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子どもを地域ぐるみですこやかに育てるため、是非御参加ください！子どもを地域ぐるみですこやかに育てるため、是非御参加ください！

「子ども安全安心ネットサポーター」
養成講座 開催！！

「子ども安全安心ネットサポーター」
養成講座 開催！！

子どもを有害情報から守るために・・・

岡山県教育庁生涯学習課
〒７００-８５７０　岡山市北区内山下２-４-６

ＴＥＬ（０８６）２２６-７５９７　ＦＡＸ（０８６）２２４-２０３５
E-mail　syogai@pref.okayama.lg.jp

お問い合わせ先

　岡山県教育委員会では、地域住民や保護者の立場から、小中学生の保護者等に、

スマートフォンやインターネットの適切な使い方や、子どもへの対応の仕方等を伝

える「子ども安全安心ネットサポーター」を養成します。

　「子ども安全安心ネットサポーター」とは、学校園での保護者会や研修会等の機会に地域住
民や保護者の立場から、子どもを有害情報やネットトラブルから守るための情報提供やアドバ
イスをしていただく方のことです。

「子ども安全安心ネットサポーター」とは？「子ども安全安心ネットサポーター」とは？

「子ども安全安心ネットサポーター」は以下のような場面での活動が考えられます。
「子どもたちをネットトラブルから守るために」
学級懇談やＰＴＡ研修等の機会
情報提供や保護者、児童生徒へのアドバイス等

「子ども安全安心ネットサポーター」の活動（例）「子ども安全安心ネットサポーター」の活動（例）

「子ども安全安心ネットサポーター」養成講座について「子ども安全安心ネットサポーター」養成講座について
平成28年７月 ９日（土）・１０日（日）【基礎編】9：30～16：00
平成28年８月２７日（土）・２８日（日）【実践編】9：30～16：00
岡山県生涯学習センター
子どもを取り巻くネット問題等の現状やその対処法の講義、啓発のための教材作成等
ＰＴＡ関係者、大学（院）生、ＮＰＯ関係者、子育てサポーター、地域コーディネーター、
青少年指導員、市町村関係職員、社会教育関係者　等
講座修了者は、「子ども安全安心ネットサポーター」として登録し、市町村の教育委員
会へ情報提供します。
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平成27年度「子ども安全安心ネットサポーター」
による学習会実施例　

平成27年度「子ども安全安心ネットサポーター」
による学習会実施例　

「ケータイ・スマホの見えない危険性～トラブルにあ
わないためのルールとマナー～」

就実大学　非常勤講師　筒井 愛知 氏
子ども安全安心ネットサポーター（１０名）
大久保 茂人 氏　他９名
（県内各地のＰＴＡ役員、ＮＰＯ関係者、行政関係者、
大学生）

講演後の生徒と保護者によるスマホのルールづくり
のワークショップで情報提供とアドバイス

３年生生徒（１００名）とその保護者（２７名）

「よその親がどんな考えをしているか聞けてよかっ
た。」（生徒）

「それぞれの立場の生の意見が聞けてよかったで
す。」（保護者）

浅口市立金光中学校
平成２７年１０月２５日（日）　人権講演会

講　　演

講　　師

活動内容

対　　象

感　　想

「子どもを取り巻くインターネットの身近な危険性」

子ども安全安心ネットサポーター　窪田 昌子 氏

ネットサポーターによる、スマホ・ネットに関するトラ
ブルや犯罪等の実態についての説明、保護者の役
割についてのアドバイス

４～６年生児童（６１名）とその保護者（２０名）

「スマホやネットに関する情報が聞けるよい機会とな
り、勉強になった。」（保護者）

玉野市立胸上小学校
平成２７年１２月１日（火）　参観日

講　　演

講　　師

活動内容

対　　象

感　　想

生徒と保護者がそれぞれの立場を演じ、
家庭でのルールについて考えました。

ネットサポーターが具体例を挙げながらアドバイス

ネットサポーターによる講演

児童も使い方を振り返りました。



講座日程
【基礎編①】７月９日（土）会場：岡山県生涯学習センター 大研修室

時 間 日 程 内 容 講師等
9:30～ 開講行事 あいさつ 県生涯学習課
9:40 日程等説明 担当
9:40～ 趣旨説明 養成講座・学習会の趣旨等について 県生涯学習課
10:10 担当
10:20～ 講義① 岡山県における子どもを取り巻くネッ 就実大学

