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頭の柔軟体操



56% 

74%
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Letʼ’s  Think!!  
さぁ、この数字の意味が  
わかりますか？
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人は忘れる生き物です 
相当、忘れますよ！

1時間後　56% 

1日後　　74%
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生徒のネット利用状況と 
サイバートラブル対応法の 

理解を深める

研修の目標
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キーメッセージ



わからないから仕方がない 
では済まされない社会 

（問題はすぐそこにある）
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3つのキーワード
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　　①常識は非常識 
　　　・社会の変化とともに常識も変化し続けることを知る 
　　　・問題に向き合うために「今(現在)」を知る 

　　②すべての問題は人に帰する 
　　　・道具(ツール)のせいにしない 
　　　・「知らないこと」が最大のリスク 

　　③答えは一つではない 
　　　・人の数だけ答えがある 
　　　・常に学び、考え続ける必要がある 
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重大な社会問題 
「ネット依存」
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映像



●中高生のネット依存　　51.8万人(推計) 
●ネット依存判定率　　　中学生6.0%　高校生9.4% 
　　　　　　　　　　　　男子6.4%　　女子9.9% 
●高校生のネット利用時間（平日） 
　　　　　　　　　　　　3時間以上　男子30%　女子34% 
　　　　　　　　　　　　5時間以上　このうち半数 
●ネット依存専門外来久里浜医療センター 
　　　　　　　　　　　　4割が中高生、初診の予約2ヶ月以上待ち 
●病的な使用とされた中高生のうち 
　　　　　　　　　　　　睡眠時間が6時間未満　43.0% 
　　　　　　　　　　　　直近1ヶ月の午前中の体調が「常に悪かった」 
　　　　　　　　　　　　「しばしば悪かった」と回答　24.0% 
（厚生労働省 調査班　2013年8月報道）　 16

ネット依存調査まとめ（2013年8月発表）
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スマホ依存 
（ノモフォビア）



18（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



19（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）

スマホ依存度チェック



スマホ依存問題点

20

何が問題だと思いますか？
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ブルーライトの影響による「睡眠障害」（各種疾患へ）

<<補足メモ>> 
○ブルーライトは紫外線の次にエネルギーが強いため、目の疲れや痛みといった、直接的なダメージを眼球
に与える。 
・「ブルーライト」とは？＝波長が380~500nmの領域にある青色光のこと 
・ヒトの目で見ることのできる光＝可視光線の中でも、もっとも波長が短く、強いエネルギーを持っている 
・太陽光や白熱灯にもブルーライトは含まれるが、パソコンやスマートフォンなどのLEDディスプレイやLED
照明には、特に多く含まれている 
・省エネ化でLEDが普及したことで、ブルーライトの暴露量が増えている 
・ブルーライトの放出量が特に多いのは、現代人の生活に欠かせない「スマートフォン」 

参考情報： 
・ブルーライトを長時間浴びていると、メラトニンという眠気を誘うホルモンが分泌されにくくなり、体内
時計が狂ってしまう 
・体内時計が狂うことで、睡眠障害、うつ病、肥満、ガンになりやすいことが分かってきている 
・現段階では、これらの疾患に直接結びつくと断言できるだけの医学的根拠はないが、少なくともブルーラ
イトの浴びすぎが、疾患のリスクを高めることは分かっている
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「視力低下」「スマホ老眼」

<<補足メモ>> 
・スマホ老眼：長時間の画面凝視で、ピントが合わなくなる 
・スマホたるみ：下を見ていることによる老け顔も起こる
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「肩こり」・「ストレートネック」

<<補足メモ>> 
・ストレートネック：慢性的な肩こり、首の痛み、頭痛などの原因になり、酷くなると、手のしびれや吐き
気、めまいなどの症状が現れることもある 
・またそれが副交感神経の働きを阻害し、緊張状態をもたらす 
・それが引き金となり自律神経失調症、不眠症などにつながる可能性もある
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「テキストサム損傷」（指が変形）

<<補足メモ>> 
・毎日長時間決まった持ち方をすることで、小指が変形してしまう
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「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

26

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
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スマホ依存の予防対策



No-Mobile-Phobia 対策 
セルフマネジメント 
タイムマネジメント 
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米国では 
　①18～24歳で77％ 
　②25歳～34歳が68％ 
　③55歳以上にも増加 
No-Mobile-Phobiaが問題 
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連絡手段 
調べもの
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皆さんが高校生時代 
友達とどのような手段で 
連絡をしていましたか？



皆さんが高校生時代 
どのような手段で 
調べていましたか？

32



イマドキの高校生の 
連絡手段／調べる手段
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SNS/アプリの 
認知と利用
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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 
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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）
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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！？
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●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
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●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
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●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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フォロワー数 
渡辺直美：5,233,821フォロワー 
ＲＯＬＡ：3,661,163フォロワー
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Instagramでも24時間後に投稿消去機能実装



Vine（ヴァイン）

10代の認知度、利用度が圧倒的
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●2012年創業、6秒間のショートムービーを編集、投稿、 
　視聴する動画共有サービス（運営：twitter社） 
●2015年2月時点の月間アクティブユーザー数 1億人 
●世界での1日のループ数 15億回 
●日本では10代の認知度・利用度が圧倒的 
　（出典：CNET Japan 2015/02/25） 
　Vine：https://vine.co/ 
　https://vine.co/v/OYvO1BprEXX

https://vine.co/v/OYvO1BprEXX


49出典：電通総研「若者まるわかり調査2015」

SNS登録率

男
子

女
子



50出典：電通総研「若者まるわかり調査2015」

Twitter複数アカウント所有率・アカウント平均個数

男
子

女
子
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※全国75の国公立・私立の高等学校等において、約13,600名の１年生を対象に調査（平成27年6-7月） 
※平成24年度の調査対象者は約2,400名

