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主催者挨拶
高津区地域教育会議議長

角田 仁

皆さんこんにちは。高津区地域教育会議の議長をしておりま

す角田と申します。今日はお忙しいところ、大勢の皆さんに〝教

育を語るつどい〟の方にご参加いただきましてほんとうにあり

がとうございます。

地域教育会議というのはなかなかご存知ない方が多いかもし

れませんけれども、川崎市独自の組織で、７つの行政区と 51 の

中学校区に置かれています。子ども・子育て支援、それから、

学校の教育の支援、生涯学習の推進、そういったことを行って

います。その中で〝教育を語るつどい〟は、地域の学びの場と

してそれなりの歴史を踏んできております。ここ数年は「子ど

もの育ちと親の関わり」をメインテーマにしていろいろな観点

から物事を取りあげて講師の方をお呼びして講演会をする、み

んなで学ぶ、とそういったことをやっております。

本日はジャーナリストの石川結貴さんをお迎えして〝子ども

を取り巻くネット、スマホの危険性と上手な活用法〟そういっ

たテーマで講演をしていただきます。私は石川先生のお話を聴

くのは今日が 2 回目なのですけども、今年の１月に川崎市男女

共同参画センター、すくらむ 21で西高津中学校区の研修会があ

りました。そこで今日と同様のテーマの先生のお話を聴いたの

ですけど、たまたまその１月のときは平日だったものですから

30 名程度の参加しかございませんでした。話を聴いて、やはり

子どもたちを危険から守るということで、できるだけ多くの保

護者の方、できるだけ多くの皆さんに聴いていただきたいなと

希望しておりましたけれども、それが今日は叶うということで

たいへん嬉しく思っております。

たまたま、11月 9 日に内閣府がインターネットの安全、安心

に関する世論調査、今年の 9 月に実施したもののようなのです

けれども、それを公表しております。〝インターネット利用を

めぐるトラブルの不安がある〟〝どちらかといえばある〟そう

いうふうに答えた人が合計で 67.6％という数字だそうです。具

体的にどのようなことに不安があるのかという質問に対しては

〝個人情報が流出するのではないか〟これが 79.6％、〝詐欺な

どにあって金品を取られる〟51.7％、〝子どもや家族が危険な

目に合う〟45.2％、これ複数回答なのですけれどもこういうふ

うな回答が出ておるようです。また〝安全、安心に利用するた

めに何らかの対策を行っているか〟という設問に対しては〝行

っていない〟という方が 16.9％、〝行っているが、それが十分

かどうかは分からない〟そういう解答が33.4％あったそうです。

内閣府の担当者の方は急速に情報通信技術が発達してどのよう

な安全対策が適切か分かりにくい事情、それが影響しているの

ではないかというふうに話しているそうです。
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来賓挨拶
高津区長

高梨 憲爾

確かにその通りだなというふうに思います。ソフトバンクが日

本で最初のスマホ、アイフォンを発売したのは 2008 年７月、で

すからやっと 10年というところなのですね。

それからＳＮＳサービスのラインがスタートしたのは東日本

大震災のあった 2011 年の 6 月ということだそうです。まだこれ

しか経っていない。ただそれを気づかされたのも実は石川先生

の講演の中だったのですけれども子どもたちはすっかりそうい

う環境に取り込まれてしまっているとそういう状況ではないか

と思います。

本日はネットの犯罪やいじめから子どもたちをどうやって守

ったらよいのかネットを安全、安心に利用するにはどうしたら

良いのか、それを皆さんといっしょに学びたいと思います。今

日は一日どうぞよろしくお願いします。

皆さんこんにちは。高津区長の高梨でございます。本日は日

曜日午後というたいへん貴重な時間帯と思いますけれども高津

区の教育を語るつどいいにほんとうにたくさんの方においでい

ただきまして、たいへん喜ばしく思っております。今、角田議

長からもお話ありましたけど最近、テレビ、新聞のニュース等

で携帯電話の料金高いですとか、大手通信業者が将来的には４

割ぐらい下げるというそのようなニュースが流れておりますけ

れど、それだけ携帯電話あるいはスマホというのは私たちの生

活に身近なものになってきたというふうにも思っております。

総務省で電子通信ネットワークの加入状況という調査をやっ

ているのですけども、その調査でインターネットあるいは携帯

電話、これスマホも含めてなのですが普及状況を計算したデー

タがあるのですが平成 23年度末には既に 100％。日本の人口約

１億２千万人ぐらいいますので１億２千万回線ぐらいは今はだ

いたい 130％ぐらいということでこれ携帯とスマホ含めてなの

ですがこれに BWA、いわゆるブロードバンド・ワイアレス・ア

クセスというものを入れると 180％ぐらいいっているというこ

とだそうです。

これもちろん、私的にプライベートに使っているだけではな

くてお仕事で使っているとビシネスで使っているケースも非常

に多いのでこれだけ一人２回線ぐらい使っていることになりま

すけれども、それだけやはり携帯電話、スマホというのは私た

ちの生活の中に密接に関わっているというふうに思っておりま

す。ただその携帯電話、スマホが普及する一方で、今お話があ

りました通りそれに伴うトラブルというものも非常に増えてい

る。そしてそのトラブルの対象になっているのがやはり、お年

寄りと子どもたちということになります。携帯電話、スマホを
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ほんとうに安全に正しく使えばこれほど便利なものはないと思

