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　　  スターウェイズ((株))    取締役 ＜Profile＞ 
●1973年生まれ、妻・子(中2) ・愛犬(♂8) 
●本業はマーケティングプランナー（コンサルタント） 
●西東京市社会教育委員、神奈川県県立学校人権研修講師 
　千葉県子どもと親のサポートセンタースクールアドバイザー 
　e-ネットキャラバン認定講師（総務省プロジェクト） 
●情報リテラシー講座（情報モラル講習）、サイバートラブル 
　対策研修、ネット人権研修など年間30～40講座担当

藤沢市みらい創造財団 
（平成28年度事業）  

画像等の素材の著作権の関係上 
教育目的及び家庭教育での利用以外での 
資料の一般公開等や配布はお控えください 
（個人および教育機関での内部利用限定） 
※テキスト情報の転載は自由にどうぞ※
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4

映像：ラップでスマホトラブル回避術4 『親こそ必要スマホ知識』 
https://youtu.be/MbtGEs92wLo

映像

https://youtu.be/MbtGEs92wLo
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最大のリスクは 
知らずに使うこと 
（親こそ必要スマホ知識）



　　　　　①道具は人の使い方次第 
　　　　　②違っても良い 
　　　　　③ルールは子供を守る手段 
　　　　　④なかったことにはできない 
　　　　　⑤犯罪と表裏一体
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⼦子供を危険から守るために  
⼤大⼈人が理理解しておくこと
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8出典：http://pplepop.com/smartphone-keitai/post-2547/

http://pplepop.com/smartphone-keitai/post-2547/
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機能制限
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⼦子供⽤用スマホと  
⼤大⼈人⽤用スマホの違いはこれ！
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　　①高額課金・ワンクリック詐欺 
　　　（オンラインゲーム） 
　　②SNS等での誹謗中傷 
　　③個人情報流出 
　　④動画の長時間視聴 
　　⑤依存症　※今後の注意ポイント※

12

代表的なトラブル例例



知らないうちに被害者にも 
加害者にもなる

13

映像：鳥取県 YouTube「携帯・インターネットによるいじめの防止」 
https://www.youtube.com/watch?v=DdHAbfFHCHQ

https://www.youtube.com/watch?v=DdHAbfFHCHQ


14
映像：鳥取県 YouTube「携帯・インターネットによるいじめの防止」 

https://www.youtube.com/watch?v=DdHAbfFHCHQ

https://www.youtube.com/watch?v=DdHAbfFHCHQ


15

3つの危険性 
❶投稿 
❷閲覧 
❸無意識

❷誰が見ているかわからない

❸知らないうちに自分が 
いじめているかも！？

❶書いたことは消せない



16

投稿トラブル事例



17画像：「NEWSまとめもりー」より

学校名掲載



「(列車)往来危険罪」 
2年以上の有期懲役

18

往来汽⾞車車転覆等罪（脱線）  
無期懲役⼜又は3年年以上の有期懲役  

（⼈人が死亡した場合）  
死刑⼜又は無期懲役



無かったことにはできない！

19

⼀一度度ネットに書き込んだことは  
消すことができない  

交通事故を揉み消せないのと同じ

ポイント①



犯罪と表裏一体

20

何気ない投稿が犯罪に繋がる  
誰もが被害者・加害者になる  
きっかけとなるのがスマホ

ポイント②



○脅迫罪（刑法第222条） 
・2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金 
○名誉毀損・侮辱罪（刑法第230条、第231条） 
・3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金 
○強要罪（刑法第223条） 
・3年以下の懲役 
○恐喝罪（刑法第249条） 
・１０年以下の懲役 
○傷害罪（刑法第204条） 
・15年以下の懲役又は50万円以下の罰金若しくは 
○児童ポルノ提供等（児童買春、児童　ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条） 

・5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金 
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○信用毀損・偽計業務妨害（刑法第233条） 
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 
○威力業務妨害罪（刑法第234条） 
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 
○(列車)往来危険罪（刑法第125条） 
・2年以上の有期懲役 
○往来汽車転覆等罪（脱線）（刑法第127条） 
・無期懲役又は3年以上の有期懲役 
・（人が死亡した場合は）死刑又は無期懲役 
○私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 
　（通称：リベンジポルノ被害防止法、リベンジポルノ対策法） 
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 