高校1年生のスマホ保有増加 91.5%（+32.5ポイント/H24比）

保有するネット接続デジタル機器（高1/H25-27）

※H24年度 
　39.0%

※H24年度 
　59.0%

������
/

（複数回答）

出典：総務省「平成27年度 青少年のインターネット・リテラシー指標等」



25.8%&

56.5%&

45.2%&

0%& 20%& 40%& 60%& 80%& 100%&
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（複数回答）

保有するネット接続デジタル機器（高校1年生と教職員との比較/H27）

������
������

%

【県立高校教職員62名の保有機器】

【全国75の国公立・私立の高校1年生約13,600名の保有機器（総務省調査）】

出典：［上段］総務省「平成27年度 青少年のインターネット・リテラシー指標等」／［下段］ひかりば 平成27年度調査

（n=62名）

31.4%(ガラケー)

56.5%

74.3%
28.6%鎌ヶ谷高校（n=35名）

鎌ヶ谷高校（n=35名）
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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%
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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　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。
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流行語2016 
～ 女子高生編 ～



  1. 耳元コンサート状態　　 
  2. ぱちょる　　　　　　　 
  3. 脳内動物園　　　　　　 
  4. ありよりのあり　　　　 
  5. MJK　　　　　　　　 
  6. PP 
  7. KSK 
  8. NHK 
  9. PK 
10. めっかわ／ぎゃんかわ／ぐうかわ 
11. 卍（まんじ）

56

⼥女女⼦子⾼高⽣生流流⾏行行語2016  
何個わかりますか？

出典：めざましテレビ「女子高生流行語2016」(対象：原宿の女子高生427人)

  【参考】2015女子高校生流行語大賞 
1位 それな 
2位 あーね 
3位 ワンチャン 
4位 とりま 
5位 パリピ



  1. 耳元コンサート状態：イヤホンが耳元で反響してうるさい時に使う。　 
  2. ぱちょる：「ぱって ちょっと 借りてくる」、の略語。　　　　　　 
  3. 脳内動物園：頭の中がパニックになったときに使う。　　　 
  4. ありよりのあり：「あり」か「なし」でいうと完全に「あり」では 
　　　　　　　　　　ないが、「あり」に近い（寄る）という感じを表現 
  5. MJK：「まじか」の略語。 
  6. PP：「プチパニック」の略語。 
  7. KSK：「奇跡」という意味。 
  8. NHK：「二の腕 引っ張って キス」という胸キュンワード。 
  9. PK：「パンツ食い込んでる」というのを、男子に気づかれないように 
　　　　　生まれた。SK(スパッツ食い込んでる)もある 
10. めっかわ ＜ ぎゃんかわ ＜ ぐうかわ： 
　「めっちゃ」カワイイ < 福岡の方言で「とても＝ぎゃん」とカワイイが 
　合体し、略された言葉 < 「ぐうの音も出ないほど」カワイイの略語。 
11. 卍（まんじ）： 
　色々な意味で使われる。「調子に乗っている」「仲間との絆」を表す。 
　特に意味なく、文面の語尾に「。」をつける代わりに「卍」を使う。

57出典：めざましテレビ「女子高生流行語2016」(対象：原宿の女子高生427人)



58

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）



常識は非常識
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⽣生徒と皆さんとでは  
⾒見見えてる世界が違います



メニュー 

○はじめに 
○ポイント 
○社会の変化 
◉問題の本質 
○対応法 
○まとめ 
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トラブル事例
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映像：ラップでスマホトラブル回避術8 『炎上してからではもう遅い』 
https://youtu.be/kaWs8eHyPhg

映像

https://youtu.be/kaWs8eHyPhg


○事例：特定人物への誹謗中傷・仲間外れ 

・LINEで特定の人が入っていないグループが作られ、 
　入っていない人の悪口や嫌いな理由等がやりとりされた。 
　自分も同じようにされているグループがあるのではないか 
　不安になった。 
　学校ではみんな普通に会話をしているので、人間不信に 
　なった。 

　→疑心暗鬼で傍観者から加害者へ、10人で10のグループがある！？ 

　①②③④⑤　①②③●⑤　①●③④⑤　他に①が仲間外れのグループ 
　①②③④●　①②●④⑤　　　　　　　【●②③④⑤】が存在する 

63

❶誹謗中傷・いじめ事例



○事例：特定人物への誹謗中傷・脅迫 

・SNSのグループで「Aまじムカつく、死ね！」 
　「A学校にくるんじゃねぇ！」 
　「A殺すぞ！」などの暴言や脅迫の 
　書き込みを繰り返しされた。 

　→ネット上では過激な言葉が容易に 
　　書き込めてしまう心理がある 

64

❶誹謗中傷・いじめ事例

画像出典：http://p.twipple.jp/j5BTp

http://p.twipple.jp/j5BTp
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SNS上での嫌な思い（10代・女性）