いますが、使い方を一つ間違えてしまいますと誹謗中傷の温床

になったり、いじめのものに使われたり、あるいはいろんなト

ラブルの犯罪に巻き込まれてしまうというものにつながりかね

ないと思います。かつていま、これだけ携帯電話普及してしま

いますと、今からもう十数年前もインターネットが普及し始め

たときに皆さんも今だいぶ死語になりましたけれども、ワンギ

リですとか、架空請求ですとかそういったものが非常に流行っ

た時期があります。今はそれに代わってスマホになってきまし

たので逆に個人情報の流出みたいなそうしたソフトをむりやり

押しつけたり、ビジネスの世界ではもうスマホは危ないから昔

のガラケイに戻ろうなんて動きも一部には聞かれています。

ただですね、だからといってではこういった情報機器を子ども

たちから遠ざけて良いのかというのはなかなか難しい問題であ

りまして、これからの社会というのはもっと、もっとやはり情

報化社会というのは進んで行きます。私たちの生活の中でもい

やおうなくそういった情報機器と付き合っていくということが

これからも求められていく時代になります。そうした意味では

子どもたちがそういった情報機器、あるいはいろんなネットワ

ークのアプリケーションをどうやって正しく、安全に使ってい

くか、また正しいルール、マナーを守っていくか、そういった

ものを、やはり学校であるいは家庭で育んでいくということが

非常に大切になっているかと思います。今日はですね、石川先

生、お招きをしてですね、私たちの知らない部分のいろいろな

トラブルですとか、あるいは、扱い方ですとかそういったもの

の問題点、あるいは、こうした扱い方をすると、非常にやはり

便利に使えるというようなお話も伺えるのではないかなという

ふうにも思っています。ぜひとも今日ご参加のみなさまには、

石川先生の話を聞いていただいて、まずはこうしたネットの環

境、子どもたちをそういった物を正しく使うのは、やはり、学

校でいろいろな教育をするのはもちろんそうなのですが、やは

り、きっちりいろいろなルール、あるいはそのマナーのことを

ですね、いっしょに、子どもと大人が考えていく、保護者のみ

なさんと考えていくことが、非常に大切だと思っております。

ぜひとも、今日の講演をご参考にしていただいて、ぜひとも、

持ち帰っていただいてご家庭で子どもたちと、お子さんといっ

しょにお話をしていただければ嬉しく思っております。限られ

た時間でありますが、今日の時間を有意義にお使いいただけれ

ば幸いではあります。どうぞ、よろしくお願い致します。

3



講演記録「子どもを取り巻くネット・スマホの危険性と上手な活用法」

ジャーナリスト 石川結貴さん

皆さま、こんにちは。ただいま、ご紹介い

ただきました石川結貴と申します。

今日は、皆さんがとても気にしていらっし

ゃるかもしれませんが、ネットやスマホの問

題をテーマにお話をさせていただきます。

はい、皆さんも、もうすでに、スマホを

持っていらっしゃると思いますけれども、早

速なのですが、ちょっと、クイズを出しまし

ょう。

スマホが発売されたのはいつ？
このスマホが日本で発売されたのはいつ

でしょうか。ご存じの方…います？保護者の

方に答えていただきたいので、どなたか、保

護者の方でご存じの方はいます？あれ、いつ

でしたっけ？私たちが子どもの頃、スマホな

んか無かったから、いつからか、発売された

はずですよね。改めて聞かれると、分からな

いですよね。

2008 年の 7 月、ソフトバンクモバイルか

ら、〝iPhone3G〟という 2 代目機種が発売さ

れました。今年が 2018 年ですので、ちょう

ど 10 年経ったところです。

逆にいえば、それより前には、スマホはあ

りませんでした。私が取材する子どもたち

が、「スマホないと死ぬ…」とかってよく言

うのですけれども、いや別に…10 年前はス

マホなくてもみんな生きていたのだから…、

死んでいないから…と言うのですけれど…。

わずか 10 年でこの小さな機械の中に、時

計、電話、計算機、音楽プレーヤー、動画視

聴、ショッピング、クレジットカード…、あ

らゆる機能が 10 年の間に入ってしまいまし

た。これくらいの進化に今、私たちは見舞わ

れている訳ですね。

LINE の〝既読〟機能
LINE が始まったのが 2011 年 6 月です。こ

こにありますように LINE には〝既読〟とい

う機能がありますね。ＡさんからＢさんにメ

ッセージを送ると、Ｂさんはそれを読む。す

ると送った側のＡさんに〝既読〟つまり

〝Ｂさんが読んだよ〟という印が付く訳で

す。これが東日本大震災となぜ関係するの

か。

LINE は韓国のネイバーというＩＴ企業

が、元々の主体の会社です。それで、東日本

大震災は 2011 年 3 月 11 日に発生しました。

そのときに韓国からネイバーのトップの方

たちが日本に来て会議をしていたのですね。

そこに、あの大震災が襲って、皆さんもね、

川崎にお住まいですからご経験されたと思

いますが、首都圏は大混乱です。帰宅難民が

溢れています。その光景を見たネイバーのト

ップの方たちが、こういった災害時にこそ、

安否確認したい。だけど、メッセージを送っ

ても返事がこなかったりすると、「大丈夫か

な」とすごく心配な訳なのです。でも、〝読

子どもを取り巻く

ネット・スマホの危険性と上手な利用法
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講演記録「子どもを取り巻くネット・スマホの危険性と上手な活用法」

んだ〟ということだけでも分かれば「あっ、

元気だ、生きてる。どこかで大丈夫なんだ」

ということが分かる。そういうふうに、〝人

を助けたい〟〝人の役に立つようにした

い〟という思いを込めて急遽この〝既読〟

という機能をプラスしたのですね。わずか 3

ヶ月でプログラムを付け加えるって、たいへ

んな作業です。それでも〝社会に役に立つよ

うに〟という思いを込めてこの〝既読〟と

いう機能を LINE は付けました。

便利なはずが使い方を間違えると…
ところが、いざ運用が始まったらどうでし

ょう。既読無視とか、既読スルーとかいう言

葉が生まれて、「既読付いているのにレスし

てこねぇ、何だこいつシカトしてんじゃねぇ

よ！」みたいなかたちで、何か、違う方向に

どんどんいってしまう…。これは LINE に限

らずスマホやネットの世界の、実は共通の問

題なのです。

本来、ネットは私たちの生活に、非常に役

立つ便利なものなのです。ところが使う側の

私たちが使い方を間違えたときに、おかしな

方向に進んでしまう。スマホが本格的に普及

したのは、2013 年以降と言われています。

日本では３大キャリア、NTT ドコモ、ａｕ、

そしてソフトバンク。この３つが３大キャリ

アといわれていて、特に、NTT ドコモのシェ

アが非常に多いです。

このドコモがずーっと iPhone を発売しな

かったのですね。ずっとアンドロイドという

機種しか売っていなかった。それが 2013 年

になってドコモが iPhone を発売するように

なりました。ここから急速に普及していった

と言われています。

そうすると、たかだか 5 年しか経っていな

いのですよね。ところがわずか 5 年で最初に

も話しましたこの小さな機械のなかに、あら

ゆるものが取り込まれていく。特に、子ども

たちのスマホ利用の長時間化が右肩上がり

で進んでいまして、10 歳から 18 歳の子ども

の 1 日のスマホの利用時間が平均 3.2 時間。

そしてこの小学生の男子、そして中学生の男

子の数字に注目していただきたいのですが、

女子と男子比べて男子のほうが数字が大き

いですよね。実はこれ今年の調査で初めて男

子が女子を上回ったのです。去年までは女子

のほうが圧倒的に時間が多かったのですよ。

なぜ今年いきなり小学生、中学生の男の子の

スマホ利用時間が延びたのか、どなたか心当

たりある方、いらっしゃいますか。

小学生、中学生男子のお母さんお父さん、

お子さんの様子を見ていて〝もしかしてこ

れが理由じゃないかな〟と、分かる方いらっ

しゃいませんか。何で、いきなり男子のスマ

ホを使う時間が増えたのですか、どなたか、

思い当たることありませんか…。答えを申し

上げていいですか。

答えは、〝ゲームの実況中継を見ている〟

のです。動画で YouTube とかね、ニコニコ動

画とかで、男の子はスマホでゲームをやるの

が好きです。でも途中で〝やり方が分からな

い〟とか、何か〝このモンスターが倒せね

ぇ〟とかってなる訳です。昔は、本屋さんに

行って攻略本というものを買って、それで一

生懸命ここのステージをクリアする、なんて

やっていた。ところが今は YouTube やツイッ

ターでゲームをやっている人が、リアルタイ

ムの動画で、その様子をアニメみたいな感じ

で発信してくれているのです。だからそれを

見れば「あっ、ここはこうやって倒せるんだ」

とか、「次のステージはこうなるんだ」みた

いなものが分かる。そうやってゲームをやっ

て動画を見て、またゲームに戻ってくる。こ

れが男の子の利用時間が延びてきている理

由です。

ネット依存・スマホ依存
今年の９月、厚生労働省の研究班が、全国

の中高校生のネット依存について調査して、

〝病的なインターネット利用が疑われる中

高生が７人に１人いる〟ということを発表

しました。実数にすると全国で 93 万人とい

う推計です。これはあくまでも推計なのです

が 93 万という数字が出ています。5 年前に

も同じ調査が行われました。5 年前に比べる

と今年は、全国で 2 倍に増えているのです、

ネット依存の疑いのある子どもが。それでは

この 5 年間に何があったのかと考えたとき

に、１つの仮説として考えられるのが最初に

お話したスマホの普及です。

それまで私たちがインターネットを使う
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講演記録「子どもを取り巻くネット・スマホの危険性と上手な活用法」