22



犯罪者になるかどうかは 
本人の使い方次第

23

誰もが簡単に犯罪者になる  
実社会もネット空間も同じ  



24

スマホ依存 
（ノモフォビア）



25

映像：ラップでスマホトラブル回避術10 『気づいたらスマホ中毒』 
https://youtu.be/C7rAjP-6Xfs

https://youtu.be/C7rAjP-6Xfs


26（出典）MMD研究所「2016年スマホ依存に関する調査」（15-59歳・男女553人／2016.5.13～5.14）

スマホ依存の自覚



スマホ依存問題点

27

何が問題だと思いますか？



28

「視力低下」「スマホ老眼」



29

「肩こり」・「ストレートネック」



30

「テキストサム損傷」（指が変形）



31

ブルーライトの影響による「睡眠障害」（各種疾患へ）



32

「うつ状態・うつ病」
●抑うつ気分 
　・気持ちが沈む、ふさぎ込む、滅入る状態が続く 
●興味・喜びの喪失 
　・何をしても楽しめなくなる 
●食欲減退・過多 
　・意図しない体重減少・増加 
●睡眠障害 
　・不眠・睡眠過多（眠くて仕方がない） 
●精神運動制止・焦燥 
　・話し方や動作が遅くなる・じっとしていられなくなる 
●易疲労性・気力低下 
　・疲れやすくなる・億劫で仕方ない 
●罪悪感・無価値観 
　・自分のことを責めてばかりいる 
●思考力・集中力低下 
　・集中できない・まとまらない 
●自殺念慮・自作企図 
　・死について何度も考える・自殺を計画する 
●その他、身体的不調 
　・頭痛・肩こり・胃腸不調（下痢・便秘）、発汗、 
　　息苦しさなど



スマホ依存は 
違法行為ではないが 
適切な利用法ではない

33

依存的な利利⽤用環境から  
トラブルを誘発することも  
→判断基準を設けて予防する



34

トラブル発生の背景



　　

35

所有携帯電話等種類の変化 (H24-27/神奈川県)

　出典：2016/1/6 神奈川県携帯電話やパソコンによるインターネット利用状況等に関する調査結果（H27年5-8月、19,290人/191校）

機能限定・子供向け携帯 スマートフォン フューチャーフォン・PHS

　　中学生(H24)

　　中学生(H27)

　　小学生(H24)

　　小学生(H27)

　　特別支援(H27)

　　高校生(H24)
　　高校生(H27) 90.9%

30.6%

70.5%

23.0%

中学生・高校生のスマホ保有率急増（大幅な変化）

70.5%

58.5%

15.1%

23.0%

6.3%
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SNSでのメッセージの1日平均送受信・投稿回数

　　

　　

高校生

50回超

　出典：2016/1/6 神奈川県携帯電話やパソコンによるインターネット利用状況等に関する調査結果（H27年5-8月、19,290人/191校）

30回以下 (20回超)
40回以下 50回以下

20回超　40.6%

50回超　小学生2.5%　中学生20.6%  高校生23.0%

5回以下 10回以下 15回以下 20回以下
SNSを使わない わからない

＜補足説明＞ 
・2割以上が1日に平均50回以上のやりとり、4割が平均20回以上やりとりをしている。 
・多くの学校でメールや書込みをめぐるトラブルが発生している。

小学生小学生

特別支援

中学生

20回超　6.3% 20回超　33.8%
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大人も子供も知らなくて当たり前 
でも知らないから仕方ないでは 

済まない社会へ 
（知らずに使うことが最大のリスク）

38



 1. 依存症（依存傾向）・引きこもり→ SNS、ゲーム、漫画・動画閲覧等 
 2. ウイルス感染・個人情報流出→SNS、メール、web閲覧、持ち出し等 
 3. ネットいじめ・犯罪行為→SNS、動画投稿、メール、掲示板等 
 4. 不適切投稿→SNS、動画投稿、ブログ、掲示板等 
 5. 詐欺・不正請求、高額請求→SNS、ゲーム、アダルトサイト等 
 6. 交友関係トラブル→SNS等 
 7. 性被害・性犯罪→SNS、ゲーム、掲示板（LINE ID交換）等 
 8. リベンジポルノ→SNS、ゲーム等 
 9. 乗っ取り・なりすまし→SNS、掲示板等 
 10. 誘い出し・誘拐・拉致監禁→SNS、ゲーム、掲示板等 
 11. プライバシー侵害・名誉毀損→SNS、掲示板、メール等 
 12. 著作権・肖像権違反→SNS、掲示板、ブログ等

