育てよう！
メディア社会を
生きる子ども

文部科学省委託事業

もし
困ったら
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子どもの犯罪被害や問題行動のご相談

肥後っ子テレホン

0120‑02‑4976

消費生活に関しての苦情や相談。解決のためのお手伝い。

熊本県消費生活センター

(096)383

0999

有害環境対策についての情報は
熊本県ＰＴＡ連合会ホームページをご覧下さい
http://www.kumamoto-pta.com/
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メディアによる
子ども絶滅の危機？
1995 年ウインドウズが発売され、日本の携
帯電話の需要が急速に伸びていき、15 歳だっ
た子どもは今 30 代を迎え、幼児や小学生の親
として子育てをしています。
世界第２位の普及率を誇る日本の携帯電話
はこの世代から、メールが中心という世界で
もめずらしい利用形態を持つ『ケータイ』と呼
ばれるツールに変貌し、販売台数１億台を突

メディアがもたらす有害環境
昭和27年（1952年）、日本でテレビ放送が開始されました。それから、
58年が過ぎ、
2
011年 7 月からは地上デジタル放送に完全に移行する昨今、日本のメディア社会は
大きく変わり始めました。60年前とまったく変わらない人間の五感に対し、情報過
多なメディアの渦の中で私たちは生活しています。
テレビ、書籍などの出版物、ゲーム、ケータイ、インターネット…そういったメディ
アのすべてが必ずしも有害ではなく、利用する側の『こころがけ』次第で有益な情報
源となります。
一方では、情報の洪水にのまれてしまい、メディアへ依存状態になってしまった子
どもや情報の真意が見抜けず犯罪に巻き込まれてしまった子ども、またある時はい
じめへと発展し学校へ行けなくなってしまった子どももいるのです。
テレビもゲームも、ケータイもインターネットも、生まれたときから身近にあたり
まえのようにに存在する今時の子どもたち。彼らがこれからメディアを有益に活用
して生きていくためには、私たちはどのような教育環境をつくる必要があるので
しょうか。

破しました。
子どもとの大切なコミュニケーションの時
間である食事中や授乳中もケータイをいじっ
ている母親。一日に何時間もテレビやビデオ・
ゲームに子守りをさせている母親。会議中に
ケータイやパソコンからツイッターでリアル
タイムにつぶやく大人たち。いずれも今では
よく見かける光景です。
多くの便利なメディアに囲まれ、私たちは
誰かと直接コミュニケーションをとらなくて
も、生活できるようになってきています。
対人関係が希薄になり、子どもを育ててい
る親自身もメディアがなくてはコミュニケー
ションをとれなくなってきているのかもしれ
ません。
子どもは親の真似をします。この子どもた
ちがさらに次の世代の子どもたちを育ててい
くのです。

4
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メディアが及ぼす影響 〜小児科医からの提言〜
あなたの子どもは大丈夫？
浦田 章子 氏（玉名・如春会 浦田医院副院長）
「木を見て森を見ず」という言葉があります、教育も医療も生物が織り成す事の
すべてはこれだと思います。小児科学はもともと発達学や保育学を基礎としてそ
の病態を考える学問ですから、その子の
思います。また、その

育ち

育ち

の傍らに寄り添うべきものだと

とは心身双方の相関ですから「心の育たない健康は

ない」のです。この姿勢は正に母性に要求されているものであり、
「次世代を育てよ
う」とするすべての大人が共有すべき認識だと思います。

メディアが子どもに与える悪影響に関しては、早くから小児科医会では懸念され
対策委員会が組まれていたそうです。

㈳ 日本小児科医会「子どもとメディア」対策委員会

＊第十九期日本学術会議報告 『子どもの心』特別委員会報告
「子どものこころを考える

わが国の健全な発展の為に」 〜 2005 年６月報告から抜粋〜

「子どもとメディア」
の問題に対する提言より

子は受精卵となった瞬間から安寧に育てられる権利を持っており、親にあるの
は心身共に安寧に育てる義務です。現代日本社会が子どもたちにそれを保障して
いるかと言えば、現状でははなはだ心寒いものがあるように感じられます。この報

