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子どもとメディアを考える委員会



メディア委員会の設置の背景（利用状況）
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高校生の95％以上がスマホ所有 半数の小学生がゲームからネット

内閣府 2017年版「子供・若者白書(旧青少年白書)」



メディア委員会の設置の背景（被害者への危険性）
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SNSで被害にあった子ども数が2.2倍に増加

写真関連で被害にあった子ども80％以上がSNSが起因

警視庁・文部科学省 「夏休みを迎える君たちへ～ネットには危険もいっぱい～」出典
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ネットトラブルは被害者なるだけではありませ
ん。ネットでひとたび炎上騒ぎを起こした場合、
取り返しのつかない事態が待っています。

�学校推薦の取り消し
�就職内定の取り消し
�婚約破棄
�多額の損害賠償請求
�逮捕

メディア委員会の設置の背景（加害者への危険性）



メディアに関する長野県の取り組み
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長野県教育員会と長野県
PTA連合会ではネット
の正しい使い方の共同
メッセージを発信

長野県教育員会のホームページに掲載

内容は素晴らしいが、わ
ざわざHPにアクセスし
ダウンロードしなければ
閲覧することが出来ない

少し不便



メディア委員会の本年度の取り組み
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将来的には学校や家庭でのルール
化に頼るのではなく、子どもたち
が自発的に危険を回避できるよう
な教育が必要

本年度は、そのきっかけとして、
現状に則したネットトラブルの注
意喚起を促す「メディアカード」
の作成を目指す。

内閣府 2017年版「子供・若者白書(旧青少年白書)」



委員会の仲間たち①
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活動スローガン･･･みんなで一緒に考えよう！！



委員会の仲間たち②
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35名の皆様と共に1年間活動してきました。

学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名

二子小 中澤　彩織 信明中 内山　瑞穂 筑摩小 宮下　一矢
旭町小 太田　正二 信明中 小林　直子 並柳小 宮坂　亜耶
旭町中 大澤　聡 鎌田小 丸山　麻子 源池小 松並　和宏
開智小 太田　真由美 鎌田中 中野　志津 清水中 ⾦原　たまみ
田川小 山本　真秀 梓川小 ⽯川　⼒也 寿小 安江　拓也
⼥⿃⽻中 柳澤　均 安曇小中 上條　智久 寿小 武井　秀樹
附属小 荒井　絵美 安曇小中 伴場　⾏芳 筑摩野中 木村　淳一
附属中 田中　直樹 大野川小中 小林　宏 明善中 松尾　泰秀
本郷小 峰廣　陽二郎 波田小 小松　真弓 高綱中 橋場　和香
開明小 市川　誠 波田中 竹内　勉 島内小 杉本　久史

子どもとメディアを考える委員会メンバー

委員⻑ 副委員⻑

稲沼　崇
(市Ｐ連　幹事)

倉島　永年
(鎌田中)
田中　祐介
(清水中)

北沢　清⼆
(清水中校⻑)

助言者

一志　正人
(鎌田中校⻑)



年間活動概要
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合計7回委員会を開催

第1回 5/17（水）
年間スケジュール説明
勉強会

・ネットの現状について情報共有のための勉強会実施
・委員のメディア意識アンケートの実施

第2回 6/21（水） 大項目の検討
・第1回委員会で実施したアンケート結果の報告
・グループごとに、ネットトラブルの事例出し合い、その中からカー
ドの見出しとなる大項目の絞り込みを実施

第3回 7/22（水） 懇親会 「モイモイ」にて交流

第4回 9/9（土） オープン委員会
・メディア・ネットに関する講演会
　松本警察署 生活安全課第１課 防犯指導係　佐藤主任
・講演後グループ討議実施

第5回 10/18（水） カード記載内容の検討①
第2回委員会で絞り込んだ見出しごとに、記載内容の詳細をグ
ループで討議

第6回 12/13（水）
カード記載内容の検討②
カードデザインの検討①

・第2回委員会で絞り込んだ見出しごとに、記載内容の詳細をグ
ループで討議
・カードデザインについてグループごとに討議

第7回 1/17（水）
カード記載内容の検討③
カードデザインの検討②

・第2回委員会で絞り込んだ見出しごとに、記載内容の詳細をグ
ループで討議
・カードデザインについてグループごとに討議



委員会でのメディア現状アンケート結果①
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ご家庭でインターネットは利用できる環境ですか

ご家庭は無線LANやWi-Fi接続ができますか

ご家庭でインターネットに接続可能な機器はありますか

お子さんはネットを使用していますか

お子さんのネット使用時間はどのくらいですか

全ての家庭でネット
環境が整備済み！



委員会でのメディア現状アンケート結果②
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ご自身が利用している、または利用したことのあるコンテンツ
を教えてください

お自身の一日のインターネット使用時間はどのくらいですか(職
場での利用は除く)

これまでご自身がネットトラブルを経験したことはありますか

大人社会でも
LINE/Youtubeは人気

トラブル遭遇は少数



ディスカッション①：カード見出しの検討
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自分や子供の経験および報道で取り上げられたネットトラブルを出
し合い、見出しとなる項目を検討

• アダルトサイトからの架空請求

• 課金サイトからの高額請求

• 3DS掲示板への悪口書き込み

• LIINEトラブル
• チェーンメール
• 友人の喧嘩をタイムラインで中継
• グループトークでの仲間はずれ
• 言葉の誤解による喧嘩
• 画像や会話の意図せぬ拡散