ト問題の現状について 非常勤講師
筒井愛知氏

12:00～ 昼食・休憩
13:00～ 講義② 岡山県の子どもに関するネット犯罪の 岡山県警

被害状況、スマーフォン等のフィルタ 生活安全部
14:00 リングの重要性について 少年課担当者
14:10～ 講義③ 子ども安全安心ネットサポーターの活 H27年度子ど

動について も安全安心ネ
ットサポータ

15:10 ー修了者
15:20～ 演習① 人に分かりやすく伝えよう 筒井愛知氏
15:50～ ふり返り ふり返りシートに感想・質問等を書く
16:00

【基礎編②】７月１０日（日）会場：岡山県生涯学習センター 視聴覚室・大研修室
時 間 日 程 講 座 内 容 講師等
9:30～ 前日のふり返りと質問への回答
9:40
9:40～ 講義④ スマホ依存について 筒井愛知氏
10:40
10:50～ 演習② プレゼンの基本を考えよう 筒井愛知氏

グループごとにプレゼンを作成
12:30～ 昼食・休憩
13:30～ 演習③ プレゼンの基本を考えよう 筒井愛知氏

グループごとにプレゼンを作成
14:30～ グループごとに発表
15:30～ 指導講評
15:45～ ふり返り ふり返りシートに感想・質問等を書く
16:00 事務連絡

【実践編①】８月２７日（土）会場：岡山県生涯学習センター パソコン教室１
時 間 日 程 内 容 講師等
9:30～ 前回のふり返りと質問への回答
9:40～ 演習④ 啓発のためのプレゼン作り 筒井愛知氏

プレゼンソフトについて学ぼう
10:50～ 啓発のためのプレゼン作り 筒井愛知氏
12:00～ 昼食・休憩
13:00～ 演習⑤ 啓発のためのプレゼン作り 筒井愛知氏

グループごとに作成
15:50～ ふり返り ふり返りシートに感想・質問等を書く
16:00

【実践編②】８月２８日（日）会場：岡山県生涯学習センター パソコン教室１
時 間 日 程 講 座 内 容 講 師
9:30～ 前日のふり返りと質問への回答
9:40～ 演習⑥ 啓発のためのプレゼン作り 筒井愛知氏

グループごとに作成
12:00～ 昼食・休憩
13:00～ 演習⑦ ワークショップ 筒井愛知氏

作ったプレゼンを発表・講評
15:30～ 修了式 全体のふり返りと今後の活動について 県生涯学習課
16:00 閉講行事 担当



ふりがな

ふりがな

ふりがな

※講座では、プレゼンテーションソフトを使って、説明用プレゼンテーションを作成します。プレゼンテーションソフト（パワーポイント）使用の経験について当てはまるものに〇をつけてください。

※連絡先住所に勤務先を御記入される場合は、勤務先の名称も合わせて御記入ください。

〈様式⑤〉　一般希望者　→　県生涯学習課

子ども安全安心ネットサポーター養成講座　申　込　書

氏　　名 所　　属（学校名） 連絡先住所 電話番号

プレゼンテーションソフト（パワーポイント）

使用の経験について

　プレゼンテーションソフトを使用して説明

　したりスライドを作成したりすること

性別　： 　・　ほとんどできない　　 （  　　　）

〒
電話：

電話： 　・　よくできる　　　　　　　（　　　　）

FAX： 　・　わりとできる　 　　　　（　　　　）

E-mail 　・　あまりできない　　　　（　　　　）

FAX： 　・　わりとできる　 　　　　（　　　　）

E-mail 　・　あまりできない　　　　（　　　　）

　・　ほとんどできない　　 （  　　　）

〒

性別　：

　・　あまりできない　　　　（　　　　）

性別　： 　・　ほとんどできない　　 （  　　　）

※６月３０日（木）までにお申し込みください。

〒
電話： 　・　よくできる　　　　　　　（　　　　）

FAX： 　・　わりとできる　 　　　　（　　　　）

E-mail

　・　よくできる　　　　　　　（　　　　）