２歳までのテレビ・ビデオ視聴は控えましょう。

告では、子どもの育ちを脳発達の観点から見直し「脳の発達の臨界期をいかに良い

授乳中、食事中のテレビ・ビデオの視聴は控えましょう。

環境で過ごさせるか？」を重要な課題として明確に打ち出し、その上で、現在の日
本の子育ち環境の問題点を概ね以下のように整理しています。
①睡眠や食事の乱れから生活全般のリズムが狂う。
②身体活動とその能力は低下の一途を辿っており、これに関るメディアの問題は
どうしても無視できない事態に到っている。
③あらゆる局面における親子のコミュニケーション不足。
④子育てする準備がないまま形だけ親となった者は、虐待に走りやすい。
⑤あまりに多様な価値観が存在するためか、親や教師・社会自身が自信を喪失し
ている。 −以下略―

おいてさえ、こういう問題が取り上げられる様な事態になっているからです。貴方
一つだけ

危険可能性

す。一日２時間までを目安と考えます。
テレビゲームは一日 30 分までを目安と考えます。
子ども部屋にはテレビ、ビデオ、パソコンを置かないようにし
ましょう。
保護者と子どもでメディアを上手に利用するルールを作りま
しょう。

（社）日本小児科医会が、この様な提言をした背景には、学問を議論すべき学会に
もこれを

すべてのメディアへ接触する総時間を制限することが重要で

と感じるなら、今日からあなた自身の生活の中の何かを、

変えてみませんか？

6

※ここでいうメディアとは、テレビ、ビデオ、テレビゲーム、携帯用ゲーム、インターネット、携帯電話など

関連 URL：http://jpa.umin.jp/（社団法人 日本小児科医会ホームページ）
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メディア社会の親子関係
子どもへの質問力を養う

子どもは親を見て育ちます。むしろ、親世代が子どもの悪い手本となっている場

高校生にもなればほとんどの子が「高校生になったから」
「みんなが持っているか
ら」という理由でケータイを所持しています。何のためにケータイを持つのか、子ど
もの持つ理由は親のかんがえているそれとはかなりずれています。

親の
理由

親が実践するケータイマナー
合が少なからずあります。

あなたのこんな行為は、要注意！

子ども
の理由

￥

友達と
メール

安全面

モバゲー

子ども
とのコミュニ
ケーション

直通
電話

今、どこに
いるのかしら

インター
ネット
写メ

ケータイは車と同じで、使い方しだいでは家計を圧迫し、場合によっては命を危険

人混みの中、大声で話す

使用禁止の場所での使用

周囲に不快感を与える

場所や相手のことを
構わずカメラで撮影

にさらすかもしれない道具になり得ます。法律での適正年齢が定められているわけ
ではありませんが、所持の年齢が早ければ早いほど被害に巻き込まれる危険性は高
くなります。ケータイを持った子どもが急にケータイを触らなくなったりしたら要
注意です。
ケータイやインターネットについて、あなたは子どもより詳しくないかもしれま

子どもは見ています

せん。しかし、機器や操作がわからなくても親ができることはあります。
情報を安全に適正に処理できる考え方や態度（情報モラル）を育てることです。これ
は日常生活の中で育まれていくのです。きちんとした親子の関係が出来ていれば、子
どもは親の言葉に耳を傾けます。何らかのトラブルにあった時に相談してくれるよ

基本的に電源ＯＦＦ

うな親子の関係は築けていますか？

できるだけ電源ＯＦＦ

●飛行機の中

●車・バスの優先席付近

自動車などを運転中も、道路交通法によりケータイ使用は禁止されています。

※自転車も、安全運転義務違反になります。

●映画館や図書館、美術館などの公共施設
公共の場所ではマナーモードに設定し、通話は控えましょう。

■情報モラル…情報化社会において、通常の日常生活上のモラルに加え，ネット上で人とのコミュニケー
ションや情報処理を、適正で安全に行うための基本的な考え方、態度や節度。
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●病院内
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情報モラルの欠落した子どもたち
キャリア教育という言葉をご存知ですか？
子どもに職業感や勤労意識を持たせるとても
大事な教育です。本来日本は終身雇用という
意識が強く勤労精神が強い国でした。しかし
1990 年バブル崩壊以降、青少年の勤労意識は
変わり始めました。不況・親のリストラを目
の当たりにし、契約社員・フリーター・ニー
トなど、定職に就かない風潮が社会問題に
なっている今の 20 代にとって、メディアは、

