スライド 1
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携帯電話等に係るトラブルの予防と対応

島根県教育庁 義務教育課 生徒指導推進室

スライド 2

1

インターネットは危険？

インターネットは便利な道具です！
しかし、使い方や使う人によって

危険な道具にもなります！
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スライド 3

携帯電話やインターネットによるト
ラブルが子どもたちの間で急増し
ています。その予防と対応につい
て、考えてみましょう。

インターネットは危険？
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・インターネットは、悪いもの。子ど
もたちにとって必要ないものではあ
りません。
・携帯電話もインターネットにつな
がり、メールが使えるからこそ、危
険な面が出てきています。
・インターネットやケータイがこの世
からなくなるとは思えません。子ど
もたちが大人になって生きていく上
で必要な道具です。

・例えば、「果物ナイフ」。使い方に
よっては、人を傷つける道具にもな
ります。
・危ないからといって、子どもの時
には使わせないでおけば、将来リ
ンゴはうまくむけないでしょう。包丁
なら料理もできないでしょう。
・危ないからといって、子どもたち
から遠ざけることだけでは問題の
解決にはならないのです。

スライド 4

・学校裏サイ トの問題 （表示を 説
明）

もし、子どもたちがこんなことを書き込まれたらどうしますか？
もし、子どもたちがこんなことを書き込まれたらどうしますか？
書き込んでいたらどうしますか？
書き込んでいたらどうしますか？
掲示板名 【学校裏サイト】 ○ ○中の３年生集まれ！
誰が書いたか
分からない

№1： 匿名 希望 ：2008/05/20 20:11:14
○ ○中の３年で一番う ざいや つ誰？
№2： JET ：2008/05/20 20:50:22
１組のバレー部W

ネットを通してい
じめが広が る

「もし、子どもたちがこんなことを書き込まれたら

イニシャルにしても
関係者 にはわかる

№3： ○○中３年 ：2008/05/20 2１:24:43
俺 １組だけど、バレー部 って一人しかいないじゃ ん(T_T)
そいつマジうざい！勉強しすぎで 氏ね！ キエロ！

実 名を
あげている

簡 単に作れる掲 示板

どうしますか？

「死ね 」という言 葉の
検 索を免 れるため

№4： S.H ：2008/05/20 21:53:29
それって● ●（実名 ）じゃん。あいつキモイ！キタナイ！！キケン！！！
№５： △△中３年 ：2008/05/20 22:１0:34
オレ△△ 中だけど、そいつそんなにキモいのか？ 写真送れ！

「名誉 毀損罪」になる

書き込んでいたらどうしますか？」

№6： JET ：2008/05/20 22:526:42
おい●●見てるか？明 日、一 万円持ってこないと写 真載せるぞ！
「 脅迫罪」になる
参考：鹿 児島県教 育委員会 作成：家庭 （保管） 用ネットいじめ対 策リーフ レットより
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・（ねらいの確認）
・終わったら、明日から取り組もう！
と思ってもらうのが、この研修のね
らいです。

研修のねらい・内容







ケータイに関係する トラブルが急増している現実
を知って

子どもたちを守るために
子どもたちを守るために全校で取り組む必要がある
全校で取り組む必要がある
ことが分かって
ことが分かって

明日から学校で取り組もう！
明日から学校で取り組もう！と思ってもらう
と思ってもらう
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携帯電話の現状
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・これから、「現状」「出会い系サイ
ト」「ネットいじめ」「ケータイ依存」の
問題点を考えてみましょう。
・そして、「トラブル を 予防するに
は」最後に「トラブルが起きたら」と
いう対応について考えてみましょ
う。

スライド 7

子どもたちが危ない！
子どもたちが危ない！〜ケータイの現状
〜ケータイの現状
全国

NTTドコモ ケータイ安 全教室 保護 者・教員向け教 材から

・全国の調査です。小学生３割、中
学生５割、高校生９割がケータイを
持っているというデータが出ていま
す。（中学生は、６割とも言われて
います。）

小学生３割、中学生５割、高校生９割が持っている
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・島根県の調査です。

