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 ～「ノーネット５days」にご協力を～ 

大人が手本を示しましょう 

校長 安藤 宏 

 

 ５年前、私は「小中高特生徒指導連携強化委員会」という会に参加し

ました。この会は年に３回実施され、地域と学校が手を取り合って『子

ども達を「いじめ」から守る』『健やかな成長をサポートする』という

のが主な趣旨です。 

「タウンミーティング」というコーナーがあり、各団体の代表者と小

中学校、高等学校の児童生徒の代表とテーマを決めてざっくばらんに話

し合いをする機会が設けられていました。その当時から「情報モラル」

「ゲーム、ケータイ・スマホの上手な使い方」などが主なテーマとして

扱われました。とある高等学校で「スマホ・ケータイのルール」につい

て話し合っていた時のこと。ある女子生徒が真剣な眼差しでとても印象

的な発言をしました。「大人って子供に『スマホ使いすぎるな、ルール

守れ。』っていつも言ってくるけど、ルールを守ってないのは大人も一緒じゃないですか。この間、私

が進路についてお母さんに真剣に話しかけているのに生返事で、話を聞いているかどうかわかんなく

て・・・・。よくよくお母さんの手元を見たら、机の下でスマホの「○○○○」（ブロック崩しゲーム）

をしながら返事してた。すごくむかついて『私の将来の話をしてんだよ！。真剣に考えてよ!もういい！』

ってもう話すのを止めた。すごく傷ついた。大人だってスマホに依存している人が多いと思うのに、こ

のミーティングでは子供にばっかりルールを作ろうとしている。大人もちゃんとルールを守って子供に

手本を示してほしいです！」この生徒の正論は大人達の心に深く刺さり、その後の全体交流で大きく取

り上げられ、ミーティングをうけて作成された宣言（下記参照）の中にしっかりと生かされました。「言

行一致」。本校が大切にしている姿勢がやは

り大切ですね。子供にスマホやゲームのルー

ル等をとやかく言う前に、我々大人こそが我

が身を振り返り、正しいネット利用の範を示

したいものです。 

 さて、本校においても６月６日～１０日ま

で、PTA家庭教育委員会の取組として「ノー

ネット５days」が実施されます。この活動は

本校 PTAの最も特色ある活動の一つです。テ

スト期間中に子ども達が勉強に集中して取り

組めるよう家族も足並みを揃え、できる限り

ネット機器から距離を置くものです。 

 また、この機会にネット機器使用（スマホ・

ゲーム・TV等）について、家庭のルールにつ

いて見直し、安心・安全なネット機器の使用

方法を考え、家庭のルールの確認をします。 

 お子さんが勉強を始めたら、家族も協力し、

その時間はリビングの TVを消したり、スマホ

を使用するのを控えたりしてみてください。

なかなか余裕がありませんが、その時間に合

わせて読書をするのもよいですね。 

また、是非時間をとって、スマホやケータ

イ、ネットゲーム等の約束をお子さんと再確

認してみてください。 

 

 多治見市立北陵中学校 

     多治見市旭ケ丘１０－６ 

TEL ０５７２－２７－６０６８ 

http:// school.city.tajimi.lg.jp/hokryo/ 

女子生徒の発言で加筆された一文 



岐阜県警察本部 生活安全部少年課 
少年補導係長 

田中 聡 さん 
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▼みなさんが、携帯電話を持とうとするとき、タブレットを使いたいと

