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それ、発信して大丈夫？か き く け こでチェック

知らない人からのメッセージは あ く ま が で た

顔がはっきり写っていないか
悪意を持った人に狙われるきっかけになってしまう。肖像を勝手に使われる危険も。
禁止されていることではないか
著作権、肖像権などのルールについて知り、違反しないよう注意。親と交わした約束を破るのもいけない。
暮らしている場所が知られてしまわないか
住所はもちろん、自分の生活圏が知られてしまう情報を載せない。写真に写り込む背景にも注意。
ケータイ番号など連絡先を教えても大丈夫なのか
自分の連絡先を知らない人に教えたり、公開したりしてはいけない。連絡先をだまし取ろうとするワナもあるので注意が必要。
困らせたり、迷惑が掛かったりしないか
自分の投稿で誰かを困らせたり、迷惑が掛かったりしないか、発信する前によく考える。炎上などのトラブルに発展する
危険もあるとよく知っておくこと。
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会おうと言ってきた
インターネット上で知り合った人と、子どもだけで会うのは危険。犯罪やトラブルにつながりやすい。
クリックさせようとしてきた
メッセージ内のURL や添付ファイルは安易にクリックしないこと。有害なものが含まれている場合がある。
回すように言ってきた
チェーンメールなどは友達に回さない。悪質なURL やファイルが含まれていたら、自分が加害者になってしまう。
画像を送らせようとしてきた
顔写真だけでなく、下着姿や裸の写真を求められても、絶対に送ってはダメ。画像が他人の手に渡ると、二度と消せなくなる。
電話やメールをさせようとしてきた
代金支払い請求や、間違いメールを装った詐欺があるので注意。連絡すると、自分の連絡先が知られてしまう。
タダであげると言ってきた
うまい話で興味を引き、個人情報をだまし取ったりトラブルに巻き込もうとしたりするワナがある。
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く
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ツイッターやインスタグラム、フェイスブック、
ティックトックなどの SNS は、気軽に楽しく投
稿できる分、いじめや誹謗中傷につながりやすい
という側面もあります。
子どもが悩みを一人で抱え込まないように、普

段から「困ったことがあったら何でも相談に乗る
よ」と声を掛けましょう。相談されたら、子ども
の話をじっくり聞いてあげてください。大人が大
騒ぎすると、子どもは話しにくくなってしまいま
す。じっくり聞いた上で「どうしたい ?」と聞い
てあげましょう。
誹謗中傷を受けたら、スクリーンショットなど

で保存しておき、記録を残すことが大切です。
また、自分の投稿で誰かを簡単に傷つけることも

あるということを、日ごろから伝えておきましょう。

面白がって撮った写真や、他人の情報が含まれ
る写真を投稿することで、不快感やトラブルを生
むことがあります。どんな投稿がトラブルにつな
がるか、家庭で話し合ってみましょう。
写真や動画投稿サービスは、中学生以上を対象

としているものが多いです。対象年齢に満たない
子どもの投稿は、保護者のアカウントで一緒に行
うようにしてください。
特に、裸の写真は要注意。

撮るのも、持つのも、送るの
も、全て違法行為です。ど
んなに仲が良くて親しい
間柄でも、18歳未満の子
どもの裸の画像はやり取
りしてはいけません。

SNSでのいじめや誹謗中傷、
どう対処すればいい？

写真や動画を
安易に投稿するのは危険

そ

知

意。
の
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えています。ネットやスマホは、学習や、家族・友人との連絡など、生活をサポート
する便利な道具です。だからこそ、トラブルを避けて上手に使いこなしたいものです。ここでは、保護者の方に知ってほしい 4つのポイントを紹介します。

えええていいいいまままますすす ネネネネ トトトトトやややスマホホホホホははは 学学 や 家家族族族 友友友友友人人友友友人人人人人とととと学えていいまます ネ トやスマホホは 学学習習や 家族 友友人と
4つのポイント
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警察庁が発表した「令和2年における少年非行、児童虐待および
子どもの性被害の状況」によると、ネットの犯罪被害に遭った子ど
もの約85%が、フィルタリング未加入だったというデータが出てい
ます。子どもが被害に遭う前に、ペアレンタルコントロールで、正
しく安全なネット利用をしましょう。
ペアレンタルコントロールとは、子どもが安全にインターネット

を利用できるよう、保護者がサポートする取り組みのことです。具
体的には、スマホやパソコン、タブレット、ゲーム機などの情報通
信機器について、フィルタリングしたり、利用を制限したり、ルー
ルをつくったりすることです。

ネット犯罪被害に遭った子の
85％が、フィルタリング未加入

「我が家のルール」をつくろう
子どもが新しく自分のゲーム機やスマホ、パソコンなどを

持つ時が、ルール作りのベストタイミングです。ポイントは、
保護者と子ども双方が、自分の意見をしっかり出し合うこと。
お互いが主張し合い、少しずつ妥協し合って決めたルールは
長続きするものです。逆に、保護者が一方的に決めたルール
はなかなか長続きしません。お互いが納得し、尊重し合った
ルールをつくることが大切です。
つくってはみたものの、なかなかルールを守れない場合、