子どもたちが危ない！
子どもたちが危ない！〜ケータイの現状
〜ケータイの現状
ケータイの アンケート調査（中２，高２ H.19年 県教 委・島根 県警察）

島根

中２で２割、高２で９割以上が持っている
8
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・いつごろケータイを持ち始めるか
というと、中学校卒業前後が最も多
いです。
・指導の重点をおくとしたら、中学
校は３年生３学期。高校生は１年
生の入学後の早い内でしょうか。

子どもたちが危ない！
子どもたちが危ない！〜ケータイの現状
〜ケータイの現状
いつごろ持つようになったか？（高１ H.20年 県教委調べ）

島根

中学校の卒業の前後が最も多い。
高校の「入学祝い」として・・・？
9

ス ラ イ ド
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子どもたちが危ない！
子どもたちが危ない！〜ケータイの現状
〜ケータイの現状
全国

NTTドコモ ケータイ安 全教室 保護 者・教員向け教 材から

・中高生は、ケータイのメールに多
くの時間をかけている現状がわかり
ます。

10

スライド 11

・島根県のデータです。
・ケータイを たくさん使っているの
は、都会も田舎も同じという状況で
す。

子どもたちが危ない！
子どもたちが危ない！〜ケータイの現状
〜ケータイの現状
ケータイの アンケート調査（中２，高２ H.19年 県教 委・島根 県警察）

島根

中学生で５割、高校生で４割以上が
２０回以上メールをしている。
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出会い系サイトの問題
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ス ラ イ ド
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子どもたちが危ない！〜ケータイの現状
全国

出会い系サイトに関係した事件の検挙件数等（平成１９年度 ）
警察 庁発表資 料2008年2月21日より

・全国のデータ。警察に補導され
た件数です。全体の８５％の１１００
人が１８歳未満です。

児童（１８歳未満）の被害は１１００人！（８５％）
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子どもたちが危ない！
子どもたちが危ない！〜ケータイの現状
〜ケータイの現状
全国

NTTドコモ ケータイ安全 教室 保護者・教 員向け教材か ら

・出会い系サイトへは、ケータイで
のアクセスがほとんどです。
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子どもたちが危ない！
子どもたちが危ない！〜ケータイの現状
〜ケータイの現状
全国

NTTドコモ ケータイ安全 教室 保護者・教 員向け教材か ら

15

女子中高生に被害が集中していま
す。

ス ラ イ ド
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子どもたちが危ない！〜ケータイの現状
警察庁発 表資料2008年 2月21日より

【児童買春・児童ポルノ法違反（児童買春・児童ポルノ）】
被疑者は、出会 い系サイトを通じて知 り合った４人の女子児童をそれぞれ 援
助交際目的でホテルに連れ込み性交するとともに、このうち女子児童１人と の
性交場面を撮影した児童ポルノを製造した。（ 平成19年９月・栃木）

・どんな事件が起きているかという
と・・

児童買春・児童ポルノ法違反

【【強姦致傷、強姦、児童買春・児童ポルノ法違反（児童ポルノ）】
被疑者は、出会い系サイトを通じて知 り合 った女子 児童を車内に連れ込 み暴
行を加えるなどし て、計１２人の女子児童を強姦するとともに、このうち４人
の女子児童にわいせつな行 為をさ せている状況を撮影し児童ポルノを製造 し
た。（ 平成19年11月・宮城）

強 姦

【出会い系 サイト規 制法違反】
被疑少年（女子児童）は、出会い系サイトに「援交して下さい・・・中三で
す・・ ・５万で」などと対償を受けることを内容とする書き込み を行い、児 童
との異性交際の相手方となるように誘引した。（平成 19年９月・福井）

出会い系サイト規制法違反
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・出会い系サイトには、島根県の地
域の情報もたくさん載っています。
・県内の出会い系サイト関連の事
件は、昨年度１４件、５名でした。

