を意識した活動により、小学校の段階からＳＮ
Ｓやゲーム機の使い方などの問題を自分たちで真剣に考える態
度が育っている。

（３）地域の人々と触れあうことで、コミュニケーションの場となる価値ある時間に変え
ることができた。地域に育てられ見守られていることを実感することで、自分を大切
にしようとする自己有用感を高めることにも繋がっている。

日新サミットの様子

生徒作成のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

地域の祭りに参加

インターネットによる犯罪被害防止対策について
栃木県警察本部
サイバー犯罪対策課
少年課

１ サイバー犯罪対策課の取組
○ サイバー犯罪被害防止講話の実施

最近のサイバー犯罪の手口や種類、ＳＮＳ等のインター
ネットツール利用による犯罪の実例や被害例等を紹介しな
がら、インターネットを利用する上での基本的なルールを
指導しています。

○ サイバー防犯ボランティアとの連携
現実社会で自主防犯ボランティアによるパトロール活動

があるように、「自分たちが利用するインターネット空間の
安全は自分たちで守る。」という意識を持ったサイバー防犯
ボランティアが結成され、日々、サイバーパトロールが行
われています。

県警では、これら団体を支援するため、必要な情報の配
信や研修会などを行い、連携したサイバー空間の浄化活動
を行っています。

○ ＩＰＡ（独立法人情報処理推進機構）と連携した情報セ
キュリティ意識の向上への取組

ＩＰＡが主催する児童、生徒及び学生の情報セキュリティ
意識の向上を目的として開催される「ひろげよう情報モラ
ル・セキュリティコンクール」に県警が後援団体として参
画し、応募された標語やポスター等の中から優秀な作品に
対し、優秀賞を授与しています。

２ SNS等の利用に起因した福祉犯の検挙人員・被害少年の状況

少年課の主な取組
非行防止教室の実施
薬物乱用防止広報車（通称:きらきら号）を活用した薬物乱用

防止教室（小学校５・６年生対象）の際、薬物乱用防止の講話と
併せて、右記リーフレット（小学生用）を配付し、携帯電話・ス
マートフォンに対するフィルタリングの推奨、インターネット利
用上の注意点等を指導しています。
（平成30年度は、189校で307回実施予定）
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ＨＰにアップしダウンロードして活用できるようにしてある。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・今年度は「ダイジェスト版」を作成し、全児童生徒・教職員に配布。(Ａ４両面カラー印刷) 

  特に長期休業前の児童生徒指導の際や保護者会等の機会に  

  も活用いただけるよう計画した。 

 ・今後は、アンケートによる意識調査を行い、ネット利用の 

状況の把握や見直しを行う予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

基調講演 講師 

ＮＰＯ法人青少年メディア研究協会理事長 

合同会社ロジカルキット代表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パネルディスカッション コーディネーター 

国立大学法人宇都宮大学教育学部准教授 

学校教育学博士 

 

 

 

 

 

 

 

下田下田下田下田    太一太一太一太一    氏氏氏氏    

２０００年より５年間アメリカに滞在。帰国後、子どもたちへの携帯電話普及の加速と共に、２０００年より５年間アメリカに滞在。帰国後、子どもたちへの携帯電話普及の加速と共に、２０００年より５年間アメリカに滞在。帰国後、子どもたちへの携帯電話普及の加速と共に、２０００年より５年間アメリカに滞在。帰国後、子どもたちへの携帯電話普及の加速と共に、

ネット時代を生きる次世代の人材育成の必要性を強く感じ、独自の研究活動を始める。ネット時代を生きる次世代の人材育成の必要性を強く感じ、独自の研究活動を始める。ネット時代を生きる次世代の人材育成の必要性を強く感じ、独自の研究活動を始める。ネット時代を生きる次世代の人材育成の必要性を強く感じ、独自の研究活動を始める。    

    ２００６年より、主体的に情報機器と向き合える賢い情報消費者の育成のための講演活動を行２００６年より、主体的に情報機器と向き合える賢い情報消費者の育成のための講演活動を行２００６年より、主体的に情報機器と向き合える賢い情報消費者の育成のための講演活動を行２００６年より、主体的に情報機器と向き合える賢い情報消費者の育成のための講演活動を行

う。家庭や学校など子育てや教育現場に直接語りかける講演活動は、延べ２０００回を超える。う。家庭や学校など子育てや教育現場に直接語りかける講演活動は、延べ２０００回を超える。う。家庭や学校など子育てや教育現場に直接語りかける講演活動は、延べ２０００回を超える。う。家庭や学校など子育てや教育現場に直接語りかける講演活動は、延べ２０００回を超える。    