思ったとき、その目的は、不特定の人とつながろうと思って使い始め

たのではないと思います。しかし、いつの間にか、ＳＮＳやいろんな

アプリを通じて、知らない人ともつながっていきます。 

でも、よく考えてください。学校帰りに知らない人に声を掛けられた

ら、これは、不審者事案です。警察にも通報することがあると思いま

す。しかし、ネット上で知らない人から書き込みがあった場合、これも

不審者事案だという感覚はおそらく誰も持たないと思います。普段や

ってはいけないこと、気を付けなければいけないことは、ネット上でも

同じです。普段と同じように対応するだけで、トラブルに巻き込まれる

こと、トラブルを起こすことは減ってきます。 

また、ネット内での会話は、相手の顔が見えません。人間のコミュニケーションの基本は、顔と顔をあわせた

状態です。ただ、ネット上は、相手の顔が見えないということで、相手の感情が伝わりにくく、書き込みの中でト

ラブルが起きやすいです。相手の立場に立った書き込みをするべきなのですが、特に、LINEのグループなど

１対１ではないグループの書き込みというのは、全員がどう考えているのかを考えることはとても難しいです。グ

ループで会話をするとき、これは本当に載せていいのか載せてはいけないのかということを普段よりも考えて

載せる必要があります。 

そのためにも、ネット上に画像をアップするとき、動画を載せるとき、メッセージを書き込むとき、必ず、一度

立ち止まる習慣をつけましょう。ネット空間に何か載せるときには、必ず立ち止まって、いいのか悪いのかを判

断してから載せてほしいと思います。それだけであきらかにトラブルに巻き込まれること、トラブルを起こすこと

が減ってきます。 

▼続いては、中学生に多い問題としてオンラインゲームについてです。オンラインゲーム、楽しい気持ちは分

かりますが、「時間を決める」、「課金は自分だけでしない」、そういった約束をそれぞれがつくってほしいと思い

ます。中でも、無料と有料との境目をしっかりと見極めてください。最初は無料のうちだけでやっていたものが、

「課金したい」という人間の弱い気持ちが必ず出てきます。そうなってしまったとき、自分だけで判断をしないよ

うにしてほしいと思います。今、みなさんがよく遊んでいる「フォートナイト」というオンラインゲームも課金が大き

な問題となっています。それに加え、このゲームは、対象年齢が１５才以上だということにも注意が必要です。

何で１５才以上になっているのかということを改めてよく考えてください。 

みなさんがよく遊んでいるオンラインゲーム。「今、こんなゲームをやっているよ」、「こんなことが危ないよ」、

ということをお父さんやお母さんに、是非、話してあげてほしいと思います。 

▼続いてＳＮＳについてです。 

ＳＮＳは、知り合いはもちろん不特定多数の人とコミュニケーションができるものです。

正しく使えば便利なサービスなのですが、ただ、これが悪用されているのが現状です。 

ＳＮＳ上で知り合った人は、「知らない人」だということを忘れないでください。フォロワー

は友だちではありませんし、いい人ばかりじゃありません。「知らない人とはフォロー、フォ

ロワーになるような関係にはならない」ということを、中学生としては当たり前にしてほしい

です。決して、会わない、会ってはいけないということを忘れないでほしいと思います。 

４月１４日（水）の５時間目に、岐阜県警察本部 生活安全部少年課 少年補導係長の田中さんから情報
モラルについてのお話を聞きました。DVDを視聴後、テレビ放送によりお話を伺いました。 
情報モラル講座では、事案を例にネット上に潜む危険性についてわかりやすくお話ししていただきまし

た。講座の内容はすでにお子さんを通じてお聞きかと思いますが、この機会に、もう一度、ご家庭でお考え
いただけたらと思い講座内容を紹介します。紙面の都合上、一部、編集をさせていただいています。 
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インスタグラムでいえば、ストーリーズを使っての問題も増えています。２４時間で消えるという気の緩みで載

せてはいけないような動画をアップしてしまう問題が増えている現実があります。２４時間だから、許されるわけ

ではありません。その間に、誰かがその動画をコピーしていれば、自分が載せたものは、一生、ネット上に残り

ます。「楽しい」、「便利」といった裏には危険が潜んでいること、気をつけなければいけないことが増えることを

必ず、頭に置いておいてほしいと思います。 

▼動画投稿アプリについてです。 

最近、ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）で個人情報がたくさん出回ってしまう問題が起きています。

