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自己紹介



主な活動と経歴
本年度 

　　　京都市教育委員会　総合育成支援課　専門主事 
　　　京都府 特別支援教育京都府専門家チーム（宇治支援学校SSC） 
　　　ＮＰＯ法人　支援機器普及促進協会　理事長 

昨年度以前 
　　　京都市　呉竹総合支援学校・東総合支援学校　特別非常勤講師 
　　　京都市　携帯電話市民インストラクター 
　　　京都市　ＩＣＴ活用支援員　（総合支援学校ICTコーディネーター） 

　　　京都市　総合育成支援員　（発達障害児支援） 
　　　京都市　精神障害者授産施設　京都市朱雀工房　統括職業生活支援員 
　　　京都市　地域若者ｻﾎﾟｰﾀｰ　（引きこもり支援） 
　　　京都府教育委員会　社会教育委員 
　　　京都府高等技術専門校　在職者訓練インストラクター 
　　　中小企業基盤整備機構　経営改善ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 
　　



18番テトラソミー 
140,000人に一人という非常に出生率の低い染色体異常 （18番染色体が4本ある病気です）
の我が子と同じ障害を持つ方々との情報交換の場になってほしいと思いつくりました

私も、京都府立向日が丘支援学校　高等部1年生の三男がおります

http://ameblo.jp/memis-18/






ゲーム依存症は病気、ＷＨＯが認定　要治療の精神疾患に 
朝日新聞デジタル2019年5月26日17時31分 
　スマートフォンなどのゲームにのめり込んで日常生活に支障をきたす
ゲーム依存症が、国際的に「ゲーム障害」という疾患として認められ
た。２５日、世界保健機関（ＷＨＯ）総会の委員会で決まった。疾患と
認められることで、予防対策や治療法の開発などが進むとみられる。 
　ＷＨＯの国際疾病分類の約３０年ぶりの改訂版「ＩＣＤ―１１」で、
ギャンブル依存症などと同じ精神疾患に分類され、治療が必要な疾患と
して位置づけられた。ＩＣＤは、日本など多くの国が死因や患者の統
計、医療保険の支払いなどに使う病気やけがの分類。改訂版は２０２２
年に発効する。 
　改訂版では、ゲームをする時間や頻度などを自分で制御できない▽日
常の関心事や日々の活動よりゲームを優先▽日常生活に支障をきたして
もゲームを続ける――、こうした状態が１２カ月（重症ならより短期
間）続くとゲーム障害と診断するとした。 
　厚生労働省の１７年度の調査で…

http://www.asahi.com/
http://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%BE%9D%E5%AD%98%E7%97%87.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%BE%9D%E5%AD%98%E7%97%87.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E4%B8%96%E7%95%8C%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%A9%9F%E9%96%A2.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E9%99%BA.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%BE%9D%E5%AD%98%E7%97%87.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81.html


ADHDのリスクが上昇…3歳～5歳の子供にタブレットはNG？

３歳から５歳までの間に、１日２時間以上タブレットやスマホ、テレビなど
のスクリーンを見て育った子供は、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）と診断
される確率が、３０分以下の子供に比べ７倍以上高いというショッキングな
調査結果が発表され、波紋を呼んでいます。 

　発表したのはカナダのアルバータ大学の研究チームで、対象となったのはカ
ナダ国内の約２４００の家族です。 

米小児科学会が２～５歳の子供の妥当なスク
リーンタイムとしているのは、最大１時間。
できるだけ質の高い内容を選び、大人が一緒
に遊ぶことなどを推奨しています。

https://hc.nikkan-gendai.com/articles/253424

https://hc.nikkan-gendai.com/articles/253424


若者の斜視にスマートフォンなどが影響か 
長期調査実施へ

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190613/k10011950281000.html

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190613/k10011950281000.html


http://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/mymedia/28/0531.html

http://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/mymedia/28/0531.html


テレビは発信者の責任 

インターネットは情報を受ける側 

（利用する人）の責任

テレビとインターネットの違い

考えてみよう！



SNSとは？ 
Social Networking Service（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