といったならば、パソコンの前に座って電源

入れて立ち上げてマウスで操作してみたい

に、一手間も二手間もかかっていた訳です。

ところが、スマホだったら、どこにでも持ち

歩けて、歩きながら、ご飯食べながら、布団

に寝ながら、いろんなかたちで使っていくこ

とができてしまう。そうすると、必然的に、

利用時間が延びていくだけではなく、依存と

いう状況に陥りやすいのではないかと考え

られる訳です。

ネット依存やスマホ依存に関しては、まだ

普及が始まったばかりで、研究もまだいろん

なデータを収集している段階です。ですの

で、エビデンスといってね、科学的な根拠に

基づいて、こうやったらこうなるというお話

が実はなかなかできません。できませんけれ

ども、少なくとも私が取材する研究者の方、

あるいは医療関係の方、専門家の方たちは、

非常にこの依存に危機的なものを感じてい

らっしゃるのですね、依存を研究される専門

家の方たちが、一様におっしゃることは〝人

は簡単にできるものほど依存に繋がりやす

くなる〟という訳です。

簡単にできる…例えば〝入手しやすい〟

ということで考えてみましょう。入手可能性

という言葉を専門的に使うのですが、例えば

〝食べ過ぎてしまう〟という人がいたとし

ます。

慣れるともっと強い刺激がほしくなる
皆さんも「ダイエットしなきゃと思いつ

つ、ついつい食べちゃうわ」という、…私の

ことですけど（笑）、そういう人いらっしゃ

ると思いますが、目の前に、ポテトチップス

の袋とりんごとがあったとします。どっちか

食べていいよと言われたときに、皆さん、ど

ちらに手をのばします？りんご大好きって

いう人は、丸かじりでも何でも食べたいとい

う人もいらっしゃるかもしれませんが、おそ

らく殆どの方がポテトチップスを選ぶと思

います。なぜかというと、りんご食べるとな

ったら、私たちの感覚として、包丁で皮剥い

て、芯取って塩水につけてとかね、一手間も

二手間も掛かる訳ですよ。でもポテトチップ

スだったら袋をバッて破れば、あとは指でつ

まんで食べられる。何の道具も必要ない。こ

れがまさに、手間がかからない。入手可能性

が高いものです。そうやって、私たちは簡単

にすぐに手に入る物ほど利用しやすい。使い

やすい。そして、そこから離れられなくなっ

ていく。それがまさにスマホな訳ですよね。

あるいは、脳内報酬系といって、脳の中に報

酬系という部分があります。これは何かとい

うと、嬉しいとか楽しいとか美味しいとかっ

ていう、そういうね、〝いいことがあった

な〟っていうのを覚える部分なのですけれ

ど、ここがスマホを使うとどんどん刺激され

る。これはもう科学的に今証明はできていま

す。

刺激されて、「じゃあ、いいじゃない」じ

ゃなくて、人間て刺激に慣れていきますね。

脳も慣れていく。そうすると、もっと強い刺

激が欲しくなってくるのです。そのために、

もっとやらないともっとその刺激が得られ

ない。だからやめられなくなっていくのです

ね。あるいは、子どもたちの人間関係ですね。

日本の子どもは、非常に、同調圧力が強いで

す。みんながやっているのに、自分だけがや

らないというのは、もう空気として許されな

い部分がある訳です。例えば、みんな、クラ

スの子がみんな LINE やっている。あるいは

部活でみんなが LINE をやっているのに、自

分だけやらないとなったら、「何だあいつ…、

チョーめんどくせぇ」みたいな「空気読めよ」

みたいな「浮いてんじゃねぇよ」みたいなこ

とになってはぶられる
．．．．．

訳です。…はぶられる
．．．．．

というのは、仲間はずれになる。省くが語源

のようですね。

ネットサービス会社のビジネス戦略
そして、皆さんに、ぜひ、知っていただき

たいのがこのビジネス戦略です。殆どのネッ

トサービスは無料です。アプリの殆ども、た
．

だ
．
（無料）ですね。YouTube、LINE、あるい

は交通案内とかね、皆さんただ
．．

でアプリをダ

ウンロードしていますよね。あるいは、グー

グルで何か調べる。ヤフーで何か買う。アマ

ゾンで品物を調べる。全部、無料でできてし

まいます。なんで無料でできるのか？だって

私たちの社会生活において、お金を払わずに

無料でサービスを提供されるって殆どない

訳ですよね。でも、例えば、民法のテレビで
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あれば、ＣＭが入ることによって私たちは、

ただ
．．

で見ています。同じように、ネットサー

ビスも、ＣＭ、広告収入でその会社が、まず

利益を得ているというのが１つです。

もう１つが課金です。つまり、より魅力的

な有料の方法を利用してもらうことによっ

て、そこから収益を上げています。課金とい

うと、何か、遠い世界の話のように聞こえる

かもしれませんが、おそらく、今日、ここに

いらっしゃっている方は殆ど実は課金して

いると思います。例えば、LINE 使っている

方、スタンプってありますね。LINE にはね、

LINE にはそもそも無料でいっぱいスタンプ

が用意されているのですよ。だから、LINE

を使い始めたときって、大抵の人は、その無

料のスタンプを使っています。最初はそれで

いいのです。ところが、誰かからこう、送ら

れてくるメッセージとか見たときに、何かか

わいいキャラクターが躍ったりとかしてい

るのを見ると、何か、やはりこの無料のほう

が、何か〝しょぼいな〟という気になってし

まう。それでは有料のスタンプっていくらす

るのだろうか、というと 120 円からあるので

すね。120 円で 20 個ぐらいかわいいスタン

プが買えるのですよ。この 120 円という価格

設定は、これは、実はものすごく消費者心理

を考えに考え抜いて出てきている数字なの

ですよ。

これ、ペットボトル一本より安いでしょ

う。だからそのへんの自販機でお茶を一本買

っても 140 円…、それならば「120 円で、こ

んなかわいいスタンプが 20 個も買えるのな

ら、いいや」というふうに、まず入りやすい

価格設定なのです。

では 120 円でスタンプ 20 個買います。そ

れで気が済むかというとそうではない。今度

は別の白いスタンプが欲しくなるのですよ。

最初にパンダスタンプ買ったら、次ぎはうさ

ぎとか、うさぎの次は猫とか、猫の次は犬み

たいに違う種類のスタンプが欲しくなって

しまう私たち。そうすると 120 円入り口であ

っという間に 1200 円くらい課金していたり

します。たぶん心当たりのある方いっぱいい

らっしゃると思いますが、まさにこれが、ビ

ジネス戦略です。最初の入り口は簡単だけれ

ど、そこに一度踏み入れたらなかなかそこか

ら抜けられなくなってしまうというシステ

ムを、ネットサービスの会社は、ものすごい

計算をして戦略を立てている訳ですね。その

中の一つが〝斉藤さん〟です。

アプリ〝斉藤さん〟
〝斉藤さん〟というアプリをご存じの方

いらっしゃいますか。斉藤さん…。さすが若

い人は知ってますね、あら、ちょっと…自称

若い人がかなり今日は坐っていると思いま

すけど…。ね、こういうところで本性出ちゃ

うのですよね。

これ何かというとアプリ・ストアで、例え

ば〝斉藤さんアプリ〟をダウンロードして

いきます。このスマホに取り込みます。こう

いう画面が出て来るのです。真ん中に〝斉藤

さんと話す〟と書いてありますよね。あそこ

を指でポンと押すのです。パンプと言います

ね、ポンと押すとどうなるかというと、この

スマホがルルルー
．．．．

…、誰かの電話を呼び出す

のですよ。ただ押しているだけなのに…番号

関係なく…。じゃ相手は誰ですか。〝斉藤さ

んと話す〟と書いてあるから、相手は斉藤さ

んかというと違います。これ、どこの誰に掛

かっているか分からないけど、とにかく誰か

につながるのです。マッチングアプリと言っ

て、要はこのアプリに同時に接続している人

同士をコンピュターが自動的にピュー、ピュ

ーってつないでいく仕組みです。誰につなが

るか分からないのです。例えば中学生の女の

子が斉藤さんを使いますよね。「はい、もし

もし」って何か変な親父が出てきたとしま

す。変な息づかいが聞こえるとかね。そした

ら「キモーイ」とか「へんたーい」とか言っ

てガチャッと切ればいい訳ですよ。私が取材

する子たちも、「斉藤さん使って、何かキモ

ーイやつ出てきたからガチャ切りした…」と

いう子、結構います。ガチャ切りしてくれれ

ばいいのです。これ、もしも出た人が何か爽

やか系のイケメンぽい感じの人で「こんにち

は、ぼく慶応に行っているのですけど、大学

生ですみません。絶対変なやつじゃないんで

お願い、１分だけ話してください…」とか、

言われたらどうですか〝１分くらいならい

いかな〟と思ってしまうのが人間ですよ。そ
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れで「あ、どうもこんにちは」って言って、