子どもたちが危ない！
子どもたちが危ない！〜ケータイの現状
〜ケータイの現状

17

平成１９年度の島根県の事件（県警資料）

★出会い系サイトに関連した事件
１４件５名
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ネット上のいじめの問題
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・次は、学校裏サイトなどの深刻化
するネットいじめの問題です。

ス ラ イ ド
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子どもたちが危ない！〜学校裏サイトの現状
子どもたちが危ない！〜学校裏サイトの現状
文部 科学省調査 H.20.1〜３

学校裏サイト

・文科省の最近の実態調査の結果
です。

文科省調 査（３９都道府県で）

３８，０００件
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子どもたちが危ない！〜学校裏サイトの現状
文部科学省調 査 H.20.1〜３

裏サイトの種類
全国

b一般学校非公式
サイト(5.0%)

・スレッドは、略して「スレ」とも言わ
れています。

a特定学校非公式
サイト(2.2%)

d グループ・ホーム
ページ 型学校非公
式サイト(5.1%)

c スレッド型学校非
公式サイト(87.6%)

「２ちゃんねる」など巨大掲示板のスレッド
（特定の話題の投稿の集まり）がほとんど
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ス ラ イ ド
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子どもたちが危ない！〜学校裏サイトの現状
文部科学省調査 H.20.1〜３

スレッド（約２０００）の書きこみの内容
全国

キモい、 うざい
誹謗・中傷

50

50

性器や性描写
わいせつ表現
暴力表現

37

63

27

死ね、殺す

73
書込あり

書込なし
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・内容はごらんの通り。何でもあり
の無法地帯。

ス ラ イ ド
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子どもたちが危ない！〜学校裏サイトの現状
兵庫県 教育委員会調 査 H.19.6から

ネットいじめを受けたことがありますか？ h ttp :// www.h yo go-c. ed .jp/ ~g imu -b o/ ho uko ku/ ne tijime.p df

・兵庫県の調査です。多いと見るか
少ないと見るか人によって違うが、
３０人学級なら小学校で１人。中学
校で２人。高校だと３人となります。
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子どもたちが危ない！〜学校裏サイトの現状

モバゲータウン
http://mbga.jp/

中高生の人
気サイト！

交流の場もある
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ケータイ依存の問題

24

・モバゲーと言われる人気サイト。
ゲームだけでなく、ＳＮＳ（ソーシャ
ル・ネットワーキング・サービス） の
サービスもあって、交流サイトとな
って、学校裏サイト化している面も
あるそうです。モバゲーも今や１００
０万人を超えるユーザー数です。

ケータイ依存の問題も深刻化しつ
つあります。

ス ラ イ ド

子どもたちが危ない！〜ケータイの現状
NTTドコモ ケータイ安全 教室 保護者・教 員向け教材か ら

25
全国
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・半数以上の子どもたちが、メール
の返事を１０分以内にしなくて
は・・・と思っています。
・子どもたちの間では「3 分ルール」
というものあり、片時もケータイを手
放せない子どもたちは少なくありま
せん。

・では、トラブルがどのくらい身の回
りで起こっているでしょうか？
・島根県でもトラブルや被害にあっ
ている子どもたちがいます。

子どもたちが危ない！〜ケータイの現状
携帯電話で困ったことやいやだったことはありませんか？
（高１ H.20年 県教委 調べ）

半数が困っている
という意識がない
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27

トラブルの予防について

27

・では、ケータイやインターネットの
トラブルにあわないためにどうすれ
ばよいか考えていきましょう。

ス ラ イ ド
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トラブルの予防のために！
トラブルの予防のために！〜情報モラルの指導を
〜情報モラルの指導を
有害サイトのフィルタリング
だけでなく、
子ども自身を強くすることが大切
そのために
情報モラル教育が必要！
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ス ラ イ ド
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トラブルの予防のために！
トラブルの予防のために！〜情報モラルの指導を
〜情報モラルの指導を
情報モラル指導セミナー「５分で分かる情報モラル」