インターネットを介して人間関係を構築できるスマホ・パソコン用の
Webサービスの総称です。

1.プロフィール作成
2.文章を公開する
3.コメントを付ける
4.写真を公開する
5.グループを作る
6.個人間でのメッセージ
7.友人を紹介する

http://www.toha-search.com/it/sns.htm



SNSどんなサービスがあるかな？ 
知っているものを書いてみよう！！

みんなの知ってる度チェック．１

　　　　年　　　　組　　　　班



みんなの知ってる度チェック．１

Twitter

Studyplus

LINE
Instagram

SNOWROOM MixChannel
TicTok

WARE

TwitCasting LINE LIVE
17Live B612

【2018年最新版】若者が今使っているのはコレだ！
若年層向けSNSまとめ12選

https://gaiax-socialmedialab.jp/post-40749/





1日の平均利用時間は？ 



１日２４時間の中で 
どこかを削らないといけなくなります



SNSではどんなトラブルが？ 



SNSどんなトラブルがあるかな？ 
知っているものを書いてみよう！！

みんなの知ってる度チェック．3

　　　　年　　　　組　　　　班



みんなの知ってる度チェック．３

いじめ

Studyplus

不正アクセス
生活習慣の悪化

架空請求被害 知らない人との接触
有害サイトの閲覧

WARE

他人への誹謗中傷 課金
17Live B612

SNSの利用による主要なトラブル

https://gaiax-socialmedialab.jp/post-40749/



!携帯電話の用途を決める 
!利用できる場所とできない場所を知る 
!利用する時間帯を決める 
!知らない電話番号からの着信には出ない 
!知らない相手からのメールには返信しない 
!メールやブログ・掲示板などに書き込むときは、読み返し
てから返信する 

!個人情報を掲示板やブログ・アンケートなどに入力しない 
!ブログや掲示板などに友達の悪口を書かない 
!肖像権を守る 
!写真を撮ってはいけないものを知る 
!保護者が定期的に利用情報を把握する



画像に潜む危険？ 
この写真どんな問題があるかな？ 



何げない画像のアップデートには 
どんな危険（問題）がありますか？

みんなの知ってる度チェック．４

　　　　年　　　　組　　　　班



画像による危険（問題）

みんなの知ってる度チェック．４

　　　　年　　　　組　　　　班

居場所の確定
著作権

肖像権

交通事故 侵入禁止場所への立入
いじめ

個人情報の漏洩 完全に回収できない
なりすまし 画像の拡散



京都市教育委員会　携帯電話市民インストラクター養成講座より抜粋



















京都市教育委員会　携帯電話市民インストラクター養成講座より抜粋



注意点



これまでの携帯電話

フィルタリング

不可



これからのスマートフォン

フィルタリング

自宅

公衆スポット（マクド、ローソン…）

公共施設、駅・・・
フィルタリングは 
ありません

不可

可



これからのスマートフォン

自宅

公衆スポット（マクド、ローソン…）

公共施設、駅・・・

アプリでフィルタリング

各端末毎に 
設定が必要

不可



これからのスマートフォン

自宅

公衆スポット（マクド、ローソン…）

公共施設、駅・・・

アプリでフィルタリング
不可

可



スマホ　Android⇒ウィルス対策ソフトの導入

　（PCと同じ）


著作権、肖像権、個人情報などの基本的理解


支援者の知識のアップ

　（適切な機能制限などの設定）


保護者がパスワードで設定の管理

　保護者との利用ルールを決める




http://is702.jp/column/1336/

http://is702.jp/column/1336/


http://is702.jp/column/1336/

http://is702.jp/column/1336/


http://is702.jp/column/1336/

http://is702.jp/column/1336/


子ども達

スマホを扱う上でのリテラシー教育

位置情報のオフ

プライバシーの設定

公開の制限（個人情報公開のリスク等）


道徳教育

周囲の大人

見本を示す（マナーの徹底等）

制限の設定（適切な設定方法等）

現状の理解（Wi-fiなどの正しい理解）

購入時のルール（時間、場所等の約束）

定期的なモニタリング（料金等）




ポイント1：「ウェブ」と「アプリ」の違いが理解できていない


パソコンでのインターネットは「ブラウザーでウェブを閲覧する」
というのが主な使い方なので、フィルタリングで閲覧を制限する対
象も「ウェブ」だけで十分でした。しかし、スマホではインター
ネットを使う際に「ウェブ」に加えて「アプリ」も使います。
TwitterやFacebookのようなSNSの多くはブラウザーから利用する
こともできますが、TwitterアプリやFacebookアプリなどの専用ア
プリから使うこともできます。さらには、LINEのようなメッセージ
アプリやパズドラのようなゲームアプリは専用アプリからしか利用
できません。