何か「ディズニーとか、行きます？」とかい

う感じで話が盛り上がったとしますよ、たま

たま…。

ここからがみそ
．．

です。話が盛り上がった、

相手の人が良さそうな人、いろいろ楽しい、

だけどここで「じゃぁね、今日話できて楽し

かったです。バイバイ」…電話を切ってしま

えばどうなりますか。二度とその人と話せま

せんよね、たまたまつながった人だから。こ

れがまさに心理に…人間の心理に非常に深

く関わるのです。

今、楽しい。とても話していて楽しい…、

この人とこの電話を切ってしまえば、もう二

度と話せない…となると、そこでどういう気

持ちになりますか。もったいない。切れない。

相手に「何かさぁ、話し楽しかったじゃん。

何かこれでバイバイ、さびしくない？」「お

れなんかちょっとさびしいよ。もうちょっと

さぁ何かあと１回ぐらい話したいから、ちょ

っとツイッターとかでつながりたいな…」と

か。「LINE の ID 教えるから…」とか。「お

れの携帯教えるんで、何か気が向いたら連絡

ください」とか、言われるとどうなりますか。

「電話しちゃおうかな」とか、「LINE で連

絡とっちゃおうかな」みたいな気持ちになっ

てしまう…。こういうふうに、いろんな心理

的誘導がこういうアプリの裏側にあるので

すね。

アプリ〝himabu〟は出会い系サイト？
では、もう一つ、アルファベットで himabu

と書いてありますね、ヒマブと読みます。こ

のアプリご存じの方…？あら全滅？

私、今、中学生や高校生に同じようなスマ

ホ関連の講演をすごくやっているのですが、

ヒマブが出てきたとたんにワハハハハアと、

子どもたち笑いますよ。つつきあったりして

…。

これは、学生限定ヒマコミュニティーとい

うアプリです。画面にひま部学生大集合と書

いてあり、これは学生限定となっています。

小中高大学生までの学生だけが使えるとい

うＳＮＳです。運動部にも、文化部に入って

いない人のことを帰宅部といいますよね。そ

れののり
．．

で、要は〝ヒマしている子だけでヒ

マ部、部活作って、ここでみんなで楽しもう

ぜ〟こういうのり
．．

なのですよ。

これは、いわゆる〝出会い系サイト〟で

す。自己申告ですから、大人の人だって「中

学生で～す」って言って入っている可能性あ

る。

しかし、子どもたちにするとね、部活の…、

しかも会員登録募集などとは言わないで、こ

れ、「新入部員求む」みたいな言葉使ってい

る。そうすると中学校とかで部活やっている

生身の中学生とかにすると、何となく部活の

延長線上で〝あそこの大会で会ったあそこ

の学校のテニス部の子ここに居るかな〟み

たいな感じで、入り易くなってしまう。こう

いうＳＮＳ、こうした物も、非常に言葉使い

…〝新入部員求む〟とか、〝君も入部しよ

う〟とか、〝同じ部活のこと、リアルな部活

のこと、ここでおしゃべりしよう〟みたいな

感じで、ものすごく子どもたちを取り込み易

い。〝安全だよ〟〝大丈夫だよ〟〝学生しか

いないよ〟みたいなことを謳っている訳で

す。

こういった中で子どもたちが、いろんなネ

ット用語に触れているのですが、ちょっとク

イズ出しましょう。簡単すぎてみんなお分か

りかも知れませんが…。まず〝ＪＣ〟…これ

は日常用語なので分かりますよね、はい、

〝ＪＣ〟何ですか、はい、お母さん、お父さ

ん〝ＪＣ〟は何ですか。

〝女子中学生〟ですよね〝ＪＫ〟だった

ら〝女子高校生〟ですね。次ぎ〝やしゃめ

ん〟これも簡単ですね、何ですか。やさ…、

野菜ラーメンじゃ無いですからね、〝優しい

男性〟ですね。

次、丸い形が出てきましたが、これ分かる

方？これ、何でしょうって言われても「丸で

しょ」としか、言いよう無いと思いますが、

これクイズですから、これ丸じゃありませ

ん。ヒント、算数とか数学の授業中に先生が

黒板に大きくこの形を書きました。これ何で

すか、算数・数学だから何？そうそう大学生

が口走っていますが、これは、丸じゃなくて

〝エン〟と読むのですね、「円の直径を求め

なさい」なんていう問題ありましたよね。エ

ンと読むので〝援助交際〟という意味です
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ね。

最後アルファベットのＵ。漢字の吉、数字

の２。これ意外と分かると思います。

はい、どなたかこれは何ですか。Ｕ吉２。

ゆきち、ゆきちと言ったら福沢諭吉でしょ

う。今日福沢諭吉がサイフの中に入っている

人は、１万円札を持っているということで

す。諭吉が２だから、２万円という、こうい

う意味ですね。

はい、皆さんがお子さんが何かツイッター

ばかりやっていてね、「辞めなさい。危ない

よ」…いくら言っても「分かってる」と言い

ながら辞めない。「何やっているの」と聞い

ても「うざいよ」と言われて見せてくれない。

たまたまね、子どもがこうスマホ置き放しで

トイレなんかに行って、そのすきにパッと見

たら、ちょうどツイッターやっている。見た

らね〝コンチワース川崎住ＪＣいる？おれ

ヤサメンだけど○Ｕ吉２よろしく〟みたい

なメッセージがあったら、これ〝川崎に住ん

でいる女子中学生いるかな。おれ優しい男だ

から、２万円で援助交際よろしくね〟こうい

う意味になってしまう訳ですよ。現役のＪＣ

とか、ＪＫに言わせると「ハー？２万？安

う！」みたいな「２万とかあり得ないっしょ」

とか言う子がいて、非常にみんな現実感覚無

くこういうメーセージを、受け止めていたり

します。これ立派な犯罪ですからね。児童福

祉法違反なのですよ。犯罪なんだけどこんな

言葉を使って軽く書かれると、すごく現実的

に受け止められない。現実的に受け止められ

ないことの問題が、一番出ているのは、私は

〝いじめ〟だと思います。

ネット利用で一番深刻なのは「いじめ」
子どもたちのネット、スマホ利用を取材し

ていて、一番深刻だと危惧しているのがいじ

めなのですが、いろんないじめの問題があり

ますが、例えば恥ずかしい写真や動画を撮影

してみんなで見る。全国の公立小中学校は文

科省からの通達で校内の携帯電話、スマート

ホンの持ち込みは原則禁止されています。禁

止されていますけどもこんなに小さいです

からね、制服のポケット、かばんの中に入れ

たら、いくらでも持って行くことができる訳

です。そして例えば「あいつチョーむかつく、

なんだよ悪目立ちしやがって」みたいにね、

「みんなでいじめようぜ」みたいになったと

きに、でも殴ったり蹴ったりするとすぐ証拠

が残って先生にバレ
．．

てしまう。その子が例え