39

トラブルの種類と発生の要因



ネット投稿の不思議な心理

40



実社会ではできないことも 
気軽にできてしまう怖さ

41

①使い始め（知らない）  
②使い慣れてきた時  
③承認欲求が⾼高まった時  

<<補足メモ>> 
　①使い始めは「危険があることを知らずに（認識できずに）」やってしまう。 
　②使い慣れてきたときには、「これくらいなら大丈夫だろう」「自分だけは大丈夫だろう」でやってしまう。 
　③グループでのやり取りが進むと「（仲間から）もっと認められたい」ということでやってしまう。 
・「画面しか見えていない」「画面越しに見えている世界」だからできてしまう。 
・①～③共通しているのは「興味本位」で、その後のことを考えずにやってしまうこと。 



42

トラブル予防対策



　1.実社会もネット空間も同じ（悪いことは悪い！） 
　2.個人情報は投稿しない・送らない 
　3.他人の悪口は投稿しない・送らない 
　4.感情的な時は投稿しない・送らない 
　5.相手がどう思うかわからない前提で送る 
　6.見知らぬ人には連絡先を教えない・会わない 
　7.無料だからと安易にダウンロードしない 
　8.裸の写真/動画は撮影しない・送らない 
　9.良し悪しの判断がつかない時はやらない 
　10.ルールを決めて使う際の判断基準を持つ 
　11.困ったことが起こったら直ぐに大人に相談する

43



自己防衛の世界

44

①実社会もネット空間も良良し悪しは同じ  
②良良し悪しの判断できないことはやらない  
③判断できるようにルールを設ける
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<<ワークショップ①>> 
疑問や不安、聞いてみたいこと 

共有してみる
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持たせる目的は？

48画像出典：http://pplepop.com/smartphone-keitai/post-2547/

http://pplepop.com/smartphone-keitai/post-2547/


必要性は？

49画像出典：http://pplepop.com/smartphone-keitai/post-2547/

http://pplepop.com/smartphone-keitai/post-2547/


50

他人のものさし、自分のものさし


それぞれ寸法がちがうんだな



（出典：あいだみつを）



家庭の方針・環境(必要性)次第 
まずは家庭の状況を整理

51画像出典：http://pplepop.com/smartphone-keitai/post-2547/

http://pplepop.com/smartphone-keitai/post-2547/
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親の役割

53

どのような役割が  
求められるでしょうか？



学習・実践

54



　✔ 学習 
　　・常識は非常識の理解 
　　・リスク(危険性)の理解 
　　・社会状況の理解 
　　・流行/見守り(子供)の理解 

　✔ 実践 
　　・フィルタリング設定（法律） 
　　・ルール設定と運用（家庭） 
　　・流行の体験/見守りの実行
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　✔ 学習 
　　・常識は非常識の理解 
　　・リスク(危険性)の理解 
　　・社会状況の理解 
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57

大人と子供の違い
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皆さんが小中学生時代の 
友達との連絡方法は？



皆さんが小中学生時代の 
調べ物をする時の手段は？

59



イマドキの小中学生の 
連絡手段／調べる手段

60



61

43.9 
%

80.3 
%

42.6 
%

58.8 
%
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SNS/アプリの 
認知と利用



スマホアプリ 
（大人の利用状況）

63

何を使っていますか？



64

・電話、電話帳、mail、スケジュール、メモ、Drop box 
・天気、乗換案内、グーグルマップ 
・カメラ、音楽、You Tube 
・Retty、クックパッド、Amazon、マクドナルド 
・Line、twitter、facebook 
・Yahooニュース、防災情報 
・ゲーム、ディズニーツムツム、妖怪ウォッチぷにぷに、 
　ねこあつめ、Pokemon Go 
・健康 
（出典：ひかりば「千葉県立高等学校の教職員研修事前アンケート2016）） 