・ケータイのフィル タリングが現在
進められています。契約時に今ま
でオプションだっ たのが、標準装
備になったという訳です。
・モバゲーや掲示板が使えないの
で、親に頼んで解約ということもケ
ースも多いとか。
・フィルタリングだけでなく、有害サ
イトに負けないように子どもたち自
身を強くすること、正しい判断力を
身に付けることが大切です。
・それが、「情報モラル教育」です。
・情報モラル教育についてのビデ
オをがあります。
※インターネットにつながっている
場合は、リンクして表示されます。

http://sweb.nctd.go.jp/5min_moral/index.html
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ス ラ イ ド
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トラブルの予防のために！
トラブルの予防のために！〜情報モラルの指導を
〜情報モラルの指導を
情報モラル指導のポイント

各学校に応じた指導カリキュラムを作る

学校全体でみんなで継続的に取り組む

保護者や地域と連携して取り組む
30

・情報モラル教育の指導のポイント
は、1 回だけでなく、いろいろな教
科の中で、繰り返して指導するが
大切です。

ス ラ イ ド
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トラブルの予防のために！
トラブルの予防のために！〜情報モラルの指導を
〜情報モラルの指導を
「キックオフガイド」が全教員に配布済み。活用を！

http://kayoo.org/moral-guidebook/pamph_pdf/
31
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全校で取り組む体制を作ろう！
みんなで、本気で取り組むための作戦

・いよいよどうやって取り組むかとい
うことを考えていきましょう。
・生徒指導主任・主事の先生を中
心に、全校体制で取り組むための
作戦を考えましょう。
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ス ラ イ ド
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・やや関心の少ない先生たちにそ
の気になってもらうには、危機意識
をもってもらいましょう。
・実際に学校の子どもたちがどんな
実態なのか調べてみるといいでし
ょう。

全校で取り組む情報モラルの育成
まず、何から始めたらよいか？
作戦１：先生たちに危機意識をもってもらう！

ネット上の資料等を使って
作戦２：子どもたちの実態把握を！

キックオフガイドを参考に
33
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全校で取り組む情報モラルの育成
全校で の意識をどう育てるか？
作戦３：指導チーム（仲間）を作って！

生徒指導部で話し合い
情報教育担当や学年主任と
管理職も仲間に！
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・全校で取り組むことの大切さを理
解して、温度差がでないように、責
任を持ってきちんと取り組むもう！
という意識をもってもらうことが大切
です。

全校で取り組む情報モラルの育成
全校で の意識をどう育てるか？
作戦４：年間指導計画作成で全校体制に

モデルのカリキュラムを使って
新たにするより、
これまで各教科等で
やってきていることに
意味や意識づけを！

・一人で、旗を振ってもなかなか大
変です。チームで取り組みましょ
う。
・校長・教頭研修会でもケータイの
問題について、リーダーシップを発
揮して取り組むようにお話ししてい
ます！

事例を取り上げて指
導したらよいことも！
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・具体的にこうしたらいいという資料
がネット上にたくさんあります。資料
の最後に載せています。

全校で取り組む情報モラルの育成
「私もやってみよう！」と思ってもらうために
作戦５：指導教材を紹介！

ネット上の資料やキックオフガイド
を使ったら、誰でもできますよ♪
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ス ラ イ ド

・詳しい人がいない。そんな時に
は、専門家にたのむ方法もありま
す。

全校で取り組む情報モラルの育成

37

専門家に依頼することも
作戦５：ケータイ教室を計画しましょう！
安心・安全インターネット講座や
e-ﾈｯﾄｷｬﾗﾊﾞﾝや携帯会社のケータイ教室
に申し込むと無料で実施できます！

教職員向け、保護者
向けもあります
37
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※インターネットにつながっている
場合は、リンクして表示されます。

