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はじめに 

広報部で 1期・2期・3期のグループに分かれ、各行事に参加させて頂きました。 

 行事に積極的に参加させて頂くことで、先生方、御協力頂いた方々によって、子

どもが日々の授業以外に行事や企画等で様々な体験ができるよう、御尽力されてい

ることを感謝すると共に、その経験が子ども一人ひとりの成長に繋がっていること

を実感いたしました。 

また広報誌発行に向けての企画会議では、スマホデビューをしたがる子どもにど

う対応すればよいのか？スマホにはどんな危険性があるのか？スマホでのいじめは

あるのか？などの同じ疑問を持つ保護者の方々と情報を共有したいという思いか

ら、スマホ問題をとりあげました。ご参考にして頂けたらと思います。 

 

 

 
たくさんの方々の支援によって今号も無事に発行す

ることができました。ありがとうございました。 

・・・Ｃｏｎｔｅｎｔｓ・・・ 
 

村山学園 1年を振り返って 

オトナのよみもの（子どもの携帯電話トラブル） 

相談機関紹介 

ＰＴＡ会長挨拶、編集後記 
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4月・5月 
♪入学式 ♪始業式 ♪7年生歓迎会 

♪1年生を迎える会 ♪5年生水田学習 

6月 
♪陸上記録会 ♪運動会 

♪6年生移動教室 
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7月・8月 
♪水道キャラバン ♪大縄大会 ♪7年生川越学習 

♪自転車実技検定 ♪1学期終業式 

9月 
♪4年・5年生移動教室 

♪9年生修学旅行 

♪8年職場体験 ♪オレンジ遠足 

10月 ♪10組マラソン ♪合唱コンクール 

♪1年・2年生校外学習 

http://free-illustrations.gatag.net/2014/07/17/060000.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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11月・12月 
♪5年生連合音楽会 ♪さいかち発表会 ♪大縄大会 

♪5年・6年・7年生東京アドベンチャー ♪終業式 

 

 

1月 
♪ふれあいもちつき大会 ♪10組スキー教室 

♪7年生スキー教室♪道徳授業地区公開講座  

♪教育のつどい 

♪5年校外学習 ♪ 
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https://illust-imt.jp/ar  

2月・3月 

♪節分の会 ♪4年生職業体験 ♪3年生市内めぐり 

♪6年生ありがとうの会 ♪立志式 ♪二分の一成人式 

♪ 

http://free-illustrations.gatag.net/tag/%E9%9B%AA%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%99%B6/page/5
http://free-illustrations.gatag.net/tag/%E9%9B%AA%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%99%B6/page/5
http://free-illustrations.gatag.net/tag/%E9%9B%AA%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%99%B6/page/5
http://free-illustrations.gatag.net/tag/%E9%9B%AA%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%99%B6/page/5
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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今回のテーマは 

 「子どもと携帯電話について」 

  

            です。 

     

     進学や進級をきっかけに、子どもに携帯電話を持たせる事を検討している 

ご家庭は多いのではないでしょうか？ 

近年、自分の携帯電話を所有する子どもが増加していますが、特に最近では

スマートフォンの普及が目覚ましくなっています。 

     そこで、子どもと携帯電話、スマートフォンについて一緒に考えてみたいと 

     思います。 

      

 

保護者の方といっしょに考えたい

テーマを記載しています。 

 

平成 27 年度 7 月 1 日から 7 月 20 日 （警視庁アンケート） 

都内の小中高正 3，116 名（有効回答率 95，7％） 

 

 調査では、自分の携帯電話を持っていると回答した割合は，小学生でも 6割を超えており、 

 高校生になるとほとんどの子どもが携帯電話、スマートフォンを保有しています。 

 スマートフォンの保有率では、小学生では 2 割に達さない程度ですが、中学生、高校生に

なると全体の 9 割近くがスマートフォンをもっています。 

引用： http://www.keishicho.metro.tokyo.jp 
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携帯電話の保有率が上がるとともに、トラブルも増えてきます。 

子どもの携帯電話利用に関するトラブルの例をいくつかご紹介します。 

→ 書き込みメールやＳＮＳでの誹謗中傷やいじめ 

  ＳＮＳなどで人の悪口を書き込むなど、インターネット上での人権損害やいじめが発生

し、 

  被害にあった子どもが不登校になるなどの事例も発生しています。 

→ ＳＮＳなどに載せた個人情報の流出 

  ＳＮＳなどに安易に個人情報を記載したために、写真や名前、メールアドレスが知らな

い 

  ところで勝手に使われ、嫌がらせを受ける被害が発生しています。 

→ 無料ゲームサイトでの意図しない有料サービスの利用  

  「無料」とうたっているオンラインゲームで遊んでいる間に、アイテムが有料であるこ

とに気がつかず購入してしまったため、高額の料金を請求されてしまうトラブルが、子

どもの間で多く発生しています。   

→ ＳＮＳを通じて知り合った人からの誘い出しによる性的被害 

  出会い系サイトではなく、ＳＮＳやゲームサイトなどで知り合った人からの誘い出しを

受けて 

  子どもが性的被害を受けるケースが増えています。 

   

→ 被害者にも加害者にもならないために、適切なインターネットの利用を促しましょう。 

  子どもにスマートフォンや携帯電話を持たせるときは、ただのプレゼントやご褒美とし

てではなく「何のために必要なのか」「どのように使うのか」を話し合う事が大切です。 

  また、インターネットの特徴や有害情報などの説明をし、子ども自身に危機意識を持た

せるようにしましょう。 

  