スマホアプリ 
（子供の利用状況）

65

何を使っているか  
知っていますか？
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主要SNS・チャット・コミュニケーションサービス
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主要SNS・チャット・コミュニケーションサービス



 1位 SNOW（盛れる自撮りアプリ/顔交換） 
 2位 SnapChat（送信メッセージが消える） 
 3位 メルカリ（フリマ）

68

13-‐‑‒19歳のティーンに  
流流⾏行行っているもの！

出典：「13-19歳ティーンに流行っているもの」2016年上半期ランキング（マイナビティーンズ調べ）

いまどきのスマホアプリ（13-19歳のティーンの流行り）



SnapChat（スナップチャット）

徐々に普及、LINEの代わりも！？

69

●1日に1億人のアクティブユーザー 
●2015年の売上は5000万ドル 
●1日当たりの動画視聴回数60億回 
※Facebookの動画再生回数が80億回 

＜主な機能＞ 
●1秒から10秒の間で閲覧時間を設定、 
　閲覧時間の終了後、写真や動画は 
　見られなくなるのが最大の特徴 
●ユーザーが写真や動画を個人、 
　またはグループに送信 
●画像や動画を加工 

　　　　　https://www.snapchat.com/l/ja-jp/ 
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「SnapChat」  
より使われている
「MixChannel」  
「TwitCasting」

出典：プリキャンティーンズラボ「いじめ・嫌がらせ」（2016年7月1日～7月6日、n=1930・複数回答）

SNS利用状況（10代・女性）

MixChannel
TwitCasting

SnapChat
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主要SNS・チャット・コミュニケーションサービス



MixChannel（ミクチャ）

70%女性、16-18歳の女子中高生

72

●2013年12月リリース 
●10秒動画コミュニティ 
●2014年11月時点170万ダウンロード 
●月間訪問者350万人 
●月間動画再生回数3億8500万回以上 

●ユーザーの70%が女性 
●コアユーザーは16-18歳の女子中高生 
●視聴時間平均15分 
●「デコる」「コラージュ」が特徴 
　＝コンテンツ編集投稿 
●https://mixch.tv 



TwitCasting（ツイキャス）

60%女性、16-22歳の女子高生/大学生

73

●リアルタイム動画配信サービス 
●2014年10月時点のユーザー数 
　800万人超 
●総配信回数1億回超 
●ユーザーの60%以上が女性 
●コアユーザーは16-22歳 
　（高校生・大学生）
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10代・⼥女女性

出典：プリキャンティーンズラボ「スマホアプリに関する調査」（2016年9月1日～9月7日、n=1397）

補足：利用ゲーム
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10代・⼥女女性  
の⾃自由回答

出典：プリキャンティーンズラボ「スマホアプリに関する調査」（2016年9月1日～9月7日、n=1397）

流行りのアプリ・ゲーム
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○キッズ携帯とジュニアスマホ 
○スマホ利用に潜む危険性 
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○持たせる時期と機能 
○持たせる際の大人の役割 
◉ルールづくり 
○ワークショップ② 
○まとめ 
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ルールを作る目的

77

なぜルールを作るのか？



78

危険(トラブル)から 
身を守るための判断基準 

正しく使えるようにする 
誤った使い方をしないようにする・・・etc. 

（知識・スキル不足のことに対する判断基準の提供）



セルフマネジメント 
（タイムマネジメント） 

79



80

5つのポイント



①目的・目標明確化 
②情報整理 
③対話・調整

81



①目的・目標明確化

82

①何のために持たせる？  
②⽬目的からブレイクダウン  
※ルールは⼿手段！  

※必要事項絞り込み可能

<<補足メモ>> 
・何の為に持たせる？必要性は何？ 
・何のためのルールかを理解することで意味のある内容になる 
・ルールを作ることが目的にならないように！ルールは手段、身を守るための判断基準 
・目的が明確になれば、使わせ方も決めるべきルールの絞り込みもできる 
・目的達成のための今の目標を決める（目標達成したら新しい目標に再設定） 



　○ルールの目的を履き違えない 
　　・子供を危険から守るため（知識不足、自己管理不足を補う） 
　　　＝利用者の正しい利用判断をサポートし、安全性を担保するため 
　　　※全て自分で判断、コントロールできるのであればルールは不要