フィルタリング〜大人の少しの努力〜
普及しない？フィルタリング
平成22年2月13日に開催された熊本県青少年を取り巻く有害環境対策実行委員会
主催のフォーラムで、子どもの携帯電話・パソコンのフィルタリングの必要性につい
て尋ねると9割の人が必要と答えながらも実際にかけているのは4割程度というア
ンケート結果でした。
親がずっとネット上で子どもを監視できるものではありません。フィルタリング
は、ケータイのすべてを分かっているわけではない未発達なを子どもを守ってくれ
る有効なツールです。

簡単にお金儲けができる場所でもあります。

当日参加した方々への

フィルタリングに関するアンケート

私たちはあらためて子どもたちにモラル意識
を教育しなければなりません。

わからない
（１名）

パソコンに
かけている
（６名）

携帯電話に
かけている
（10 名）

「わたしと H したいおじさん、いませんか〜」
（14 歳・中学生）
「○○○○○円ででデートしてもいいよ」
（16 歳・高校生）
平成 20 年 6 月から出会い系サイト規正法がより厳しくなり、児童に関わる性行
など、または、対償を示した異性交際の書き込みをすることは、児童でも処罰の対象

▲平成22年２月13日『青少年を取り巻く有害環境対策
フォーラム』。大人も正しい知識を知ることによって、
フィルタリングの必要性を認識した。

フィルタリングを
かけていない
（48 名）

パソコンと
携帯電話両
方にかけて
いる（5 名）

となりました。
子どもたちには出会い系サイトは見ない・書き込まない・絶対に会わないを徹底
しなくてはなりません。

フィルタリングで効果を発揮

ちゃんと知っていますか？
フィルタリングでできること

 できたばかりの有害サイト
出会い系
暴力
サイト

ゲーム

大量にまき散らされるアダルト広告

●利用時間や使用時間を設定

学校裏サイトや掲示板でのネットいじめ

●アクセス履歴が分かります。

援助交際の誘い

掲示板

できます。
ジャンル毎に設定できます。

検索ワードからアダルト系を除外

●子どもの成長に合わせて変
更できます。
※設定次第で、大人が使う時

 不用意な個人情報の書き込み
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●サイト閲覧は保護者が決定
●ショッピングやゲームなど

巧妙な会員登録への誘導

プロフ

できます。

も不便にはなりません。
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加害者になる子どもたち
メディアの中のゲーム感覚のいじめ

ネットいじめ

〜現実の直視からネット対策へ〜

『いじめから子供を守ろう！ネットワーク』 代表

井澤 一明

ネット対策の第１は、保護者が実態を知ること
ネットの世界、特にこどもの掌にスッポリと収まる携帯の白く輝く液晶画面を通して、今、何が起きているのか。親、
保護者、教師が、その実態を知らないために、深刻な被害が頻発しています。
「プロフ、リアル、リク写、リクムービー、わらわ、やわらか銀行、神待ち、サポ」…なんのことかご存知ですか？。
親として、
「こんなものを見たくない、知りたくない」と思う気持ちはよくわかります。しかし、知らないが故に悲惨
な事件が起きているのです。保護者としての責任を果たすためには、直視しなくてはなりませんし、逃げてはならない
のです。( ただし、保護者自身がネットの誘惑に負けないようにしてください。はまってしまった方もいるのでくれぐ
れもご注意を ) 親や教師が実態を知らなくては、被害予防へのアプローチは困難です。