個人情報をもとに、ストーカー事案にまで発展しているケースが全国的に増えてきていま

す。15秒間という気軽さから、個人情報が載っている体操服、制服、後ろに写りこんだ背

景などから、個人情報が特定され、待ち伏せされるような事案が増えてきています。こうし

た動画投稿アプリは、使用されている期間がとても短いです。なぜかということが分かりますか？それだけ、トラ

ブルが他のアプリに比べて格段に多いからです。最初は楽しくて面白くてやり始めたものが、危ないなと思っ

てやらなくなる。そういったケースが増えています。 

新しいアプリをやり始める段階で、使っていいのか使ってはいけないのかを考えてほしいです。それは、一

瞬の間違いが、みなさんの一生に影響するからです。自分が「しまった」と思ったことを、これからずっと自分が

背負っていかなければいけなくなるからです。 

▼今日、いろいろなアプリの話をしてきましたが、とにかく、何かアプリを使う前に、このアプリを使うとどうなるの

か、何に気をつけなければいけないのか、どうしたら楽しく使えるのかを調べてから使うようにしてください。正

直、親さんなど大人も、まだまだ知識が足らない人がいっぱいいます。聞いても分からないという人もいます。

自分でネット機器を使うのであれば、自分で調べてください。 

警察でネット機器に関する犯罪を検挙することがあります。中学生も多くいます。そ

の中で、不正アクセス禁止法違反というものがあります。そういった犯罪でその子を検

挙すると、よく中学生の子がいう言葉があります。「犯罪だとは、知りませんでした」犯

罪だとは知らなかったでは、通用しません。ネット機器を使っているのは、自分自身

です。ということを考えると、使う段階で何をしたら犯罪になるのか、何をしたらいけな

いのかということを自分で勉強してください。親が教えてくれなかった、大人が教えてくれなかったという人がい

ます。それは、ただの言い訳です。自分でやったことは、自分で責任を負わなければいけない。それが、自分

の扱うネット機器です。使うのであれば、しっかりと理解してから、学んでから使ってほしいと思います。これから、

調べ物をするにも勉強するにも、ネット機器は、いろんな機会で利用します。正しく使えば、自分に役に立つも

のなのですが、反面、いろんな危険も潜んでいるのだということを忘れないでほしいと思います。 

私は、皆さんのことを自分で自分のことを守れる中学生であると思っています。 

今日お話ししたことを、今一度、ネット機器の使い方を振り返り、今後、自分自身がそして、大切な自分の仲

間が苦しまないように、正しい使い方をしてほしいと思います。そして、危ないな、怪しいなと思ったら、早めに

相談してください。お父さんお母さん、先生方、信頼できる人、ネット機器で繋がっている人じゃない顔と顔を

合わせて話ができる人、その人に相談をしてください。何か被害に遭ってからでは、自分自身が傷ついてしま

っていることです。そうなる前に、自分でいい使い方ができなかったという負い目があったとしても危ないなと思

ったら相談してほしいと思います。君たちのことを本当に心配してくれる周りの大人たちが力になってくれるは

ずです。ネットでつながっている大人には、決して相談をしないでください。さらに、深みにはまってしまうこと

があります。 

自分を守るのは、自分しかいません。決断するのも自分です。自分を守るための知識と、理性を身につけて、

まず基本、『社会で許されないことは、ネット上でも許されない』ということを忘れないでいてほしいと思います。 
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■ 第５０回多治見市民スポーツ大会春季大会 
 
陸上競技 中学女子２年１００ｍ 

第１位 小川 結衣 (14秒 28) 

 

■ 第２８回東濃春季ジュニアバスケットボール 

選手権大会 
 

第４位 ＨＯＫＵＲＹＯ     
 

 

１ 火 検尿②             17:00 

２ 水 ハイパーＱＵ          17:00 

３ 木 歯科検診１年生、２年１～３組  17:00 

４ 金 中間テスト前部活停止期間開始  16:35 

５ 土  

６ 日 「ノーネット５ｄａｙｓ」取り組み開始 

７ 月 15:35 

８ 火 眼科検診            16:35 

９ 水 16:35 

10 木 口座振替日           16:35 

11 金 前期中間テスト         15:35 

12 土  

13 日  

14 月 委員会・教科Ｌ会        16:05 

15 火 17:00 

16 水 ３年実力テスト         17:00 

17 木 歯科検診２年４･５組、3 年生  17:00 

18 金 検尿③ 教育実習終了      17:00 

19 土  

20 日  

21 月 心の健康調査          16:35 

22 火 17:00 

23 水 17:00 

24 木 17:00 

25 金 あいさつで絆の日        16:35 

26 土 多治見市中学生総合体育大会 

27 日 多治見市中学生総合体育大会 

28 月 振替休業日 

29 火 16:35 

30 水 15:35 

■７月の主な予定 
 
２日(金) ５時間授業 

６日(火) ６限：委員会活動 

７日(水)～１４日(水) 三者懇談 

２０日(火) 夏休み前集会 

２１日(水)～８月２６日(木) 夏季休業日 

※新型コロナウイルス感染症防止にかかわり、月予定に

関しては行事や授業、下校時間等が急に変更になるこ

とがあります。メール等で随時お知らせしていきます

ので、よろしくお願いします。 

 
【親育ちコーナー】  

「子どもが決める・子どもと決める」ということから 

    教育相談室  
教育相談室が対応する電話相談や面談相談は、お

子様の登校しぶりや、学業不振、友だち関係のこじ
れ等、多岐に渡ります。ここ最近増えてきたことは
「ネット機器の扱い方」です。ネット機器は、依存
性が強かったり、扱い方によっては加害者にもなっ
たりする心配があります。  
保護者としては目を光らせているのですが、心配

が尽きない…どうしたらよいか？という話を多く
聞きます。そのような相談の中で、 
①子どもと相談の上、約束事の決定権を子ども
に与え、決めさせる。  

②保護者は子どもが決めたことを守ったら認め
る。 

ことを提案したことがあります。例えば、夜の保
管場所やメール等のやりとりの確認についての約
束です。子ども自身に主体をおきますが、子どもと
一緒に管理をしていくということです。この２点を
試してみた家庭から、後日「子どもとの会話が増え、
怒ることも減りました。」とお返しの電話をいただ
いたことがありました。すぐに全てが解決するわけ
ではありませんが、親子の良好な関係を築く一助に
もなったようです。 
あれもこれも保護者がレールを敷くのではな

く、少しずつ子どもを自立させていく手段の一つ
として、まずは、ネット機器の利用の仕方から試
してみませんか？ 

▼６月分の引き落とし

額は、長子の場合、 

１年生…１３，８００円 

２年生…１３，６００円 

３年生… ９，８００円 

です。 

※東濃信用金庫の場合

は手数料が必要ですの

でご注意ください。 

  

▼北陵中学校ではいつでも資源を出していただけ

るように、資源回収ＢＯＸを設置しています。 

５月の資源回収が中止となりましたので、次の資

源回収は１０月を予定しています。 

市の回収に出される方も多いと思いますが、中学

校に出していただくことで資金を子どもたちのため

に活用することができます。是非ともご利用下さい。 