ルールづくり・補足①

83

補足資料



②情報整理 
(現状把握)

84

①⼦子供、②環境、③機器  
トレンド・トラブル等

<<補足メモ>> 
・「教育方針、親の考え、機器の普及、トラブル発生状況の実態」を整理することでルールを考える素地を作る 
・「子供が置かれている環境や社会のトラブル発生状況・トレンドを知る」ことで「どのようなルールを定める
かという焦点を合わせられるようになる」 



③対話・調整

85

①傾聴、②常識識を疑う、  
③親⼦子⼀一緒に共同作業

<<補足メモ>> 
・心構えとして「傾聴スタンス」、「常識を疑う」、「共同作業（親子一緒）に創る」ということが大切 
①傾聴スタンス：まず子どもの意見を聞いて受け止め、頭ごなしに否定しない。 
　※子供の要望を踏まえ、子供の性格や家庭の教育方針と擦り合わせる。 
　※子供が何故欲しがるが、何をやりたいと考えているかを知る機会にもなる。 
②常識を疑う：「親の常識、子どもにとっては非常識」と考え、感情的にならない。 
　「他の家庭とも基準が違って当たり前」と考え、ルールは子供の友達の家庭とも共有するのが望ましい。 
③共同作業（親子一緒に考える）：ルールづくりは親子の共同作業、機器の機能や用途も共に学ぶ。 
　※要望や方針を擦り合わせ、利用実態に即した内容にする（実態理解も深まる） 
　※一方的に決めるよりもルールを守る意識が高まる。 



●現状確認やリテラシー確認のポイント 
　○尋問・詰問口調にならないようにする 
　　→イラっときたら深呼吸・・・ 

　○何が社会で問題になっているのかを原因含めて理解しているか？ 
　　→最近見たニュースや身近で起こったトラブルを意識しているか？ 

　○自分（だけ）は大丈夫と思っていないか？ 
　　→トラブルに巻き込まれない、引き起こさないと思っていないか？ 

　○問題発生時に誰に相談をするのかを直ぐに答えられるか？ 
　　→それがなぜかを理解しているか？ 

　○基本的な社会のルールやマナーを理由含めて理解しているか？ 
　　→理解している場合は、我が家のルールにする必要はないが、 
　　　理解できていない場合は、ルールとして決めておいた方が良い 
　　　（あえて決めておくというのも良い） 86

ルールづくり・補足② 補足資料



④ルールの作成 
（利用シーンの6+1）

87

内容は具体的に！  
イメージできますか？

<<補足メモ>> 
・「お子さんの通信機器の利用シーンの具体的なイメージができますか？想像できますか？ 
・共通ルール限界を理解し、「共通ルール（抽象的）＋家庭のルール（具体的）」の2段構えで備える。 
・社会のルール・マナーは前提条件とする。 



●『６＋１』の利用シーン 
・①～⑤：使ってもよい「xx」 

　①時間　　　　　　　　　【いつ・何時】 
　②場所　　　　　　　　　【どこで】 
　③相手　　　　　　　　　【誰と】 
　④機能・サービス　　　　【どのような】 
　⑤使い方　　　　　　　　【どのように】 
　⑥相談者・対応法　　　　【どうする】 
　　（緊急・トラブル時） 
　+1 ペナルティ　　　　　【どうする】 
　　（ルール違反時）

88



●基本的な考え方、社会のルール・マナー(例) 

　・携帯・スマホは親の持ち物であり、子どもは借りて使うことになる 
　・18歳未満はフィルタリングを利用することが法律で決められている 
　・知らない番号やアドレスからの連絡には出ない（返事をしない） 
　・ネット上でしか知らない人と会わない（会いに行かない） 
　・ネット上の情報には正しくない情報も流れている 
　・個人情報（名前、住所、連絡先、自分の写真）や自宅など場所が 
　　特定できる写真はネット上にアップしない 
　・他人が写っている写真を勝手にアップしない 
　・歩きながら・自転車に乗りながら操作をしてはいけない 
　・電車やバスの車内では通話はしない 
　・病院内では電源off（指定されている場所はOK） 
　・映画館内では電源off、映画の録画は法律で禁止されている 
　・他人の嫌がることをやらない、悪口は書かない、送らない…など