ばトイレに入ります。学校のトイレに。男子

の小用便器とか、つい立て
．．．．

も何もありません

からね、その子が便器の前で用を足してい

る、そのときに後ろから近づいて「わー」と

か脅かしたりする訳ですよ。そうするといき

なり来られるから、脅かされてハーとなりま

すよね。その隙にカメラ機能、動画機能にし

ておいたこのスマホを相手に向けてしまう、

今ちょうど用を足していました。大事なとこ

ろが出てしまっています。その写真、動画を

撮られます。そしてそれを見せつけられて

「やばいよ、○○さん、おれさぁなんかお前

の変な写真を撮っちゃた…ワー全部見えて

るよ」みたいに言われて、「明日からさぁ、

この写真を LINE でみんなに撒かれたくなか

ったら、明日から学校に来んなよ」って言わ

れる訳です。

写真撮られた子は撮られただけでも大シ

ョックですよ。その上さらに LINE でみんな

に撒かれるなんて言われたら、もう学校に行

けない。先生とかお父さんお母さんが「どう

した、何があったの？言ってごらん」と聞い

てくれる訳です。だけど自分がほんとうのこ

と言った瞬間にバーともし拡散されちゃっ

たら、もうそれを１つずつ回収するのはほぼ

不可能っていうのは子ども自身がよく知っ

ている。だからほんとうのことが言えない。

そして「死にたいです。どうしたらいいでし

ょ…」ということを口にする子が、残念なが

ら取材の中ですごくいるのですよ。

あるいは写真を撮った子からメッセージ

が来て、「こないだごめん山下、何かさ、お

れ悪かった、反省してる。写真削除するよ、

だから会おうぜ」みたいにメッセージがく

る。だから会いに行く訳です。そうするとそ

の写真撮った子が「ごめんね。おれさぁまじ、

やばいと思ったから削除する。その代わり削

除代１万円な」って言われる。これ 10 万円

だったら親に相談します。１万円ぐらい今ど

きの中学生持ってるでしょう。お婆ちゃんか

ら小遣い貰ったとか、おじいちゃんからお年
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玉貰ったとか、そうやって払ってしまうので

すよ、

１万円払って確かに削除して貰った。完全

削除。ゴミ箱からも削除した。〝ああ、良か

った…〟と思っていると、今度は別の子が現

れて、「ごめんおれコピー持ってるんだよね、

おれ 5 千円でいいから…」みたいな感じでお

金を巻き上げられてしまう。こういった、人

生をずたずた
．．．．

にされるような非常に陰湿な

いじめが、この小さな機械１つで簡単にでき

てしまう。こういう時代に私たちは今、子ど

もを育てているのです。

これは私が取材した中学２年生の女の子

のスマホを撮影させて貰った写真ですが、ご

覧いただいて分かるように〝死ね〟〝死

ね〟〝死ね〟〝死ね〟〝死ね〟というメッ

セージが届いていますよね。メッセージの脇

に送信された日時が記録されているのです

が上から下まですべて 19 時 39 分（午後 7

時 39 分）です。学校終わって部活も終わっ

てお家へ帰って、「さあ、ご飯食べようね」

とか「お風呂に入ろうね」とか一番良い時間

ですよ。その時間にこのスマホがピロン、ピ

ロンと鳴って、そのたびに〝死ね〟〝死ね〟

というメッセージが送られてくる。残念なが

ら学校現場を取材していると、いまだに精神

論を振りかざして「いじめがあってもね、心

を強く持て」とかね「気にするな」とか指導

される先生が、ごく一部いらっしゃるのです

けど、「気にするな」とか「心を強く持て」

とかいうレベルでは全くない…。そんなアド

バイスは何の役にも立ちません。

それともう一つ最近いろんな教育委員会

で LINE を使った〝いじめ相談〟とかが行わ

れるようになってきて、あるいはメールを使

ったとかね、それ自体は私はすごく評価しま

す。専門のカウンセラーとか臨床心理士の方

が〝子どもたちのいじめ相談にのっていま

す〟っていう自治体も増えてきて、それ自体

はほんとうに素晴らしい取り組みだと思う

のですが、ここで考えていただきたいのは、

気持ちが救われたとしても、実際の被害が無

くならないと、ほんとうの意味で子どもは救

われないのですよ。気持ちと合わせてこう言

ったことが、この〝死ね〟〝死ね〟〝死ね〟

〝死ね〟が止まらなかったら困る訳でしょ

う。あるいは〝恥ずかしい写真のコピーがば

らまかれないようにするためにどうしたら

いいのか〟という〝実被害を食い止めるた

めの方法〟を提示されないと、ほんとうの意

味で子どもが救われないです。

うち子を守るのは誰でもない親の責任
保護者の方からよく聞かれるのが「こうい

ういじめの被害に、もしうちの子が遭った

ら、どうしたらいいですか」とか、「どんな

ことを知っておいたらいいですか」とか、よ

く聞かれます。私もそれを説明したいのは

山々なのですが、それを説明すると、それだ

けで２時間３時間かかってしまいますし、そ

もそも個別のそれぞれのいじめ、あるいはい

ろんな被害、そういったものに一般論では対

応できない訳ですよ。

「うちの子がこんな目にあったらどうし

たらいいですか、教えてください」っていう

前に、自分で調べてください。私の子どもじ

ゃないですよ、皆さんのお子さんなのです

よ。自分の子どもを守るために自分で調べな

くてどうしますか。簡単にたった 30 分でで

きます。例えばＳＮＳ・いじめ・被害・対策

とかね、ネット・悪口・書き込み・削除とか

ね、そう言ったキーワードを検索すればいろ

んな情報が出てきます。いろんな相談窓口も

出てきます。それをお子さんといっしょにや

ってください、お家で。そうして、「もしこ

んな被害に遭ったらば、こういう方法がある

んだね」とか、「こうやって被害回復ができ

るんだね。だから、もしこんな被害に遭った

らすぐにお母さんに相談してね。いっしょに

こういう方法で対策とろうよ」っていうこと

をやるのは、誰でもない親の責任です。

うちの子は大丈夫、うちの子はそんなこと

しない、と思いたい気持ちはよく分かりま

す。私も息子が二人いますから。だけど子ど

もを信じる気持ちとは別に、親として子ども

を守るべき最低限のこともやらないで、他人

に「どうしたらいいですか」って聞いている

暇があったら、自分でやってください。

自撮りの問題点
もう一つが自撮りの問題なのですね。最

近、子どもたちが自撮りをバンバンとネット
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に乗せています。ここで２枚の写真をお見せ