• Facebookからの個人情報の流出

• 学校行事（運動会・音楽会等々）
動画の許可ない掲載

SNSトラブルメインにした
見出しの選定

• SNSでの発言/書き込み

• SNSでの写真/動画掲載

• 著作権関連（委員長希望）



ディスカッション②：詳細内容の検討（書込み編）
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○受け取る人の気持ちを考えよう

○いつまでも残るその言葉

○誰が見てもいい内容

○思いやりのある言葉

△大切なことは会って話そう

△秘密の話はのせない

△大切なことはラインで伝えない

△その話、ないしょ話になりません

◎悪口はいわない

◎悪口を言わない 仲間外れをしない

◎言葉の使い方に気をつける

＃送る前に読み返す

＃送る前に読み直そう

友達は会った事がある人だけにしよう

親子でパスワードを決めよう

友達以外のメールは見ないでおこう

終わりの時間（使用時間）を決めよう

自分の名前はのせない

自己紹介に気をつけて

個人情報を書き込まない

最小限の人数に

SNSでの発言/書き込みを行うときに注意すべき項目を検討



ディスカッション②：詳細内容の検討（写真/動画編）
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★写真の位置情報付加をOFFにしよう

★当日の写真をUPしない
★写真はどこにいるかすぐわかる

◆見られて困る写真はのせない

◆親や先生に見られても大丈夫？
◆その写真撮られた人はいい気分？

※人が写り込んだ写真はのせない
※他人の写真をUPしない。自分の写真をUPす
る時も気を付ける

※関係ない人が写っていないか確認しよう

UPする時は大人に見てもらおう
困ったらすぐ親に相談しよう

写真は投稿した時から人のもの

SNSでの写真/動画掲載時に注意すべき項目を検討



ディスカッション②：詳細内容の検討（著作権編）
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壁に衝突

そもそも著作権ってなに？
• テレビの録画
• レンタルビデオを大勢で見るのは
• レンタルしてきたCDを音楽プレーヤーで聞くのは
• 著作権フリーもある
• 授業や部活で使用する、写真や音楽は

親がよく理解していないことを子どもにわかりやすく伝えることは難しい

とにかく一般論としてやっていけないことを
わかりやすい言葉で伝えよう！！



ディスカッション③：デザイン編
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• 裏面に家庭のルールを記載
出来たほうがよいのでは？

• 低学年でも読めるように振り
仮名を振ったらどうか

• 絵の一つをゲーム機に
• 配色がおとなしすぎ、もっと明るい色使いに
• 裏面に相談窓口の連絡先を記載してみては
• カードの形をスマホにしたらどうか
• 項目の記載をLINE風にしたらどうか

Ver.1 Ver.2



カード最終デザイン
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委員の知恵や思いの詰まっ
た、素敵なカードが完成

• ポップな色使い
• 裏面に相談窓口の記載
• イラストの一部変更

今年度中に全児童に配布予定

Coming soon！！



お願い
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もしも子どもが交通ルールを教わってい
なければ、信号機や横断歩道、歩道橋
があったとしても、無理に道路を横断しよ
うとして、事故にあってしまうでしょう

でも、実際にそんなことはないですよね。

それは何故でしょう？



お願い
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親である皆さんが、お子さんが小さい時
から繰り返し、交通ルールについて（時
には手をつないで）教えているからです。

何故教えることが
出来るのか？

大人である我々も子供時代から、交通
ルールの教育を受けているからです。

今の我々大人は、子ども時代にネットに関する教育を受けていないので、交通
ルールのようには教えることは出来ません。
しかし、親はネットの使い方について、子どもに正しく教える責任があります。
「ネットはわからない」で済ますのではなく、進んで学ぶようにお願いします。



委員会活動でよかった点
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• ディスカッションのグループをブロック単位で固定化することによ
り継続性のある議論を行うことができた。

• カード発行という形のある目的を持つことで、委員の意識も高ま
り、達成感を得ることができた。

• 委員皆で知恵を出し合うことで、委員長/副委員長が考えもしな
いアイデアが出てきて、カードに生かすことができた。

• 委員会参加者のネットに関する問題意識が高まった。

• 助言者の北澤校長 一志校長にもディスカッションに加わってい
ただき、学校でメディア教育についての話を聞くことが出来た。
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参考までに・・・

総務省ホームページ掲載
「ネットトラブル事例集」

「みんなのための著作権教室」
ホームページ

ネットトラブルを調べたいかたへ 著作権について親子で学びたいかたへ



最後に
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本資料に関する詳細お問合せ先：

松本市ＰＴＡ連合会 子どもとメディアを考える委員会 委員長： 稲沼 崇 宛

子どもとメディアを考える委員会の方は、電話番号やメールを伝えておりますので、
直接お問い合わせください。
その他の方は、松本市ＰＴＡ連合会事務局（０２６３-３３-１３７３）を通じてお願い
致します。

ご清聴頂き、ありがとうございました。

以上が、一年間かけて、35名の仲間と共にまとめさせて頂いた活動報告です。
助言者の校長先生、副委員長の皆様、委員会幹事の皆様、そして委員の皆様に感謝申し
上げるとともに、この報告内容が今後の各校ＰＴＡ活動の参考になることを願い、私からの報
告とさせて頂きます。

平成３０年２月１日 稲沼 崇