ネットいじめは、なぜ問題なのか
ネットいじめでの最大の問題は、匿名性です。恥ずかしくて書けないことも匿名だからこそ書けてしまうのです。当
然加害者は、匿名という点を利用していじめや犯罪行為を行うのです。ネットがすべて実名で行われれば、ほとんどの
ネット犯罪は消えることでしょう。
掲示板などへの書込みによるいじめは、自分が知らないところで広まり、ある日、突然、周囲から非難され、あるいは
嘲笑されるのです。自分では、思い当たることがなく、全くわけがわからない状態におかれるのです。
一方、いじめ目的のメールの場合、子どもたちは、不特定の多数から次々送られてくるメールに翻弄されてしまいま
す。どちらにしても、本人がパニック状態になり、人間不信に陥り、不登校になるケースが非常に高いのです。ある子
は、
「私のことも世界中の人が知ったんだ。外に出れない」と泣き続けています。特にネットいじめは、一般的ないじめ
に比べて、不登校になるまでに時間かかかりません。あっという間です。精神的ショックが格段に大きいのです。

子どもたちからくるネットの相談

「うざい・くさい・死ね」
平然とネットに書き込む子どもたち。インターネットの匿名性の中で、子どもた
ちはゲーム感覚で、いじめの自覚がないまま書き込みを行います。対象になった子
どもが不登校になったり、自傷を図ったりすることを成功と感じる悪辣なケースも
あります。
ほとんどの子どもは、匿名または偽名で書き込んでも、調べれば誰が書き込んだ
か分かるということをきちんと教えれば書き込みをしなくなるという調査結果が
あります。
しかしネットに誹謗中傷やうわさ話を書き込まれて、それが誰かの目に入ってし
まうと記憶からそれらを消すことは困難です。現実ではやらないことも、ネットだ
と誰か分からないから書き込むというのは、その子が育ってきた環境やモラル、な
により心の問題ということを親は自覚しなくてはなりません。
出会い系サイトと同様に、他人の誹謗中傷などを書き込むことはいじめであり、
犯罪と同じ行為だということを、子どもたちに指摘してください。ゲーム感覚のい
じめを許してはいけません。大人が断固として関与し止めなければなりません。

12

子どもからくるネット相談で一番多いのが、アダルトサイトに接続して、多額の請求が来てしまった、あるいは直接
電話が掛かってきて振り込むように脅されたという、不正請求の相談です。要は支払わないことですが、不安なら警察
に相談するように勧めています。大人は馬鹿だと言うでしょうが、子どもたちは簡単に、名前や電話番号、携帯番号、住
所を登録してしまっているのです。簡単にだまされてしまうのです。危機管理は保護者の責任です。
次に多いのが、掲示板、プロフに悪口を書かれたり、写真を掲載されたりという相談です。これは、早急に削除してし
まわなければなりません。確実に削除するためには、警察のサイバーパトロールに相談しましょう。

女の子は、ねらわれている
警察庁が平成20年に出した、出会い系サイトに関係した事件の検挙状況の資料（※）によると、被害者の大半が女性
であり、携帯電話からのアクセスによって事件に巻き込まれています。女の子の携帯電話は、特に注意が必要です。
（※警察庁資料 平成20年中のいわゆる出会い系サイトに関係した事件の検挙状況について）

ネットいじめの解決は大人の役割
ネットでのいじめが発生した場合、子どもには解決能力がありません。誰が加害者なのか、誰に相談したらいいの
か、削除してもらうにはどうしたらよいのか、どのように掲示板の運営会社と交渉したらいいのか、などなど、すべて
がわからずパニック状態に陥ってしまいます。
いきなり怒鳴ったりしたらパニックになることも多いのです。保護者の方にお願いしたいことは、まず、
「大丈夫だ
よ」と安心させて、保護者が安全を確保する姿勢を示してあげることです。
プロフ…プロフィールサイト、現代の交換日記。
「前略プロフィール」が有名。
リアル…リアルタイムの日記やブログ。現在の状況を、テキストや写真
で投稿して見てもらう。パスワードを設定している場合が多い。
リク写…リクエスト写メール。相手からリクエストされたポーズなど
の写メを売ること。
リクムービー…リクエストムービー。リク写の動画版。
わらわ…携帯番号 090 のキーの日本語表示は？
やわらか銀行…ソフトバンクの事。メルアドを隠語で教える時に使う。
神待ち…泊めてくれる人を探してる家出人のこと。当然、女子が中心。
サポ…援助交際のこと。円、￥､援、佐保、等々とも表記される。