つまり、スマホからインターネットを利用する方法には「ウェブ」
と「アプリ」の2つの経路があるので、不適切なインターネット利
用を防ぐには「ウェブ」のフィルタリングだけでは不十分で、「ア
プリ」のフィルタリングも重要であるということを理解していただ
く必要があります。 http://www.daj.jp/news/140509_01/より一部抜粋

http://www.daj.jp/news/140509_01/%E3%82%88%E3%82%8A%E4%B8%80%E9%83%A8%E6%8A%9C%E7%B2%8B


ポイント2：「Android」と「iOS」の対策の違いが理解できていない


子どもが持っている端末がどちらなのかすら理解していない保護者も多
く、当然、それぞれの対策が違うということもご存知ありません。


ポイント1でご説明した通り、スマホからインターネットを利用する方
法には「ウェブ」と「アプリ」の2つの経路がありますが、Android端
末の場合の対策は簡単で、Android向けのフィルタリングをインストー
ルすれば、ワンタッチでウェブとアプリの両方にフィルタリングが効く
ようになります。


一方で、少し手間がかかるのはiPhone、などのiOS端末です。弊社の
「i-フィルター for iOS」や携帯電話会社から提供されているiOS向けの
フィルタリングはウェブのフィルタリングにしか対応していません。こ
れはiOS端末のOS（基本ソフト）の仕組み上、アプリのフィルタリング
が出来ないようになっているためです。


http://www.daj.jp/news/140509_01/より一部抜粋

http://www.daj.jp/news/140509_01/%E3%82%88%E3%82%8A%E4%B8%80%E9%83%A8%E6%8A%9C%E7%B2%8B


買った後の注意！



Wi-fiへの対応

　　携帯電話会社が提供する機能制限アプリを

　　利用して無線LAN（Wi-Fi）接続を制限する


NTTドコモ「あんしんモード」

KDDI「安心アプリ制限」

ソフトバンクモバイル「あんしん設定アプリ」　など


http://sp.good-net.jp/filtering/

スマートフォンの場合

http://sp.good-net.jp/filtering/


ウィルス対策ソフトの導入

　　スマートフォン向けのウイルス対策ソフト

　　OSの更新


NTTドコモ「ドコモ あんしんスキャン」

KDDI「安心セキュリティパック

　（ウイルスバスター™ モバイル for au）」

ソフトバンクモバイル「スマートフォン基本パック

　（スマートセキュリティ powered by McAfee ®）」　など


http://sp.good-net.jp/security/

スマートフォンの場合

http://sp.good-net.jp/security/


iPhone

https://support.apple.com/ja-jp/HT201304

https://support.apple.com/ja-jp/HT201304


https://support.apple.com/ja-jp/HT208982

https://support.apple.com/ja-jp/HT208982


Android

https://rezv.net/android/557/

https://rezv.net/android/557/




スマホを子どもに持たせる
時の大切な基本設定
iPhoneを例に練習してみましょう



LINE



Facebook

http://wooris.jp/archives/68863

http://wooris.jp/archives/68863


まとめ



１．さまざまなSNSの仕組みや特徴・危険性を 
　　理解して上手く利用する 

２．利用する時間は自分で管理できる力をつける 
　　家庭での約束事をしっかり守る 

３．様々なトラブルやいじめなどは 
　　必ず保護者や先生などにすぐに相談する 

４．画像のアップデートには危険がいっぱいあります 
　　安易に投稿しない 

５．文字だけでのやり取りには誤解や限界が 
　　あります　大切は事は目の前で話す



インターネットにのせられるのは 
玄関に貼れるものだけ！ 



明日から１周間
家族で沖縄へ
行ってきます☺

明日から１週間
家族で沖縄へ
行ってきます☺



http://npo-atds.org

http://npo-atds.org