保護者ができるポイン

ト 

平成 27 年度 7 月 1 日から 7 月 20 日（警視庁アンケート） 

都内の小中高正 3，116 名（有効回答率 95，7％） 

引用： http://www.keishicho.metro.tokyo.jp 
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 → 家庭のルールを作りましょう。成長と共に少しずつ改定していきましょう。 

  スマートフォンや携帯電話で上手にインターネットを活用できるようにするために、家

庭のルールを作りましょう。ルール作りは保護者の一方的押しつけではなく、子どもと

一緒に利用目的や利用場所、時間帯を話し合って決めることが大切です。また、そのル

ールは成長と共に少しずつ改定していくことが必要です。 

 

 

（家庭でのルール有無）                 （ルール遵守状況） 

 

→ 不適切な情報や危険な出会い等を防ぐために、フィルタリングを賢く利用しましょう。 

  子どもがスマートフォンや携帯電話を利用する際には、有害情報へのアクセスを制限す

る 

  フィルタリングを活用しましょう。出会い系サイトや暴力的表現のあるサイトなどを、

子どもが閲覧できないようにします。携帯電話会社では 18 歳未満の子どもがスマート

フォンなどを利用する場合には、フィルタリングサービス（有害サイトアクセス制限サ

ービス）を提供しています。 

引用： http://www.keishicho.metro.tokyo.jp 

ご参考になればと、資料をまとめました。 

出典： 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp 

★警視庁「子供の携帯電話やインターネット利用について」 

http://www.gov-online.go.jp 

★内閣府「ネットの危険からお子様を守るために、保護者がで

きる 3つのポイント」 

 

 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/
http://www.gov-online.go.jp/
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 いじめや、困りごとがあったとき、自

分でかかえずに相談しましょう。 

相談内容を伝えれば、内容にあった機

関を紹介してもらえます。 

 

東京いじめ相談ホットライ

ン 

24時間対応 

  0120－53－8288 

東京都教育相談センター 

平日 9時～21時 

土日祝日 9時～17時 

（開庁日・年末年始を除く） 

  03－3360－8008 

 

東京都児童相談センター 

平日 9時～21時 

土日祝日 9時～17時 

（年末年始を除く） 

  03－3366－4152 

子供の権利用擁護専門相談

事業 

平日 9時～21時 

土日祝日 9時～17時 

（年末年始を除く） 

  0120－874－974 24 時間子どもＳＯＳダイヤ

ル 

全国統一 24時間対応 

  0120－0－78310 

東京いのちの電話 

24時間対応 

  03－3260－4343 

 

  

 

東京小児療育センター 

こころの電話相談室 

月～木 9時半～11時半 

    13時～16時半 

（祝日、年末年始を除く） 

  042－312－8119 

 
警視庁少年相談 

平日 8時半～20時 

土日祝日 8時半～17時 

（年末年始を除く） 

  03－3580－4970 

 

東京都立多摩総合精神 

保健福祉センター 

平日 9時～17時 

（土日祝日、年末年始を除

く） 

  042－371－5560 
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武蔵村山市窓口 

武蔵村山市役所 市民相談 

法律・人権・母子・父子相談

など。まずは武蔵村山市役

所へ電話相談してみましょ

う。 

  042－565－1111 

8時半～17時 15分 

（土日を除く） 

子ども家庭支援センタ

ー 

子どもとその家庭に関

すること。まずは子ども 

家庭センターへ電話し

てみましょう。 

  042－590－1152 

8時半～19時 

（月～土） 

月 

 

武蔵村山市教育委員会 

教育相談室 

教育・就学相談など。まず

は武蔵村山市教育相談室へ

電話してみましょう。 

  0120－910－548 

  042－590－1470 

9時～17時 

（土日祝を除く） 

緑が丘ふれあいセンター 

市民相談 

法律・なやみごと一般相談

など。まずはふれあいセン

ターへ電話してみましょ

う。 

  042－590－0755 

9時～17時 

（第一月曜日・年末年始を

除く） 

http://01.gatag.net/tag/%E6%A8%B9%E6%9C%A8/page/8/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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小さなお子様がいたり、仕事が忙しい中、広報誌発行に

向けご協力頂いた広報部の皆様、ご支援頂いた皆様 

ありがとうございました。 

今後とも広報部をよろしくお願い致します。 

           

 

平成 29 年村山学園ＰＴＡ広報

部 

日頃より、ＰＴＡ活動にご理解とご協力頂きありがとうございます。 

１月１３日に本年度もちつき大会が行われました。青少対行事から学

校行事に変わって数年が経ちました。みんなに美味しいお餅を食べて

欲しくて、毎年試行錯誤を重ねていますが今年はいかがだったでしょ

うか？ 

 保護者、先生方、児童生徒、たくさんの方々の御協力もあり無事に

開催する事ができました。 

御協力頂きました皆様に心より感謝申し上げます。 

保護者の皆様がお手伝いで関われる行事は他にもいろいろありま

す。 

来年度もご協力を頂けますようお願い申し上げます。 

 最後になりますが、広報誌発行にあたり取材、編集をして頂いた広

報部の皆様、ありがとうございました。 

           （平成 29 年度村山学園ＰＴＡ会長 羽鳥直

美） 

ＰＴＡ会長挨拶 