いじめで悩んでいる方は遠慮なくご連絡下さい

さらに詳しいネット対策や対応方法については、
いじめから子供を守ろう！ネットワーク

検索

http://mamoro.org/
〒141‑0031 東京都品川区西五反田 1−29−3 五反田シティハイツ302
03 5719 2170 FAX：03 3492 7137 kodomo@mamoro.org
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検索

http://mamoro.org/
〒141‑0031 東京都品川区西五反田 1−29−3 五反田シティハイツ302
03 5719 2170 FAX：03 3492 7137 kodomo@mamoro.org
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子どものケータイ問題解決のポイント！
南小国中学校

教頭

桑崎

剛

携帯電話の学校への持ち込み禁止（小中学校）
や学校での使用禁止（高等学校）
について、全国の
９割以上の学校は既にＰＴＡと協議の上、各学校の内規をつくるとともに、特別の事情がある場合は事
前に相談をして欲しい旨を保護者に通知をしています。授業中に、呼び出し音が鳴る、
メールをするな
どの、授業を妨げ、他の生徒に迷惑がかかる行為に対しては、前述の対策 が必要ですし、
また、有効で
す。
しかし、
ネット上の様々なトラブル、特に重篤なネットいじめや誹謗中傷の書き込み等に対しては、そ
の行為が学校外で行われている現状があり、対処療法的といえます。発熱に対して解熱剤を投与す
るようなもので、根本的な解決にはなりません。細菌性発熱であれば抗生剤を、
ウィルス性であれば

家庭でのケータイ 利 用
に関するルール

ワクチンを、炎症であればステロイド剤をというように、症状に応じた根本的治療が肝要です。
携帯電話の学校への持ち込み禁止について文部科学省は、小・中学生は原則的には携帯電話を
持つ必要がないとした上で、所持をする際の大切な事として、

家庭での携帯電話利用に関するルールについて、料金のルールを決めてい
る場合は多いのですが、それ以外のルールについては、特に定めていない場合

①有害サイトに接続できないフィルタリングサービスの利用

が多いという調査結果もあります。
「ネット上のいじめ」やインターネット上

②情報を適切に利用するリテラシー教育の徹底（情報モラル教育の充実）

のトラブルから子どもたちを守るためには次に示す家庭でのルールの例を参

③家庭内でのルール作り

考にしながら、各家庭で話し合い、利用に関するルールづくりを行うことが重

④小・中学校への持ち込み禁止

などの策を提言しています。

要です。

①のフィルタリングサービスは、
日本ＰＴＡ全国協議会が提唱し、携帯電話事業者各社が対応して広
まりつつあります。
②のリテラシー教育は学校での課題ですが、
まだまだこれからという状況にあり、
これから実施され
ていく新学習指導要領にはその重要性が強く記載されました。
③のルールづくりについては保護者の役割ですが、
これもまだ不十分な状態です。
④の学校への持ち込み禁止は、前述したように既に各学校での取り組みが始まり、実際にどう徹底
させるかが今後の課題です。
それぞれの策に重み付けをすることはできませんが、先行している①と④のハード的な取り組みと
比べ、②と③のソフト的な取り組みが最も重要で遅れています。
「家庭内のルールづくり」
と
「リテラ
シー教育の徹底」
は一夜にして出来るものではなく、その達成には相当の時間もかかります。
一方、
これら４つの策は、相互に矛盾するものでもなく、それぞれが重要です。また、
どれか一つを
達成して全てが解決できるものでもありません。それぞれを取り組まないといけません。子どもたち
は、将来、必ず、
ケータイのユーザーとなります。その際、
きちんと節度を持ち、他の人を悲しませる
ネットいじめにつながる不適切な書き込みをしないようにどう育てるか、
つまり
「いかに賢いケータイ・
ユーザー」
にどう育てるか、それは②と③という教育的な取り組みにかかっています。
そのために最も重要な視点として、
「大人」
「保護者」
が指導者となるための資質の向上が必要です。
また、大人がいかに賢くケータイと向き合っているかということも、
この取り組みの成否に大きく関わ
る気がします。
14