また生活習慣が変わったときは、ルールの見直しをしてみる
のも良いかもしれません。

保護者と子どもで話し合って
ルールをつくる

ルールを守れたか
振り返る

話し合いルールを守れなければ
改善する

ルールに沿って
やってみる

困ったら、気軽に相談を
岐阜県青少年 SOSセンター
☎ 0120-247-505 ／  s-soudan@govt.pref.gifu.jp

家庭内での
ルールづくり

フィルタリング
の活用

使用状況の確認
ツールの活用

岐阜県警察少年サポートセンター（ヤングテレホンコーナー）
☎ 0120-783-800 ／  gifu.young.783800@ezweb.ne.jp

●内閣府作成リーフレット「保護者が正しく知っておきたい４つの大
切なポイント（児童・生徒編）」

●岐阜県青少年育成県民会議事務局作成チラシ「便利なはずのイン
ターネットに潜むトラブル」

●ALSOKウェブサイト「SNSには危険がいっぱい！ネットトラブル
からの小学生の守り方を考えよう」

参考サイト・資料

学習での利用も増え、子どものインターネット
利用時間は長くなっています。「いつまでやって
るの !?」と頭ごなしに叱るのではなく、どんな使
い方をしているのか、内容と時間を把握すること
が大切です。
利用時間や就寝時間を設定すれば、無意識のう

ちに使いすぎてしまうことを防げます。設定を変
更する時は、必ず保護者に相談するよう促してみ
てください。大人と子どもが一緒に利用時間をコ
ントロールする
のが望ましいで
す。

「一人で」「リアルの友達と」「ネット上で知り合っ
た人と」…。ゲームの楽しみ方は多様です。オン
ラインゲームのトラブルは、高額課金や ID乗っ取
りだけではありません。ゲームに誘う・誘わない
でもめたり、アイテムをもらった・もらわないで
いざこざが起きたり、一人だけ抜けられず長時間
のプレイになったり、というトラブルも生じてい
ます。また、プレイ中のチャットや音声のやり取
りから個人情報が流出する、誘い出しのきっかけ
になるなどのトラブルもあります。
保護者は、子どもがどんなゲームをしているか

知っておき、対象年齢に達しているかを確認しま
しょう。また、ペアレンタルコントロール機能（詳
しくは下記を参照）を活用するなどして、安全利
用を見守りましょう。

長時間利用している時は
何に利用しているか注意

オンラインゲームで起こる
さまざまなトラブル

る
で

学校生活や私生活で、インターネットやスマートフォン、タブレットの使用機会が増
する便利な道具です。だからこそ、トラブルを避けて上手に使いこなしたいものです。ここでは、保護者の方に知ってほしい 4つのポイントを紹介します。
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保護者が知っておきたい、
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恵那西中学校

ソフトテニス
●団体戦　県8位
山田　陽喬 （やまだ　ひだか） 3年生
曽我　元飛 （そが　もとひ） 3年生
足立　莉玖 （あだち　りく） 3年生
西谷　優輝 （にしたに　ゆうき） 3年生
堀川　瞬矢 （ほりかわ　しゅんや） 3年生
牧野　莉久 （まきの　りく） 3年生
安田　清悟 （やすだ　せいご） 3年生
島﨑　羚音 （しまざき　れおん） 2年生

水泳
●山下　颯士 （やました　はやと） 3年生
団体の部 県2位
400mフリーリレー 県1位
400mメドレーリレー 県4位
200m自由形 県1位
400m自由形 県3位

400mフリーリレー 東海5位
200m自由形 東海5位

●纐纈　一誓 （こうけつ　いっせい） 3年生
団体の部 県2位
400mフリーリレー 県1位
400mメドレーリレー 県4位
100m自由形 県7位
400mフリーリレー 東海5位

●原　和樹 （はら　かずき） 3年生
団体の部 県2位
400mフリーリレー 県1位
400mメドレーリレー 県4位
100m自由形 県1位
200m自由形 県3位
400mフリーリレー 東海5位
100m自由形 東海6位

●佐藤　奏 （さとう　かなで） 3年生
団体の部 県2位

●土屋　怜大 （つちや　れお） 2年生
団体の部 県2位

400mメドレーリレー 県4位
1500m自由形 県7位

●山内　航 （やまうち　わたる） 1年生
団体の部 県2位
400mフリーリレー 県1位
400mフリーリレー 東海5位

●原　倖平 （はら　こうへい） 1年生
団体の部 県２位

恵那東中学校

柔道
●森下　南知 （もりした　なち） 2年生
40㎏級 県1位
40㎏級 東海2位

陸上
●中山　鈴菜 （なかやま　りんな） 3年生
女子 走高跳 県1位
女子 走高跳 東海4位

中 体 連 の 結 果 県大会以上で入賞した皆さんを紹介します。 （敬称略）

少年の主張岐阜県大会で
恵那東中 陶川さんが入賞ピカピカチュウチュウ

学生を見つけたよ！
っと光る

8月2日、下呂市の下呂交流会館泉ホールで第43回少年の主
張岐阜県大会～わたしの主張2021～が開催されました。6月
の恵那市大会で最優秀賞を取った、恵那東中学校3年生の陶川
美穂さんが出場し、堂々とした発表を披露しました。陶川さ
んは、県内各市町村からの出場者17人の中で、3位に当たる
岐阜県教育委員会賞を受賞しました。おめでとうございます。

７月12日、恵那市共同福祉会館で、恵那市少年センター研修会
を開催しました。岐阜県警察本部少年サポートセンター少年補導員
の田中聡さんに、『子どもたちと関わる現場から』と題した講演を
していただきました。

・少年犯罪は、周りの大人が気付きにくい場所で増えている
・見えないところのやり取りで、大麻を入手する
など、具体的な現状を紹介。田中さんは「コロナ禍でストレスを発
散できない子どもたちもいる。常にアンテナを高くして、子どもた
ちが出すサインに気付くことが大切」と話しました。出席した少年
センターの指導員は、うなずいたり、メモを取ったりしながら、真
剣に聞き入っていました。

青少年の非行やネットトラブルについて学びました