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=1900・複数回答）



実際のニュースから

❷個人情報流出・炎上事例

66
映像：メ～テレ「女子高生が線路に立ち入りか」

映像



67画像：「NEWSまとめもりー」より

学校名掲載

<<追記メモ>> 
・きっかけは興味本位 
・仲間への承認欲求 
・直ぐにまとめサイトへ 
・反省しても後の祭り 
　※消えない・消せない



「(列車)往来危険罪」 
2年以上の有期懲役

68

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



実際のニュースから

❷個人情報流出・炎上事例

69
映像：テレビ朝日系（ANN）「『ライオン放たれた』ネットにデマ拡散で初の逮捕」

映像



70

補足資料

<<追記メモ>> 
・中高生でも同様のことは簡単にできる 
・写真をよく見れば嘘であることはわかる 
・しかし、100件以上の問い合わせが発生した
受け手のリテラシーの問題点もある（緊急時に
正常な判断ができなくなる一面もある） 

映像：テレビ朝日系（ANN）「『ライオン放たれた』ネットにデマ拡散で初の逮捕」



「偽計業務妨害罪」 
3年以下の懲役 

又は50万円以下の罰金

71

虚偽の噂を不不特定多数の者に伝達  
他⼈人の無知・錯誤を利利⽤用して  

⼈人の業務を妨害する罪（刑法233条）



事例：彼氏に送った裸の写真がばら撒かれた 

・彼氏に送った上半身裸の写真を、SNSグループでクラス 
　全員にばらまかれた。 
　彼氏にされたことにショックを受け人間不信になると 
　同時に、写真がいつネット上に公開されてしまうか、 
　毎日不安を感じながら生活している。 

　→彼氏だからと気を許すと、後々のリベンジポルノにも繋がる 

72

❸SNS等経由の性犯罪・児童ポルノ事例（未遂含む）



事例：ネットで知り合った人に送った裸の写真が卑猥なサイトへ流出 

・SNSで知り合った男性に、自撮り画像を買うと持ちかけ 
　られ、複数枚のヌード画像を送ったが、お金は払って 
　もらえず、送った画像が素人の卑猥な画像投稿サイトに 
　流出した。 

・LINEで知り合った彼氏に頼まれ自撮りの様々なポーズの 
　画像を送ったが、不安になって自分の名前で検索したら、 
　卑猥なサイトで画像が出てきた。 

　→裸の写真を送ってしまうと、脅迫・誘い出し・性犯罪に繋がる

73

❸SNS等経由の性犯罪・児童ポルノ事例（未遂含む）



❶無料通話アプリ(LINE)・SNSでの誹謗中傷・いじめ 
　※傍観者から当事者へ、勘違いから始まる場合もある 
❷写真・動画投稿での個人情報流出・炎上 
　※問題投稿と共に拡散され炎上する場合もある 
❸SNS・コミュニティサイト経由の性犯罪・児童ポルノ等 
　※リベンジポルノ・児童買春・強姦事件に巻き込まれる場合もある 
❹不正なアプリケーションからの個人情報流出・拡散 
　※個人情報や写真等の抜き取り・本人不在でのばら撒き 

＜人権侵害事件以外では・・・＞ 
・フリマ・オークション・ネット通販トラブル、アダルトサイトや 
　不正な広告による高額請求、ネット(スマホ)依存症等

74

高校生が被害者・加害者になる典型例



❶[生徒] 無料通話アプリ(LINE)・SNSでの誹謗中傷 
　・教師の好き嫌い、容姿、授業内容等に関する誹謗中傷 
　・実名・ 

❷[保護者] 同、指導内容や生徒対応等の誹謗中傷 
　・指導内容、えこひいき等、自分の子供中心の理不尽な非難 
　・同、指導方法や生徒対応等に関する誹謗中傷の書き込み・流布 

❸[共通] 教職員のプライバシー情報の書き込み 
　・教師のSNS投稿等に関する指摘、書き込み・流布 
　・日常生活の行動に関する指摘、書き込み・流布 
　　※休日はプライベートのはずなのだが・・・

75

教職員に対する誹謗中傷等の現状



●モンスターペアレンツの分類 
　・わが子中心型 
　・ネグレクト型 
　・学校依存型 
　・ノーモラル型 
　・権利主張型 
　・暴力型

76

教職員に対する誹謗中傷等の現状（参考）



77

トラブル発生要因
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出典：日本経済新聞2014年1月2日付「IT革命から20年　どうなるネット社会の未来 」
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主なサイバートラブル

80画像出典：NTT docomo Webサイト

依存症 
引きこもり

ウイルス感染 
個人情報流出

ネットいじめ 
犯罪行為

不適切投稿 
迷惑投稿

詐欺・不正請求 
高額請求

乗っ取り 
なりすまし

交友関係 
トラブル

誘い出し 
誘拐・拉致監禁

性被害 
性犯罪

プライバシー 
侵害・名誉棄損

著作権・ 
肖像権違反リベンジポルノ



 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・写真、メール、掲示板等 
 4. 不適切投稿・迷惑投稿→SNS、動画・写真、ブログ、掲示板等 
 5. 詐欺・不正請求、高額請求→SNS、フリマ、ゲーム、アダルト等 
 6. 交友関係トラブル→SNS、動画・写真等 
 7. 性被害・性犯罪→SNS、動画・写真、ゲーム、掲示板（LINE ID交換）等 
 8. リベンジポルノ→SNS、動画・写真、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、動画・写真、ゲーム、掲示板等 
 11. プライバシー侵害・名誉毀損→SNS、動画・写真、掲示板、メール等 
 12. 著作権・肖像権違反→SNS、動画・写真、掲示板、ブログ等