全校で取り組む情報モラルの育成
生徒指導の立場から


小学校の場合

ケータイよりインターネット、ゲーム中心に
「ネット社会の 歩き方」

http://www.cec.or.jp/net-walk/

ス ラ イ ド
39

38

・書き込んだ人が分かることを子ど
もたちに教えてやってください。

全校で取り組む情報モラルの育成
ネットでの悪口

★一度書きこんだら消せません！
★世界中の人が見ることができます！
★だれが書きこんだかわかります！
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ス ラ イ ド
40

全校で取り組む情報モラルの育成
生徒指導の立場から


中学校の場合

トラブルや犯罪につながるキケンを指導！
「情報モラル授業サポートセンター」

・先生向けの授業の進め方がビデ
オで紹介されています。
※インターネットにつながっている
場合は、リンクして表示されます。

卒業前にケータイのキ
ケンを教えなくちゃ！

http://sweb.nctd.go.jp/support/

ス ラ イ ド
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40

・ケータイやインターネットを悪いこ
とに使う大人もいることを教えてく
ださい。

全校で取り組む情報モラルの育成
ケータイやインターネットは 道具

★ＰＣやケータイの向こうには
人をだまそうとする人もいます！

★自分が人を傷つけてしまうこと
も・・・？

★うまく付き合う力を身に付け
よう！
41

ス ラ イ ド
42

・トラブルを 体験できる「ねちずん
村の体験館」を紹介します。
※インターネットにつながっている
場合は、リンクして表示されます。

全校で取り組む情報モラルの育成
生徒指導の立場から


高校の場合
具体的に危険性や対応を指導！
「ねちずん村」ネットトラブル体験館

まず、高１の最初
に指導しよう！

http://www.netizenv.org/
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・実際の対応の仕方を知っていくこ
とが子どもちには必要です。
・特に校則に規定されていることに
ついては、入学時に生徒や保護者
にきちんと伝えておく必要がありま
す。

全校で取り組む情報モラルの育成

★トラブルが犯罪になることも！
★もしもの時の対応の仕方を知って
おこう！

★校則もきちんと知っておこう！

43
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H .20年度生徒指 導主任・主事等Logo
研修

44

もしもトラブルが起きたら
早期発見と迅速な対応を！

・未然防止が大切。そのために全
校での情報モラル 教育が大切で
す。
・でも、もし、トラブルが起きたらどう
するか、これを最後に考えていきま
しょう。
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ネットいじめへの対応
早期発見の相談体制をつくる

すばやい対応が大事

家庭との連携が重要
45

・実は早期発見が難しいのがネット
やケータイのトラブルです。相手が
わからないことが多いからです。
だからこそ、日頃から児童生徒が
悩みを気軽に相談できるような環
境をつくっておくことが大切です。
・そして、すばやく対応する。家庭
と連携してというのがポイントです。
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掲示板・ブログ等への書き込み
掲示板・ブログ等への書き込み
①問題の場面を保存する。（データ、デジカメ、印刷等）
②コピーをして学校に相談

・書き込みのトラブルが起こった場
合の対応方法です。

書き込んだ子の特定
子どもへのケア

③書きこんだ人に削除させる

保護者とともに

④掲示板の管理者に削除依頼
⑤プロバイダに削除依頼
⑥警察への相談

46
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学校裏サイトの削除方法
学校裏サイトの削除依頼方法