89

補足資料



（参考）SNS東京ルール (2015/11/26発表)

学校と家庭の一体連携、ICTリテラシー向上

90

  
　１　一日の利用時間と終了時刻を決めて使おう。 
  ２　自宅でスマホを使わない日をつくろう。 
  ３　必ずフィルタリングを付けて利用しよう。 
  ４　自分や他者の個人情報を載せないようにしよう。 
  ５　送信前には、相手の気持ちを考えて読み返そう。

出典：東京都教育委員会「SNS東京ルール」

🔵受け手への十分な配慮に基づいて情報を発信できる能力や態度を身につける 
🔵ルールやマナーの意義を理解し、守ることができる態度を身につける 
🔵様々な情報を取捨選択、根拠を明確にして情報を発信する能力を身につける 
🔵著作権・個人情報保護、複製・拡散容易性等、情報特性に関する基本知識を身につける

補足資料



　1.共通ルールには限界がある（公的機関が定める限界） 
　　・内容は社会的に最低限のことだけ、我が子の安全には不十分 
　　・共通ルールの上に我が家のルールをつくることが大切 
　2.家庭のルールは家庭の数だけあって良い（百人百様） 
　　・家庭ごとにルールは違う(教育方針/性格/生活習慣/リテラシー…etc.) 
　　・違うことを恐れる必要はない 
　3.決めたルールは書き出し掲示・定期的な見直しも実施 
　　・最終的に親子で合意した事項は書面に起こす 
　　・生活の変化や実態に合わせ、半年に1回程度はルールの見直しを行う 
　　　※自分でコントロールできるようになったことはルールから外す 
　４.家庭間で情報を共有する 
　　・各家庭で決めたルールは子供の交友関係の中でシェア 
　　・子供の実態理解にも繋がり、家庭間トラブル発生の予防にもなる

ルールづくり・補足③

91

補足資料



　1.実社会もネット空間も同じ（悪いことは悪い！） 
　2.個人情報は投稿しない・送らない 
　3.他人の悪口は投稿しない・送らない 
　4.感情的な時は投稿しない・送らない 
　5.相手がどう思うかわからない前提で送る 
　6.見知らぬ人には連絡先を教えない・会わない 
　7.無料だからと安易にダウンロードしない 
　8.裸の写真/動画は撮影しない・送らない 
　9.良し悪しの判断がつかない時はやらない 
　10.ルールを決めて使う際の判断基準を持つ 
　11.困ったことが起こったら直ぐに大人に相談する

【再掲】トラブル予防対策

92

補足資料



<<補足>> 
フィルタリング 
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①保護者の責任  
※フィルタリング設定は義務  
②ルール/設定の定期⾒見見直し  
※半年年に1回  or  ⽣生活変化時

<<補足メモ>> 
・3つのフィルタリング 
　①ネットワーク通信(ドコモ/au/SoftBank等携帯会社の回線を利用した接続) 
　②Wi-Fi通信(無線LAN) 
　③アプリケーション 
・【フィルタリング＋携帯電話会社名】で検索すると最新情報が出てくる。 
　※変化の早い世界のため、必ず公式サイトで最新情報を確認すること！(1年で古くなることもある) 
・通常利用においてフィリタリング利用で不都合は生じないことを理解する 



2014年 95.3% 
2015年 94.8%
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トラブルに巻き込まれた⼈人の  
フィルタリングサービス利利⽤用率率率は  

5%

フィルタリング未利用率

出典：平成27年における出会い系サイト及びコミュニティサイトに起因する事犯の現状と対策について（警察庁-広報資料/平成28年4月14日）

補足資料
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●携帯電話事業者の義務（青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律　第17条1項） 

　・18歳未満の携帯・スマホ利用に際してのフィルタリング提供義務 
●保護者の義務（青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律　第17条2項） 

　・使用者が18歳未満であることの申告義務 
出典：デジタルアーツ(株)

フィルタリングの基本機能 補足資料
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Wi-Fi・アプリ環境のフィルタリング

出典：デジタルアーツ(株)

●最低限、携帯電話事業者の無料フィルタリングの利用を 
　・ブラウザーが有害サイトをブロック（ブラウザは複数あるので要注意！） 
●アプリの起動（利用）制限の併用も 
　・アプリからしか利用できないサービスもある 