81

トラブル発生の要因



82
SNSの原点は駅の伝言板（出典：アニメ「シティーハンター」より）　

きっかけは情報発信（文字・動画・写真の投稿）



渋谷の交差点

83



84（出典）withnews2016年06月07日記事・グリー(株)小木曽健さんの講演資料より引用、ボード内容はひかりば原田光久改変

千葉高校 
千葉 葉子 

090-1234-5678 
千葉市中央区1-2

渋谷の交差点
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自宅の玄関



86画像：（出典）withnews2016年06月07日記事・グリー(株)小木曽健さんの講演資料より引用

自宅の玄関

＠千葉 
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ネット投稿の心理



実社会ではできないことも 
気軽にできてしまう怖さ

88

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。 



＜2016年8月の教員不祥事報道＞ 
１・１７歳少女に淫行容疑で男性教諭を逮捕　教え子なのに「１８歳未満とは知らなかった」（8/31，産経，宮城，高，男，47） 
２・淫行の中学校教諭　懲戒免職処分（8/2，ＣＢＣテレビ，愛知，中，男，55） 
３・教科書閲覧問題で小学校教頭ら３人処分　池田市教委（8/2，産経，大阪） 
４・ガンダムフィギュア万引、小学校教諭を逮捕（8/3，佐賀新聞，佐賀，小，男，42） 
５・小学校長“隠れたばこ”で減給処分　禁煙校内に「喫煙所」（8/5，西日本新聞，福岡，小，男，52） 
６・担任する女子児童にキス　小学校教諭、強制わいせつ容疑（8/5，朝日，北海道，小，男，48） 
７・公園で女児２人の体触った疑い…自称高校講師の４９歳男を現行犯逮捕（8/6，サンスポ，岩手，高，男，49） 
８・市立中教諭が体罰＝生徒たたき5針けが（8/9，時事通信，大阪，中，男，33） 
９・女性教諭の更衣室にカメラ、設置容疑の小学校長を聴取（8/10，朝日，兵庫，小，男，50代） 
１０・わいせつ高校教諭を懲戒免職　愛知県教委（8/10，鹿児島読売テレビ，愛知，高，男，26） 
１１・＜宮城県教委＞不祥事３教諭を処分（8/11，河北新報，宮城，無免許運転：高男29，セクハラ：中男53，体罰：小男58） 
１２・買春容疑の教諭を懲戒免職（8/11，中日新聞，愛知，高，男，26） 
１３・中学教諭、自宅で少女にわいせつ行為した容疑で逮捕（8/13，サンスポ，富山，中，男，26） 
１４・佐賀県白石町で飲酒運転の疑い　県立高校講師の男逮捕（8/13，中京テレビ，佐賀，高，男，28） 
１５・生徒と淫行容疑、那覇署が教諭の女を逮捕（8/15，沖縄タイムス，沖縄，高，女，40代） 
１６・扇風機を万引か、中学講師逮捕（8/15，山陽新聞，岡山，中，男，26） 
１７・大阪市の元民間人校長、横領容疑で逮捕　経歴詐称で免職（8/17，朝日，大阪） 
１８・57歳高校教諭、女性水着盗もうとした疑いで逮捕（8/18，日刊スポーツ，福岡，高，男，57） 
１９・小学校教諭を戒告　千葉県教委（8/18，千葉日報，千葉，小，男，27，交通死亡事故） 
２０・公然わいせつの高校教頭に停職12カ月　中学校教諭は体罰で戒告（8/20，福島民友，福島，公然わいせつ：高男52，体罰：中男50） 
２１・道東の５０代教諭、酒気帯びで事故（8/21，北海道新聞，北海道，高，男，50代） 
２２・「バイクと衝突、車運転の高校教諭を逮捕」（8/23，ＴＢＳ，神奈川，高，男，30） 
２３・市立中教諭を停職３カ月　平手打ちで顔などケガさせる（8/23，産経，愛媛，中，男，49） 
２４・メール返信何度も要求　岐阜の高校教諭処分（8/24，ＣＢＣテレビ，岐阜，高，男，33） 
２５・窃盗容疑で幼稚園教諭逮捕　デリヘル女性から（8/24，産経，神奈川，幼，男，41） 
２６・試験監督中にアダルト動画、教室全体に音声　教諭を処分（8/24，朝日，鹿児島，高，男，50代） 
２７・ＰＴＡ会費横領 教頭懲戒免職（8/24，ＮＨＫ，大阪，中，男，54） 
２８・女性のスカートの中を盗撮　小学校教諭２人を懲戒処分（8/25，産経，長野，小男28，男22） 
２９・女子生徒の内科検診を盗撮　中学校教諭を懲戒免職処分（8/25，テレ玉，埼玉，中，男） 
３０・男性教師が下半身露出した写真を投稿（8/25，日テレ，茨城，中，男） 
３１・交通違反キップ破り　小学校の校長減給処分（8/25，鹿児島読売テレビ，岡山，小，男，53） 
３２・奈良市の小学校で教頭が女子職員更衣室に侵入（8/25，産経，奈良，小，男，53） 
３３・女子生徒を繰り返し抱きしめる　中学教諭を懲戒免職（8/26，朝日，広島，中，男，56） 
３４・同じ住宅なぜ繰り返し狙ったのか…女性下着盗んだ疑いで支援学校講師を再逮捕（8/26，サンスポ，愛媛，特，男，25） 
３５・鳴門市立中学の臨時教員　強制わいせつ容疑で逮捕（8/27，関西テレビ，徳島，中，男，23） 
３６・２０代女性に抱きつき触る…特別支援学校教諭を逮捕（8/28，産経，福岡，特，男，35） 
３７・ホテルに中３少女連れ込み淫らな行為か、特別支援学校教諭を逮捕（8/29，ＴＢＳ，東京，特，男） 
３８・県北地区の県立高、生徒にセクハラ　教諭停職3カ月（8/29，茨城新聞，茨城，高，男，20代） 
３９・高校教諭が女性の体を触り逮捕（8/29，ＮＨＫ，北海道，高，男，46） 
４０・市立中学教諭を逮捕＝女子更衣室で盗撮疑い－（8/30，時事ドットコム，大阪，中，男，32） 
４１・小学校の校長が女性教諭にセクハラ 懲戒免職（8/30，ＮＨＫ，東京，小，男，63） 
４２・旅券の写しなど生徒１１人の個人情報紛失（8/31，産経，大阪，高，男） 
４３・懲戒免職:下着を盗み起訴、小学校講師を処分（8/31，毎日新聞，秋田，小，男，25） 
４４・教諭が酒気帯び運転事故　居眠りして民家の竹壁に衝突（8/31，産経，滋賀，中，男，32） 89