自宅内では居間で使うこと

※アメリカのＦＢＩも全米の保護者に勧めています

食事中や懇談中、深夜には使用しないこと
一定の金額以上は使わないこと
学校での使用については、学校のルールに従うこと
他人を傷つけるような使い方をしないこと
送信者不明のメールや知らない者からのメールが来た場合は
速やかに親に報告すること
ルール違反や携帯電話の使用によって日常の生活に支障が生
じている場合には携帯電話の利用を停止すること
（警察庁「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」報告書より引用）
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家庭から始まるメディア教育
生活リズムの確立

････
･･･！
････
････♪

言葉の「チカラ」
熊本県教育庁

教育政策課

指導主事

広報・情報班

戸田 俊文

ある日、悩み事の相談をしてきた友人に、メールでアドバイスをしてあげたら、
「あなた
のメールを読んで涙がでてきた。」と返事がきました。
みなさんは、どんな意味に取りますか？
普通なら、
「感動して涙が出てきた」と解釈するでしょう。しかし、
「情けなくて涙が出て
きた」という意味にもとれます。このとき、たまたま後者の解釈してしまった私は、あわて
てフォローのために長いメールを書くことになってしまいました。
大人でも、こういうちょっとした行き違いは日常的です。表現力が発達途上の子ども
の場合にはもっと多くの小さな行き違いが起きています。メールも、掲示板も、ブログも
メディア社会の有害環境から子どもを守るという
取り組みを進めてきてたどり着いたところ、それは子
どもをメディアから遮断するということではありま
せんでした。

基本は文字によるコミュニケーションです。この表現で相手に伝わるか、こんな言い回
しで、今のこの場の雰囲気が伝わるか、しっかり考えて適切な表現内容でコミュニケー
ションを図る力が必要なのです。
子どもたちは、短くて記号めいたケータイメールを友人と楽しんでいますが、これは日

青少年を取り巻く有害環境対策のもっとも重要な

常のコミュニケーションが背景にあるからこそ可能なのです。日頃のコミュニケーショ

鍵は、早寝早起き朝ごはんに代表される生活リズムの

ンがない人を相手に、メールや掲示板を利用するときは、頼りになるのは自分の表現力

確立です。メディアの多くは子どもたちの生活リズム

だけになります。ということは、日常のコミュニケーションが豊かで、加えて、高い表現力

を阻害し（夜更かしや依存状態）、ケータイの料金など

を身に付けたら、友達とのやりとりはもっと楽しく深いものなってくるはずです。

金銭感覚を麻痺させます。少なくとも18歳までは親
の管理下で子どものメディア利用を制限できる親子
関係を築かなければなりません。
そのためにも、私たちは日頃から子どもたちをよく
観察し会話しコミュニケーションをとる必要がある
のです。子どもの自己管理能力の育成こそがメディア
社会で生き抜く子どもにとって大切なことであり親
の大きな責任とも言えます。

また、有害とされるサイトの表現は、一般に単一的な言葉の羅列や、他者への配慮の欠
けた表現がほとんどです。豊かな表現力やそれに伴う感性があると、このような表現を
不快に感じ、同等の書き込みを積極的にしようとは思わないものです。
言葉の力をつけるということは、表現力を高め、感性を豊かにすることになります。つ
まり、ネットを豊かに使いこなすためには、言葉の力を身に付けることが必要条件といえ
ます。
『多くの書を読み、多くの文章を書き、様々なことについて語り合う』、私たち大人が
これまで学んできたことが、実はこれからのネット社会でも非常に大切であることを、子
どもたちにしっかり伝えたいものです。

16
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育てよう！
メディア社会を
生きる子ども

文部科学省委託事業

もし
困ったら

！？

子どもの犯罪被害や問題行動のご相談

肥後っ子テレホン

0120‑02‑4976

消費生活に関しての苦情や相談。解決のためのお手伝い。

熊本県消費生活センター

(096)383

0999

有害環境対策についての情報は
熊本県ＰＴＡ連合会ホームページをご覧下さい
http://www.kumamoto-pta.com/

熊本県青少年を取り巻く有害環境対策実行委員会