しますが、まずこの一枚、女の子の自撮りの

写真を見てください。後ろに障子が写ってい

ますね。この子は自宅の茶の間で写真を撮っ

たのでしょう、そうすると自宅の住所が分か

ってしまう可能性があります。なぜ分かって

しまうのかはあとでお話しします。もう一つ

高校生の〝路チュー写真〟です。〝ろちゅ

ー〟ってあの路上駐車じゃないですよ。路上

でチューすることを〝路チュー〟って言い

ますが、さあ、この二人の写真…、二人の後

ろ側に、あるビジネスホテルが写り込んでい

る訳ですね。そうするとそのホテルの名前か

ら、この町が特定されます。さらに制服を着

ていますから、すぐに「あ、これ県立○○高

校じゃん」ということが分かってしまう。で、

ネットの世界には、他人に対するうらみ
．．．

とか

つらみ
．．．

とか、なんか歪んだコンプレックスみ

たいなものを持っている方がいらっしゃっ

て、「何こいつら〝路チュー〟とかしやがっ

て、高校生のくせに、超リア充じゃん、ふざ

けるんじゃねえよ」という感じで、「こいつ

ら許せねえ、さらそうぜ」みたいなことで個

人の情報をいっぱい検索して、あることない

こと書き込んでしまうような人がいるので

すね。

そうするとほんの出来心で撮った 1 枚の

写真から、自分の人生がめちゃめちゃになっ

てしまう可能性がある訳です。

先ほどの女の子の写真に戻りますけど、何

で自宅の住所が分かってしまうのかという

と、スマホで撮影した写真はただの写真では

ありません。ＥＸＩＦ（イグジフ）情報とい

うデータがくっつくのです。皆さんにこのＥ

ＸＩＦ情報の恐ろしさを知っていただくた

めに私今日、ここに着いてから、自分の自撮

りを撮りました。何も特殊なことはしていな

いです。私は iPhone 使っているので、この

iPhone のカメラアプリを立ち上げて、ただ

こうやって自分の方に向けてバシッて撮っ

ただけです。撮った写真がこれです。…ごめ

んなさいね、こんなおばさんのこんな気持ち

悪い自撮り写真をもうお見せしたくないの

はやまやまなのですが…。

さあこの写真からではどなたかにＥＸＩ

Ｆ情報を少し出して貰いましょう。ちょっと

このマイクのコードが届く範囲なのでちょ

っと前の方に座っている…あります？すみ

ません、ありがとうございます。では、どな

たかＥＸＩＦ情報出したいという方いま

す？簡単な操作です。…ちょっと皆さん、何

でいきなりこういうとき奥ゆかしくなって

しまうの？…「目と目が合ったら困るわ」み

たいな感じで目を伏せてしまうのですが…、

どなたか保護者の方に少し出していただき

ましょう。

ではお願いします。ええっと（あつみ）さ

んですか。良いですよ。ただ、私のこの写真

を指で上に上げてもらって良いですか、そう

です、そうです、もう少し上げてください。

はい、青い字が出てきたので読んでください

神奈川県川崎市高津区溝口１丁目４…日

本…。

ありがとうございます。これたぶん４のい

くつと数字がつながると思うのですけど、画

面がディスプレイの関係で４までしか出て

いませんが、これがＥＸＩＦ情報です。何も

特別な操作をしていません。これが私が先ほ

ど撮った自撮りですよ。ただこれを指で上に

ピッて上げるだけです。上げると地図が出て

きて地図の上に私と写真が表示されるのと

同時に、下に神奈川県川崎市高津区溝口４の

何番みたいな…これがＥＸＩＦ情報なので

すね。私は千葉市に住んでいます。家の近く

で家の猫の写真撮ったのですが、ＥＸＩＦ情

報を出すと〝千葉県千葉市中央区何何町１

1141 の４〟そして上の方見てください〝4

月 14 日 10 時 51 分〟という日時も出てきま

す。つまりこの時間にこの人がここにいたと

いうことが分かる極めて重要な個人情報な

のです。

なぜこういうのが記録されるかというと、

スマホには GPS 機能、位置情報サービスとい

うのが入っていて、これをオンにしておくと

カメラアプリと連動する訳です。だから切っ

ておけばもちろん付きません。でも、たいて

いの人は天気とか何かいろいろ見るのに

GPS をたぶんオンにしていると思います。そ

して非常に個人情報に関わる重要なデータ

なので、例えばツイッター、フエイスブック、
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LINE、インスタグラムこういった主要な SＮ

Ｓでは写真を投稿すると、自動的にイグジフ

情報が削除されています、危ないですから。

会社の方で消してくれているのです。ではツ

イターとか消してくれているのだからバン

バン写真載せても平気ではないかと思われ

るかもしれません。でもいくら会社の方でイ

グジフ情報を消してくれても、この高校生カ

ップルのように着ている制服とか、持ってい

るカバンとか、定期入れとか、ほんとうに小

さな情報から、個人が特定される可能性はあ

る訳です。

SNS で個人情報がさらされる？
私が取材した中学生の男の子、部活の帰り

に５人ぐらいで実はたばこを吸ってしまっ

たのです。そのたばこを吸っている様子を通

行人の人が見て遠くから撮影して〝中学生

が路上でたばこ吸っていました。やばいよ

ね、これ〟みたいに投稿した訳です。ところ

が彼らが着ていたジャージの特徴とかから、

何何中学の何何部名前まで分かってしまう。

部活のジャージって胸のところに刺繍で小

さく山田とか、鈴木とか刺繍があるでしょ、

それで個人の名前まで分かってしまうので

すね。それで個人がさらされて「こんなやつ

ら、高校の推薦入試とか、ふざけんなよ」み

たいな話しになっていく訳なのです。ところ

が多くの子どもたちには、こういう危険性が

具体的には教えられていないのですよ。ただ

「ＳＮＳに写真を上げてはいけませーん」と

教えられている。でもなぜ上げてはいけない

の、そこが肝心なのにそこの教育が思いっき

り消えてしまっているから〝危ないのだよ

な〟と分かっているけど、具体的に何が、ど

う、危ないのか分かっていない。だからこう

いう教育がものすごく大切なのですね。

昨年度、一年間にＳＮＳを通じて犯罪被害

に合った 18 歳未満の子どもが警察庁の調査

で 1,813 人と報告されています。第一位がツ

イッターです。第二位はひま部なのです。ツ

イッターが一位分かりますよね、だって日本

で何千万人もが使っていますから、ところが

ひま部。…先ほど「知っている人？」と言っ

たら誰も手が上がらなかったですよね。ほと

んどの人が使っていない。使っている人はご

くごく限られています。ほとんどが中高校生

です。それくらいしか使ってないのに第二位

になるということは、いかに〝学生限定だ

よ、大丈夫だよ、暇している子だけでここで

からもう
．．．．

よと言っている、一見〝子どもに優

しいアプリ〟がいかに危ないか、ということ

になる訳です。この警察庁の昨年度の犯罪被

害、最年少は８歳の女の子です。自分のいわ

ゆる性的な自撮りを送って性的被害に会っ

てしまった、ということが報告されていま

す。そして今のイグジフ情報のところでも言

いましたけれども、子どもたちにこういう教

育をしていくときに大人が一方的に「危ない

よ、やってはだめだよ」と言っても、はっき

り言って通じません。だって大人の皆さんは

ＳＮＳをやっていない訳ですよ。

インスタ、ツイッター、TikTok とかを〝や

っていない人〟から「危ないよ、これだめだ

よ」と言われてもね…。皆さん、例えば近所

の主婦友が、近くにレストランができて、「ね

えねえ、あそこのレストランて不味いよ、絶

対…」とか言われたとします。でもその人、

実はそのレストランに行ったことの無い人

だったら、そんな言葉を聞いても「え？あん

た行ったこともないのに、どうしてそんなこ

と分かるの」ってなりますよね。今の子ども

たちのネット教育ってまさにそうなのです

よ。やってない人から「危ないよ、怖いよ」

と言われても、「え？あんたやってないじゃ

ん」っていう話になってしまう。

それよりもむしろ〝やってない〟とか

〝分からない〟ということを武器にしまし

ょう。

「ねえ、ねえ、インスタってなあに？お母

さん、やってないんだけど、あれってどうい

うヤツ？」って、子どもに聞いていった方が

早いです。そうすると、子どもたちは「え？

インスタもしらないの？ダサーッ」とか言い

ながらも、「こうで…ああで…」とか見せて

くれたりする訳ですよ。ツイッターなんかで

もそうです。「え？これって何、なに？どう

なってんの、だれがどこから意見を書き込ん

でるの」みたいに、聞いていきます。「なん

かウラアカとかホンアカとかって聞いたこ

とあるけど、あれって何？…」…聞いていけ
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ば子どもたちはペラペラしゃべるのですよ。