教職員の不祥事報道（2016年8月）



①個人情報を含む職務上知り得た情報、学校行事等の写真の 
　投稿・書き込み（個人情報流出） 

②生徒との不適切な関係・生徒への不適切な行為（青少年 
　健全育成条例違反、迷惑行為等） 

③教職活動上の不平不満（学校・保護者・生徒）やトラブル 
　に関する書き込み 

④盗撮（スマホ等による隠し撮り（動画・画像）） 

90

教職員の不祥事



共通していること

91

「道具の使い⽅方」  
本⼈人がどのように使うか次第



無かったことにはできない！

92

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 補足資料



犯罪と表裏一体

93

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 補足資料



すべての問題は 
人に帰する 

（道具は使い方・使う人次第）

94



最大のリスクは 
知らずに使うこと 

（知らなかったでは済まない社会）

95



メニュー 

○はじめに 
○ポイント 
○社会の変化 
○問題の本質 
◉対応法 
○まとめ 
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ネット人権侵害・ 
ネットいじめの特徴



●ネット人権侵害の特徴（問題点） 
　①犯罪容易性（書き込み・加工が容易） 
　②匿名性（悪質・無根拠情報が流れやすい、精神的負担大） 
　③拡散性（複製・転載が容易、世界とのつながり） 
　④回復困難性（半永久的な記録、短期の拡散） 

　＜主なネットによる人権侵害＞ 
　　①プライバシー侵害・個人情報流出 
　　②名誉毀損・侮辱・ネットいじめ 
　　③性犯罪・児童ポルノ・サイバーストーカー・自殺幇助等 

　＜参考：人権侵害の問題点＞ 
　　①尊厳を傷つける 
　　②社会的評価を低下させる 
　　③回復困難な重大な損害を与える 

98

ネット人権侵害の概要



ネットによる人権問題の主な区分
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ネットによる人権侵害の特徴
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ネットいじめ

101



●ネットいじめの定義 
　❶サイバー空間において第三者から、 
　❷心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、 
　❸精神的な苦痛を感じているもの。 

＜参考1：いじめの定義＞ 
　❶一定の人間関係のある者から、 
　❷心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、 
　❸精神的な苦痛を感じているもの。 

＜参考2：平成18年以前のいじめの定義＞ 
　❶自分より弱い者に対して一方的に、 
　❷身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、 
　❸相手が深刻な苦痛を感じているもの。

102



103

「ネットいじめ」と「従来のいじめ」との違い

　　　　　 ネットいじめ 従来のいじめ

いじめ方

○ネットで誹謗・中傷する、 
　本人になりすまし評判を落とす 
○被害者の画像や個人情報を 
　インターネット上にばらまく  
○嫌がらせのメールを送りつける

○暴力をふるう、悪口を言う、 
　金品を要求する、無視する 
○悪い噂を広める 
○物を隠す、傷つける

加害者の特定 ○難しい ○比較的容易

いじめ現場

○ネット上であり、実際の場所や 
　時間には関係ない（24時間攻撃可能） 
○いじめを「見ない」ことはできるが、 
　「逃れる」ことはできない

○主に学校とその近辺。 
○下校すれば一時的にはいじめから 
　「逃れられる」

その他特徴

○誰でも加害者、被害者になりうる 
○匿名で被害者を擁護できる 
○学校現場・教職員での把握が難しい 
○いじめの現状を外部から見られる

○力や立場の弱い者がターゲットに 
　なりやすい 
○報復のリスクがあるため、被害者を 
　かばうのが難しい



生徒のサイバートラブル 
予防と対策

104



●生徒のサイバートラブル予防・啓発・指導 

・予防教育 
　→本来は家庭教育の範囲 
　　※様々な家庭の教育方針があり、生徒の個性もある 

・社会一般の道具（ツール）＝教育現場でICT利活用が一般化 
　→学校においての一定の予防・啓発・指導が求めらる環境へ 

ところで・・・「指導」できますか？
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106

答えは一つではないが 
一つの答えを導き出す 
ことが求められる



道具をいかに使うか

107

「道具の使い⽅方」  
本⼈人がどのように使うか次第

対応ポイント① 再掲



無かったことにはできない！
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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