補足資料



97出典：NTTドコモ「フィルタリングサービス」（https://www.nttdocomo.co.jp/service/filtering/）

補足資料ドコモ 「フィルタリングサービス」

https://www.nttdocomo.co.jp/service/filtering/


98出典：NTTドコモ「あんしんモード」（https://www.nttdocomo.co.jp/service/anshin_mode/）

補足資料ドコモ 「あんしんモード」

https://www.nttdocomo.co.jp/service/anshin_mode/


99出典：NTTドコモ「iPhone 機能制限の設定方法」（https://www.nttdocomo.co.jp/iphone/support/guide/service/limit/index.html）

ドコモ 「iPhone 機能制限」

https://www.nttdocomo.co.jp/iphone/support/guide/service/limit/index.html


100

au 「安心・安全サービス」

出典：au「安心・安全サービス」（http://www.au.kddi.com/mobile/service/featurephone/safety/）

http://www.au.kddi.com/mobile/service/featurephone/safety/
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au

出典：au「安心アクセスサービス」（http://www.au.kddi.com/mobile/service/featurephone/safety/anshin-access/）

「安心アクセスサービス」

http://www.au.kddi.com/mobile/service/featurephone/safety/anshin-access/
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au

出典：au「ティーンズモード」（http://www.au.kddi.com/mobile/service/featurephone/safety/teensmode/）

「ティーンズモード」

http://www.au.kddi.com/mobile/service/featurephone/safety/teensmode/
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au 「web利用制限」

出典：au「ティーンズモード」（http://www.au.kddi.com/mobile/service/featurephone/safety/access-control/）

http://www.au.kddi.com/mobile/service/featurephone/safety/access-control/
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SoftBank

出典：SoftBank（http://www.softbank.jp/mobile/service/yahoo-anshinnet/）

「ウェブ安心サービスとスマホ安心サービスの違い」

http://www.softbank.jp/mobile/service/yahoo-anshinnet/
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SoftBank 「ウェブ安心サービス（フィルタリング）」

出典：SoftBank（http://www.softbank.jp/mobile/service/web_safety/）

http://www.softbank.jp/mobile/service/web_safety/
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SoftBank 「スマホ安心サービス」

出典：SoftBank（http://www.softbank.jp/mobile/service/sp_safety/）

http://www.softbank.jp/mobile/service/sp_safety/
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SoftBank 「参考：スマホ安心サービス（設定種類と強度の比較）」

出典：SoftBank（http://www.softbank.jp/mobile/service/sp_safety/about/）

http://www.softbank.jp/mobile/service/sp_safety/about/
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SoftBank

出典：SoftBank「Yahoo!あんしんねっと for SoftBank」（http://www.softbank.jp/mobile/service/yahoo-anshinnet/）

「Yahoo!あんしんねっと for SoftBank」

http://www.softbank.jp/mobile/service/yahoo-anshinnet/
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SoftBank 「あんしん設定アプリ」

出典：SoftBank（http://www.softbank.jp/mobile/service/anshinsettei-app/）

http://www.softbank.jp/mobile/service/anshinsettei-app/
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<<ワークショップ②>> 
今、携帯/スマホは必要？ 
ルールも考えてみよう！
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最大のリスクは 
知らずに使うこと 
（親こそ必要スマホ知識）
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ルールは危険(トラブル)から 
身を守るための判断基準 

正しく使えるようにする 
誤った使い方をしないようにする・・・etc. 

（知識・スキル不足のことに対する判断基準の提供）



　　　　　①道具は人の使い方次第 
　　　　　②違っても良い 
　　　　　③ルールは子供を守る手段 
　　　　　④なかったことにはできない 
　　　　　⑤犯罪と表裏一体

115

⼦子供を危険から守るために  
⼤大⼈人が理理解しておくこと
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他人のものさし、自分のものさし


それぞれ寸法がちがうんだな



（出典：あいだみつを）
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質疑応答 
この場で質問しにくいことは 

個別にご連絡ください 
（相談は無料です）

【問合せ先】※資料にも記載 

ひかりば　原田光久 
email：harada@hikariba.com 
mobile：090-2520-1620 
twitter：harada FB：harada3213 
LINE：harada3213 

mailto:harada@hikariba.com?subject=