「ああ、そうなってんの。一人の人がそん

な、幾つもそんなのを持って居るの…。じゃ

あ蔭で悪口とか書いちゃう訳？…」「そうだ

よ、だからヤなんだよォ」とかって、反応が

返ってきたらこれ、儲けものですよ。

「ええ？裏でそんなこと書かれたら、なん

か目の前の人が信用できなくなってしまう

し、なんか辛くない…？」って聞くと、「そ

う、だからもうむちゃくちゃ疲れるし、もう

ホント、その自分がどこにあるのか分からな

くなっちゃって最悪です…」みたいなことを

どんどん話してくれる。

「そうかぁ、辛いこといっぱいあるんだ。

でもさ、もしこうなったら怖いんじゃな

い？」とかね、「こういうことして欲しくな

いから、ちょっと考えて欲しいよね…」とか

言ってったほうが、彼らは「なるほどな、そ

うかな…」というふうに耳を傾けてくれる。

それこそ私が取材する子たちとかも、「ＳＮ

Ｓで何かメチャ良さそうな人と仲良くなれ

ちゃって、『逢いたい…』とか、言われちゃ

ってるのです。会いに行っちゃおうかなウフ

フフ」とかいう子、いっぱい居るのですよね。

…「そうか、そんないい人と知り合ったら、

確かにウフフと言いたくなるのも分かるの

だけど、じゃぁさぁ、もしあなたが家で留守

番してた、１人で。そしたら何か若いお兄さ

んがピンポンと来てね、『こんにちは、今度

近所に引っ越して来た（さとう）です。よろ

しくお願いします。近所だから仲良くしてく

ださい…』とかって言われた。で、そのお兄

さんから、『せっかく近所に引っ越して来た

んで、もっと親しくなりたいので、ちょっと

家に上がらせて貰ってもいいですか？…』と

か、『玄関入っていいですか…？』って言わ

れたら、あなたどうする…？」と聞くと、「エ

ー？絶対に入れない！」とか言う訳です。「何

で入れないの？」「だって近所に引っ越して

来たとか言っても、それ、ウソかも知れない

じゃん」とかね、「（さとう）って言ってる

けど、それってウソついているかも知れない

し、そんなやつ絶対に家に入れないよ」とい

うのですよ。…「そうでしょ」って。（さと

う）とか言ってた、近所に引っ越して来たと

言っているけど、ウソかも知れない。だから

家に入れないんだよね、じゃ何でツイッター

で知り合った人は信じちゃうの？会いに行

くの？と聞くと「ああ…」みたいな…。そこ

で始めて考えてくれるのですね。

現実生活のルールをネットや SNS に適用
〝ＳＮＳに写真を上げてはいけません。Ｓ

ＮＳで悪口を言ってはいけません。ネットで

誰かを傷つけてはいけません〟という教育

が、今されていますね。確かにそういう教育

方法があってもいいですよ。だけどね、私す

ごくそこに疑問を感じてしまう。…ちょっと

待って、〝悪口言っちゃいけない。知らない

人にわざわざ写真見せちゃ危ないよ。それこ

そ知らない人について行っちゃいけない

よ〟みたいな言葉は、リアルな私たちの現実

の教育として、私たちずうっと子どもたちに

言って来たことでしょう。それを、そのまま

ネットに応用すればいいだけなのですよ。

何か今のネット教育って、ＳＮＳとかネッ

トだけを特別視していませんか。そうではな

いのですよ。大事なのは現実生活のルールで

す。

現実生活のルールが、しっかり作られてい

る家庭であるならば、そのルールをそのまま

ネットやＳＮＳに適用すればいいのです。

写真とかね、動画投稿サイトで注目された

いと言ったって、それこそ「町を歩きながら

知らないおじさんおばさんに『見て見て！』

ってあなたの写真を見せたりはしないでし

ょう。だったらそれといっしょだよ」ってい

うかたちで、子どもたちにリアルに置き換え

て考えさせたらどうでしょう。

「アプリとか、メチャただ
．．

だし使い倒さな

いとソン！」ていう子もいっぱい居るのです

けど「確かにアプリはただ
．．

だよ。ネットサー

ビスもただ
．．

だよ。だけど毎月の通信料はお父

さん、お母さんが働いて払っているでしょ

う。毎月のあなたの通信料いくら？」って聞

くと「知らなーい」というのですね。何で知

らないかというと、お父さんお母さんがまと

めて払ってくれている訳ですよ。「じゃあな

た払ってないじゃん。〝おれのスマホ、私の

スマホ〟って言うけど、自分でお金払ってな

いのに、よく言うね」って、私は言うのです
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ね。「あなたが変なことをして、来月からお

父さん、お母さんがお金払ってくれなくなっ

たら、あなた使えないんだよ。未成年だから

…。」…18 歳未満、自分の力でスマホ買う

こともできませんからね。

だったらお父さん、お母さん、それも自分

の誓いにしてください。子どもがいくらね、

何か言っても言いつけ守らない。何か注意し

たら逆ギレして、何か勝手なことばかりやっ

ている。「だったら、いい。お母さん来月か

ら料金払いません」…て言えば、子どもは使

えなくなってしまう。主導権は親にあること

を忘れないで欲しいです。

そしてね、これはよく中高生の講演のとき

に会場に居る子どもたちにこの計算をして

もらっています。１日…さっき 10 歳から 18

歳の子どものスマホ利用時間が 3.2 時間で

したね、ちょっときり
．．

のいいところで１日 3

時間とします。１が月で 30 かけると 90 時間

になります。１年 90×12＝いくつという計

算をしてもらうのですね、そうすると大体大

抵どこの学校でも頭のよさそうな子が手を

上げてくれて、「はーい」みたいな「1080

時間でーす」って答えてくれる。

今度はこれを１日 24 時間ですから 24 で

1080 を割る。「1080÷24 は？さあ計算して」

って言うと、また頭の良さそうな子が手を上

げてくれて、45 日という数字が出てきます。

〝１日 3 時間ぐらいどうってことないや〟

って、ほとんどの人は思っていますし、実際

3 時間ぐらい使ってしまうのです。ちょっと

何かゲームやって検索して、LINE やって

YouTube 見れば 3 時間、4 時間普通に使って

しまう。だけど１年に換算したら 45 日です

よ。「夏休みより長い時間あなたはずーっと

このスマホを見ていました。ほんとうにそん

な人生でいいのか、自分の人生だからよく考

えて…」って言うと、子どもたちザワザワと

なる。これ、もし 6 時間使っている子だった

ら 90 日ですよ。１年のうち 3 カ月間ずうっ

とスマホ見ていたことになる。「やはりこれ

ヤバイジャン」みたいに、そこで子どもたち

始めて「あれ、こんな使い方でいいのかな…」

って考えるようになる訳です。

大事なのは彼ら自身に考えさせる。ただ

し、ただ考えるというとポカンとしちゃうか

ら〝考えるための材料を与える〟これが、大

人の役割です。

今さらガラケーや固定電話には戻れない
新しい発想を子どもに与えるのも大人の責任

そしてね、たった 10 年で劇的に、このス

マホさえ持っていれば何でもできるような

時代が訪れている以上、後戻りはできませ

ん。今さらガラケーに固定電話にっていう訳

にはいかないし、むしろこれからさらに爆発

的な進化が訪れると言われている訳ですよ。

そうすると、どうせ 3 時間使うならその 3

時間全部ゲームと LINE についやすじゃなく

て、2 時間ゲームと LINE についやしてもい

いから、残り１時間別の事に使う。できれば

将来に役立つような使い方ができれば良い

訳ですよね。こういう情報を与えるのも大人

の役割だと思うのです。

止めろとか、使うなと言っているだけだっ

たら、子どもが困ってしまう。そうではなく

て「ちょっと待って、LINE の時間ちょっと

減らしてこっち使ったら…？」…そういうの

を教えてあげれば、こっちの方が面白いかも

となる可能性はある訳です。例えばスタディ

アプリなんか使っているお子さんも増えて

いますけど、YouTube なんかでもね、無料の

いろんなレッスン、例えば数学とか英語だと

か、そういった学習の動画みたいなものもた

くさんありますし、とくに中学生とか、この

互いの言語を教え合う国際交流掲示板とい

うのがあります。ペンパルとか、ランゲージ

エクスチェンジと言って、日本語を覚えたい

イギリスの人と英語を覚えたい日本の人、お

互いにこっちは英語、向こうは日本語という

ふうにして、それぞれの言語でやりとりをし

ていく。…「ここは違うよ、使い方が、はし
．．

は食べる箸、川に架かる橋と…」みたいなふ

うにやりとりするので、英会話学校に行かな

くても、ただで語学力を伸ばすことができる

上に、さらに語学だけではなくて、お互いの

文化とか習慣とかね、社会ニュースだとか、

そういう形でもいろんな勉強になるものが

ある訳です。

あるいはアプリを使うのではなくて、自分

でアプリを作る側になることもできます。例
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えばユニティとはゲームアプリを作れると