対応ポイント② 再掲
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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


犯罪と表裏一体

110

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

対応のポイント③ 再掲



○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 
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トラブル対応の基本
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3つの対応原則

原則に従うのが解決の近道

114

①組織対応 
の原則 

③事実確認徹底 
の原則 

②信頼関係構築 
の原則 

・学校長等の責任者を筆頭にチームプレー 
　対応が大原則 
　※責任者が状況把握できている状態 
・一人で抱え込まない（一人に任せない） 

・被害者の味方・不安を持たせない 
・解決には加害者との信頼関係も大切 
・解決に向けての体制と対応の丁寧な説明 
・情報出所の匿名性担保（保護）及び配慮 
・関係者への進捗情報の共有 

・事実を基に判断・対応する 
・一部情報等で決めつけない 
　※被害者・加害者・関係者の言葉を 
　　一方的には鵜呑みにしない 
・わからないことは外部専門家と連携



3つの理解

状況悪化させないために必要なこと

115

①社会情勢・ツール特性の理解 
　

③焦らず急ぐ対応 
　　　

②徹底した対応・フォロー 
　　

・対策を講じるための現状把握（対応範囲に影響） 
　※なりすましなど第三者によるトラブル発生状況等も考慮 
　※わからないときは詳しい人に聞く（詳しい人が必ず周りにいる）

・サイバートラブルは被害が 
　急激に状況が悪化する危険性がある 
・証拠保全と拡散防止のための削除申請 
　※必要な対処を忘れないように留意する 

・問題対応中・解決後の毅然とした対応、丁寧な 
　フォローの徹底 
　※信頼獲得、早期の問題解決・収束にもつながる 
・被害者・加害者・関係者の事後を含めたサポート 
　※二次被害や再発防止のために非常に重要 



8つの対応ポイント

ケース・バイ・ケースの中での共通項
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　①信頼できる対応 
　②感謝の気持ちを表現 
　③制限時間の設定 
　④自信を持った対応 
　⑤必ず着席 
　⑥着座位置を意識 
　⑦受容・傾聴・共感スタンス 
　⑧その他（メモ・録音、愛情制限等）
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　❶信頼できる対応 
　　・毅然とした対応をする 
　　・相談者・該当生徒の味方であることをしっかりと伝える 
　　・情報の秘匿性を担保することをしっかりと伝える（配慮する） 
　　・組織として対応することをしっかりと伝える 
　　・調査が必要なことは速やかに実施し、結果報告を行う 
　　・時間を要する場合は経過報告もしっかりと行う 
　　・嘘をつかない、不必要に情報を隠さない（隠蔽体質は最悪の結果へ） 

８つの対応ポイント（1）
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　❷感謝の気持ちを表現 
　　・時間をとってくれたことへの感謝の気持ちを表す 
　　・話をしてくれたこと（相談してくれたこと）への感謝の気持ちを表す 
　　・話が終わった後にも話をしてくれたことに対する感謝の気持ちを表す 

８つの対応ポイント（2）
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　❸制限時間の設定 
　　・基本は60分以内の制限を設ける 
　　・疲れさせないようにすることが重要 
　　・状況に応じて適宜対応でも構わないが闇雲に時間は延ばさない 
　　・時間制限をした方がお互いに集中して話したり、聴くことができる 

８つの対応ポイント（3）
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　❹自信を持った対応 
　　・不安感を抱かせないよう自信を持つ 
　　・毅然とした対応をする上で重要なスタンスとなる 
　　・被害者の安全確保を最優先としている点を強調する際にも重要 
　　・自信を持てるように外部専門家との連携も積極的に行う 
　　・時にはハッタリでも良い

８つの対応ポイント（4）
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　❺必ず着席 
　　・立ったまま話をせず、座れる場所に誘導した上で話をする 
　　・椅子はできるだけ柔らかくゆったりしているものがよい 
　　・複数名で対応できる場合はお茶などを出す 

８つの対応ポイント（5）
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　❻着座位置を意識 
　　・相談者の目線が逸れるよう真正面に座らず、対角線の斜め左前に座る 
　　・L字型のソファーなどの場合は、相談者の左斜め前が望ましい 
　　・横に並んで座る際には、相談者の左側が望ましい

８つの対応ポイント（6）

テーブル

自分

テーブル

テーブル

自分 自分

相談者

相談者

相談者
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　❼受容・傾聴・共感スタンス 
　　・腕を組まない、足を組まない、椅子の背もたれに寄りかからない 
　　・話を聴く時は少し前かがみぐらいの姿勢で対応する 
　　・相手の話の腰を折らない 
　　・一旦、気持ちと共にすべてを受け止め、相手を否定しない 
　　・組織や自分の意見を押し付けない 
　　・話を聴く時は頷きながら聴き、頷く際には大きめに頷く 
　　・怒鳴ったり、威圧したりしない（教育ではない） 
　　・相手の目の動き、仕草を注視（但し、凝視しないこと）