△ △はキモイ、キタナイ
2008.5.20 20:21 削除

個人が特 定でき る場合は
削 除します。

削除依頼

○○高校掲示板

クリック
クリック

１.削 除キー忘れ
2.不 快な内容
どちらか
3.誹 謗中傷
クリック
クリック
5.個 人情報が載っている クリック
クリック
6.その他

誹 謗中傷されたのは？
１ ．第三者
２ ．友人・知人
３ ．お子様・教え子 クリック
クリック
４ ．あなた本人

削除依頼フォーム
依頼者 情報
名前
Ｅメール

○○ 高校校長 島根 太郎

・学校裏サイトの書き込みの削除
方法です。
・すぐに削除してもらえ ない場合
は、プロバイダーへ削除依頼した
り、警察に相談しましょう。

○○@shi mane .jp

削除理 由
本校の 生徒の誹 謗中傷が 掲示されています。 す
ぐに削除してください。
校長 島 根太郎
送信

クリック
クリック
47

ス ラ イ ド
48

・他人を装う「なりすましメール」がト
ラブルをうむこともあります。

誹謗中傷のメール
誹謗中傷のメール
①メールを保存する。
なりすましメールの場合も

②送信者を確認

子どもへのケア
知っている人の場合

知らない人の場合

③関係者で話し合い

④メールアドレスの変更

保護者とともに

⑤内容によっては学校・警察への相談
48
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※インターネットにつながっている
場合は、リンクして表示されます。

資料１：研修会（無料）の相談先
資料１：研修会（無料）の相談先
★「安心・安全インターネット講座」

※島根県の事業で無 料＜おすすめ＞

原則前月の１５日まで・９０分が原則 http://www.it-s himane.com/east/ （東部）
・島根県立東部情報化センター（松江ﾃｸﾉｱｰ ﾄしまね内）℡０８５２−６０−５１０４
・島根県立中部情報化センター（大田 あすてらす内） ℡０８５４−８４−５５９３
・島根県立西部情報化センター（浜田いわみーる内） ℡０８５５−２４−９３４６
★「e-ネットキャラバ ン」
※総務省事業で無料

http://www.fmmc.or.jp/e-netcaravan/
原則１ヶ月半前までに （保護者、教職員、子ども対象）

★「ケータイ安全教室」 ※NTTドコモ中国 無料
http://www.docomo-chugoku.co.jp/corporate/csr/school/index.html
★「ＫDDIケータイ教室」 ※KDDI 無料 現在 中・高校生向けは受 付可能
http://www.kddi.com/corporate/torikumi/anshin/kyoshitsu/index.html
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※インターネットにつながっている
場合は、リンクして表示されます。

資料２：情報モラル関連サイト
●JAPETの「すべての先生の ための情報モラル指導実践キックオフガイド」
http://www.kayoo.org/moral-guidebook /pamph_pdf/index.html
※ 啓発資料の PDF（ 教員向け）

●文部科学 省の「 “情 報モラル”授業サポートセンター」
http://sweb.nc td.go.jp/support/index.html
※ 情報モラル教育 の授業の 様子を 動画で紹介。 各県のガイドラインや取 り組 み事 例や参考になるリンク
集等を 掲載（教 員向け）

●警視庁ハイテク犯罪対策総合センタ ーの「ハイテク・キッズ」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hikids/hikids.htm
※ 子ども向 けにハ イテク犯 罪の基 礎知識と対策 を紹介

●ケータイ安全教室（ NTTドコモ）
http://www.nttdoc omo.c o.jp/corporate/csr/social/educational/safety/
※ケータイの安 心・安全 な使 い方 、使う上での 基本的 なルー ルやマナーにつ いて紹介。（ 小学生向
け、中高生 向け、保護者 ・教員向け教 材）

●警察庁：あぶない！出会い系サイト
http://www.npa.go.jp/cyber/deai/
※警 察庁サーバ ー犯罪対策 が作成 した「危 険な出会い系サ イト」についてその手 口を知 り、 危険を
避けるための手 だてを紹 介
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資料３：チェーンメール対策
撃退チェーンメール 迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/chain/
※チェーンメールはこちらに送 って下さ い。

risu1@ezweb.ne.jp
risu2@ezweb.ne.jp
risu3@ezweb.ne.jp
dakef1@docomo.ne.jp
dakef2@docomo.ne.jp
dakef3@docomo.ne.jp
dakef4@docomo.ne.jp
dakef5@docomo.ne.jp
kuris1@t.vodafone.ne.jp
kuris2@t.vodafone.ne.jp
51

・チェーンメールは、無視すること
が大切です。絶対に送らないこと
です。
・どうしても不安な人は、以下のア
ドレスに送ってください。
※インターネットにつながっている
場合は、リンクして表示されます。
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お わ り
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