    栃木県においては、２００８年より「親子学び合い事業」講師として県内小中学校・義務教育栃木県においては、２００８年より「親子学び合い事業」講師として県内小中学校・義務教育栃木県においては、２００８年より「親子学び合い事業」講師として県内小中学校・義務教育栃木県においては、２００８年より「親子学び合い事業」講師として県内小中学校・義務教育

学校や特別支援学校等において講演活動を行うほか、青少年指導者や保護者対象の学習講座や研学校や特別支援学校等において講演活動を行うほか、青少年指導者や保護者対象の学習講座や研学校や特別支援学校等において講演活動を行うほか、青少年指導者や保護者対象の学習講座や研学校や特別支援学校等において講演活動を行うほか、青少年指導者や保護者対象の学習講座や研

修会等も行っている。また２０１１年よりＮＰＯ法人青少年メディア研究協会代表として、ネッ修会等も行っている。また２０１１年よりＮＰＯ法人青少年メディア研究協会代表として、ネッ修会等も行っている。また２０１１年よりＮＰＯ法人青少年メディア研究協会代表として、ネッ修会等も行っている。また２０１１年よりＮＰＯ法人青少年メディア研究協会代表として、ネッ

ト時代に適した子育て環境整備をテーマに、地域協働型指導モデルの研究と実践にも携わト時代に適した子育て環境整備をテーマに、地域協働型指導モデルの研究と実践にも携わト時代に適した子育て環境整備をテーマに、地域協働型指導モデルの研究と実践にも携わト時代に適した子育て環境整備をテーマに、地域協働型指導モデルの研究と実践にも携わる。る。る。る。    

    いわゆるリスクマネジメントと言われる対処法的指導ではなく、子どもたちの育ちに寄り添ういわゆるリスクマネジメントと言われる対処法的指導ではなく、子どもたちの育ちに寄り添ういわゆるリスクマネジメントと言われる対処法的指導ではなく、子どもたちの育ちに寄り添ういわゆるリスクマネジメントと言われる対処法的指導ではなく、子どもたちの育ちに寄り添う

メディアの在り方を模索することをテーマとした視点は、聴講者の地域性や年齢に関わらず普遍メディアの在り方を模索することをテーマとした視点は、聴講者の地域性や年齢に関わらず普遍メディアの在り方を模索することをテーマとした視点は、聴講者の地域性や年齢に関わらず普遍メディアの在り方を模索することをテーマとした視点は、聴講者の地域性や年齢に関わらず普遍

的な考え方として定評がある。的な考え方として定評がある。的な考え方として定評がある。的な考え方として定評がある。    

川島川島川島川島    芳昭芳昭芳昭芳昭    氏氏氏氏    

公立中学校教諭、宇都宮大学教育学部助手、助教授を経て現在に至る。公立中学校教諭、宇都宮大学教育学部助手、助教授を経て現在に至る。公立中学校教諭、宇都宮大学教育学部助手、助教授を経て現在に至る。公立中学校教諭、宇都宮大学教育学部助手、助教授を経て現在に至る。    

教育工学、情報教育、メディア教育を専門とし、学校教育におけるＩＣＴ教育工学、情報教育、メディア教育を専門とし、学校教育におけるＩＣＴ教育工学、情報教育、メディア教育を専門とし、学校教育におけるＩＣＴ教育工学、情報教育、メディア教育を専門とし、学校教育におけるＩＣＴややややネットワークの活ネットワークの活ネットワークの活ネットワークの活

用、更にはプログラミング用、更にはプログラミング用、更にはプログラミング用、更にはプログラミング教育教育教育教育などを中心に研究を行っている。などを中心に研究を行っている。などを中心に研究を行っている。などを中心に研究を行っている。    

近年は、プログラミング教育や情報教育の推進に関する研究の一環として、情報モラルやネッ近年は、プログラミング教育や情報教育の推進に関する研究の一環として、情報モラルやネッ近年は、プログラミング教育や情報教育の推進に関する研究の一環として、情報モラルやネッ近年は、プログラミング教育や情報教育の推進に関する研究の一環として、情報モラルやネッ

トワークを利用した人権教育の在り方等に関する講演会や研修会の講師として活躍中。トワークを利用した人権教育の在り方等に関する講演会や研修会の講師として活躍中。トワークを利用した人権教育の在り方等に関する講演会や研修会の講師として活躍中。トワークを利用した人権教育の在り方等に関する講演会や研修会の講師として活躍中。    

青少年のため 

インターネット利用環境づくりフォーラム 
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