８つの対応ポイント（7）
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　❽その他（メモ・録音、愛情制限等） 
　　・（相手が生徒の場合）話を聞いている時は、極力メモは取らない 
　　・（事実関係確認等）メモを取る必要のある時は、予め本人に断っておき 
　　　メモをする記録担当の先生などに同席してもらう 
　　・児童生徒との関係は枠をはみ出さないよう留意する 
　　　 
　　＜参考補足情報＞ 
　　・（保護者対応において）原則、勝手に録音はしない 
　　・保護者からの度が過ぎる不当な要求などの際には 
　　　重要な証拠となることもあるため勝手録音は 
　　　ケースバイケースの対応とする 

８つの対応ポイント（8）
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❶問題発生時の体制、対応方針 
・想定される問題のケーススタディを行っておくと尚良い／学校によりケースは異なる 
❷養護教諭・スクールカウンセラーとの日頃からの情報交換 
・問題になりそうな事案、注意しておくべき生徒がいる場合は密に連携する 
❸専門機関の連絡先のリスト化、定期的なリスト情報更新 
・警察、弁護士（法務局人権担当）、消防・救急、病院、児童相談所、消費生活センター等 
❹専門機関の担当者との情報交換及び緊急時の対応相談 
・平時に連携方法のケーススタディを行っておくと問題発生時もスムーズに対応が可能 
❺地域との関係性を構築 
・地域で起こっていることを把握することで問題発生を予測する 
❻生徒・保護者・教職員に対する啓発及び基本対応の教育機会を提供 
・問題発生の予防、問題発生時の早期解決、深刻化を防ぐために効果的

平時から取り組んでおくべきこと



ネットいじめの 
対応と指導
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本日は時間の関係で解説は省略します 
後ほどお手元の資料をご覧ください



生徒指導5つのポイント
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生徒指導のポイント

常に考え、環境変化を学ぶ
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　①実社会＝ネット上の空間（やって良いこと・悪いことは同じ） 
　　・誹謗中傷の書き込み、メッセージ送信等の行為は許されない 
　②個人は特定される 
　　・匿名投稿でも個人の特定可能 
　③ネット・スマホは重大犯罪と表裏一体 
　　・軽い気持ちの投稿・安易な利用が重大事案に繋がる 
　④ルールとマナー 
　　・基本を守ることでトラブルリスクを回避することができる 
　⑤フォローアップ・利用サポート（禁止では解決しない） 
　　・通年の道徳教室、子供同士で話し合う場を設ける 
　　・保護者や地域への啓発活動もトラブル予防には重要 
　　・実態把握の機会として生徒に向き合う



不祥事の 
予防と対策
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意識・知識・ルールの遵守 
＝生徒指導・啓発と同じ
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　＜不祥事予防策の例＞ 
・プライバシー設定や過去の投稿を確認する。 
・下記の内容を定めたソーシャルメディア利用のガイドラインを作成する。

○具体的な事例 
　学校のことは書き込まない。感情的な時は書き込まない。 
　他人の悪口は書き込まない。学校行事など生徒が写っている写真等は 
　投稿しない・・・等 
○法的な面からのアプローチ 
　学校や職員の信用失墜に繋がるようなことは書き込まない（地公法第33条） 
　職務上知り得た情報を書き込まない（地公法第34条第1項） 
　職責遂行に必要な場合を除き勤務時間内に利用しない（地公法第35条） 
　政治的な書き込みはしない（国公法第102条） 
△状況により制約事項を設けるかどうか検討する 
　（原則）生徒とはSNSで私的なやり取りはしない。
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人も色と同じ

人の性格は千差万別 
相手に合わせた対応を
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答えは一つではないが 
一つの答えを導き出す 
ことが求められる
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　【中2女子】 
　　・家族がうざい。とにかくうざい。特にお兄ちゃんとお母さんは 
　　　差別してくる。早くこんな家抜け出したい。

おまけ：メール相談の返信
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　【中2女子】 
　　・家族がうざい。とにかくうざい。特にお兄ちゃんとお母さんは 
　　　差別してくる。早くこんな家抜け出したい。 

　→どんなうざいことがあったの？ 
　　一人ぼっちになってしまったの？ 
　　様子を教えて 

おまけ：メール相談の返信
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　【中2女子】 
　　・家族がうざい。とにかくうざい。特にお兄ちゃんとお母さんは 
　　　差別してくる。早くこんな家抜け出したい。 

　→どんなうざいことがあったの？ 
　　一人ぼっちになってしまったの？ 
　　様子を教えて 
　　よい方法を考え出すからね【+α前向きな提案】

おまけ：メール相談の返信
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　【中2女子】 
　　・わたしは4人兄弟で、私だけ女の子です。だからなのか、 
　　　家事や言葉遣いや片付けにうるさいし、私が頼んだことは 
　　　してくれません。私は性格が明るいし、いつも笑顔でいるから、 
　　　みんな「この子は大丈夫」と思ってて、ずっと一人で 
　　　悩んでいました。 

おまけ：メール相談の返信
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　【中2女子】 
　　・わたしは4人兄弟で、私だけ女の子です。だからなのか、 
　　　家事や言葉遣いや片付けにうるさいし、私が頼んだことは 
　　　してくれません。私は性格が明るいし、いつも笑顔でいるから、 
　　　みんな「この子は大丈夫」と思ってて、ずっと一人で 
　　　悩んでいました。 

　　→家事を頑張っているあなた、すごいなぁ。 
　　　性格が明るく笑顔、いいなぁ。【承認】 
　　　

おまけ：メール相談の返信
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　【中2女子】 
　　・わたしは4人兄弟で、私だけ女の子です。だからなのか、 
　　　家事や言葉遣いや片付けにうるさいし、私が頼んだことは 
　　　してくれません。私は性格が明るいし、いつも笑顔でいるから、 
　　　みんな「この子は大丈夫」と思ってて、ずっと一人で 
　　　悩んでいました。 

　　→家事を頑張っているあなた、すごいなぁ。 
　　　性格が明るく笑顔、いいなぁ。【承認】 
　　　でも一人で悩んでいるあなた、お母さんに言ったらわかって 
　　　くれるかも？ 
　　　手紙にして渡してみるのはどう？【提案】 

おまけ：メール相談の返信



メニュー 

○はじめに 
○ポイント 
○社会の変化 
○問題の本質 
○対応法 
◉まとめ 
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わからないから仕方がない 
では済まされない社会 

（問題はすぐそこにある）
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　　①常識は非常識 
　　　・社会の変化とともに常識も変化し続けることを知る 
　　　・問題に向き合うために「今(現在)」を知る 

　　②すべての問題は人に帰する 
　　　・道具(ツール)のせいにしない 
　　　・「知らないこと」が最大のリスク 

　　③答えは一つではない 
　　　・人の数だけ答えがある 
　　　・常に学び、考え続ける必要がある 
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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=
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<<おまけ資料①>> 
（保護者向け講演資料より抜粋） 

講演時間：60～120分
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ルールづくり5つのポイント 
（保護者向け資料より抜粋）



ルールを作る目的

146

なぜルールを作るのか？
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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）
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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）

<<追記メモ>> 
・ルール作りの答えは一つではない＝基準は家庭の数、子供の数だけあって良い。



149（出典）香川県「うどんかるた」

<<追記メモ>> 
・人により受け止め方が違うのはどこの世界でも同じ



①心構え
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①傾聴、②常識識を疑う、  
③親⼦子⼀一緒に共同作業

<<追記メモ>> 
・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 
・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、ルールを共有する 

・共同作業：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



②目的・目標設定
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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！

<<追記メモ>> 
○目的からブレイクダウンする意味（効果） 
　（＝ルールを作るのが目的ではないことを認識した上で取り組むことができる） 
　・必要事項の絞り込みができる 
　・何のためのルールかを理解することでルールとして意味のある内容になる 
　※親として何が必要と考えているかという点も大きな要素であり、子供にも伝える



③現状把握
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①⼦子供、②環境、③機器  
トレンド・トラブル等

<<追記メモ>> 
○子供の興味・子供社会のトレンド、社会の実態(環境)、使用機器の特性を知る 
　（＝子供が置かれている環境・トラブル状況を知る） 
　・社会の変化、使用機器によるトラブル状況をキャッチアップする 
　・わからない状態で使わせていることが最大のリスクであることを理解する



④基本設定
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①保護者の責任  
※フィルタリング設定は義務  
②ルールの定期⾒見見直し  

※半年年に1回  or  ⽣生活変化時

<<追記メモ>> 
○保護者としての基本的な役割を果たす 
　（＝フィルタリング等の設定する） 
　・最初に標準＋Wi-Fiフィルタリングの設定、ブラウザの設定をする 
　・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



⑤利用シーン（6+1）
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内容は具体的に！  
イメージできますか？



「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）
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●現状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） 
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補足資料



●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
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補足資料



　○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
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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②
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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
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　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.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

トラブル予防対策（子供たちにも紹介）
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補足資料



　①全ての問題は人に帰する 
　②親こそ必要スマホの知識 
　③ルールは子供を守る手段
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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

大人の理解
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<<おまけ資料②>> 
（小中学生児童向け講演資料より抜粋） 

講演時間：40～60分
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セーフティ教室のポイント 
（児童向け資料より抜粋）



①道具は使う人次第 
②人は皆違う
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トラブルを回避する  
2つのキーワード
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社会環境 
（児童向け資料より抜粋）
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出典：日本経済新聞2014年1月2日付「IT革命から20年　どうなるネット社会の未来 」
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知らずに使うことが 
最大のリスク



172

＜事例と啓発＞ 
（児童向け資料より抜粋）



犯罪者になるかどうかは 
あなたの使い方次第
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誰もが簡単に犯罪者になる  
実社会もネット空間も同じ  
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スマホ依存



スマホ依存症になるかどうかは 
あなたの使い方次第
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やりすぎ注意！  
法律律違反ではないが  
正しい使い⽅方ではない



歩きスマホをするかどうかは 
あなたの使い方次第
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ながらスマホは⾮非常に危険  
使う時は⽴立立ち⽌止まって！



危険かどうかは 
あなたの使い方次第
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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



　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

トラブル予防対策
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自分の常識 
お友達には非常識！？
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181

人も色と同じ

お友達との違いを知る  
相⼿手の気持ちを考える  

違って良良い、違うのが当たり前
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質疑応答 
この場で質問しにくいことは 

終わった後に 
個別に聞きにきてもいいよ！

後で聞きたいことが出てきたら 
担任の先生にこっそり伝えてね！ 
必ず回答をお伝えします。 
　　　　　　　　ひかりば　原田光久