いうプログラムなのですけれども、こういっ

たものも自分で検索していろいろ調べて見

ると「あれ、こういうやり方があったら、も

しかしたらお金儲かるかも知れない」…だっ

てゲームアプリは売ることもできますから

ね。使う側じゃなくて作る側になっていく、

みたいな発想を子どもに与えて行くことも

大人の責任だと思います。

AI、I o T、singularity …、
子どもたちと一緒に考えていこう

さらにですね、ＡＩって皆さん言葉ではご

存知だと思います。IoT とかね、これからい

ろんなことが自動化されて〝ロボットがみ

んなやってしまって人の仕事が無くなる

よ〟みたいなことを漠然と何となく聞きか

じって知っているみたいな方、たくさんいら

っしゃるけれども、ほんとうにこれからの社

会がどう展開していくのか、もちろん私たち

予言者でもない限り分からないし、実はどう

いう方向に行くのかも、いろんな議論があっ

て正解というのは、なかなか言いにくいです

けれど、例えば学校教育、今はみんな学校に

行って同じ授業を受けています。だけれど、

近い将来、習熟度別、例えば、どんどん勉強

したい子はこういう教材で勉強をする。ちょ

っとじっくりやりたい子は、こういう教材で

勉強する、みたいなことをですね、ＡＩが個

人の、そういったカスタマイズで個人仕様で

いろんな教材を作って提供してくれるよう

な時代が、近い将来来ると言われています。

そして職業ですね、最近とても売れている

このホモデウスという本があります。イスラ

エルの方が書いた本ですけれど、近い将来は

ですね、一部の支配者層と、その他大勢の

〝無用者階級〟ってね、言葉が恐いですけど

…に、分かれるというようなことも言われて

いて、これがほんとうにそうなるかどうかは

分かりませんけど、社会生活、今でもグーグ

ル、フェイスブック、アマゾン、ツイッター、

こういった企業、これはすべてアメリカの企

業ですね、そして私たちが例えばアマゾンで

何を買った、グーグルで何を検索した、とい

うこの情報が全てアメリカの会社によって

収集されていて、それによってこの〝40 代

の女の人はこんなことに興味がある〟とか

〝50 代の男の人がこんなの買って、だから

彼はこんなふうなんだ〟みたいなことのデ

ータが集積されて、それが膨大なビジネス・

チャンスを生むというようなことも言われ

ていますけれども、「外で偉そうなことを言

っていても何だこいつエロ動画ばかり見て

いるじゃないか」みたいなね、そういった個

人の情報がどんどん集約されることによっ

て、もしかしたらその人の社会的評価も変わ

ってくる可能性がある訳です。

そして singularity（シンギュラリティ）

という言葉があります。2045 年に、技術的

特異点(technological singurality)と呼ば

れているのですが、このシンギュラリティー

が起こるというようなことが、非常に、叫ば

れています。

ぜひ、こういったことをお子さんといっし

ょに調べて、それで本を読んだり勉強したり

して、こういった知識を、ぜひ、お子さんに

与えあげてほしいのです。何かというと、簡

単にいうと、倍々ゲームです。技術というの

は、ある時点までは遅々として進行してい

る。ゆっくりゆっくり進んでいる。だけど、

ある一定のところに到達すると、爆発的に進

化するといわれています。だって、私たちの

ずっーと過去を遡ったら、私たちはただの微

生物だったのですよ。そうでしょう。その微

生物が何か、いろんな進化して動物になり、

猿になり、人間になっていく訳ではないです

か。そのいちばん最初の微生物、単細胞生物、

１つしか細胞を持たない。それが、多細胞、

つまり、いくつかの細胞を持つまでには、も

のすごい何十億年とかかっている。ところ

が、一度、多細胞というのを持つと、そこか

らの進化は早い。これが倍々ゲームです。

今、ここにＡ４の紙があります、私の。こ

れを倍々ゲームだから折っていきます。一回

折ると１が２になります。これを折ると、４

になります。また折ると、８になります。ま

た折ると 16、32 というふうに、これが倍々

ゲーム。理論上、このＡ４のぺらんぺらんの

この紙を 51 回折ると、その重ねた厚さが地

球から太陽までの距離と同じになります＜

実数としては要・再検証＞。これが倍々ゲー
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ム、シンギュラリティ。こういう時代がもう

目の前に迫っています。あるところまではゆ

っくりなんだけど、ある時点までいったら、

一気に加速する。これからの時代、こういう

時代を子どもたちは生きていかなければい

けない。そうすると、せめて、それくらいの

情報を子どもたちに与えて、いっしょに、勉

強する。考える。関連する本を読む。そうや

って子どもたちを、こっちのスマホゲームか

ら、こっちの世界にシフトさせる。これも１

つの親の立派な教育だと思うのですね。

技術を使っていくのは人間
それと同時に、もう１つ、こういった技術

を使っていくのは、やはり、人間な訳です。

さっきの既読機能が示すように、本来、すば

らしいはずの機能を使う人間が使い方を間

違えると、とんでもない方向にいってしまう

かもしれない。そう考えたときに、やはり、

現実世界の中で、子どもたちに、いろんなこ

とを考えたり、立ち止まらせたり、努力させ

たり、自分を自己肯定させるという、こうい

う経験がものすごく大事になってきます。と

にかく、家庭の中で、まず、しっかり働かせ

てください、子どもたちを。皿洗いでもいい

です。風呂掃除でも、犬の散歩でも何でもい

いです。何かやらせる。そして、役割を与え

ることが、イコールあなたが必要なのです

よ。あなたがお皿を洗ってくれるから、綺麗

になると、お母さんは助かった。お父さんは

楽になった、嬉しいよという、これがまさに、

子どもたちの自己肯定感に繋がっていきま

す。ただし、子どもですから、できないこと、

失敗すること、やったけど間違えてしまっ

た。そういうミスがいっぱい出てくる訳です

よね。最初から、完璧にできる子なんかいま

せん。そこで、「ほら、だから、あんた、お

母さんがやったんじゃない、できないって言

ったのに、無理してやるから、もうお母さん

に任せなさい」みたいに言いたくなる気持ち

は分かるけれど、ぐっとこらえてください。

失敗させてそれを認めてあげてほしいです。

「ああ、失敗しちゃったか、間違えちゃった

か、でも、大丈夫だよ。今回、失敗しても、

次はうまくいくかもしれないじゃん」

そもそも、私たちの人生が失敗と間違いの

連続ですよ。もうたぶん、何かあの時、ああ

すればよかった、こうすればよかったという

後悔、皆さんもいっぱい持っていらっしゃる

でしょうし、「何でこんなミスしちゃったか

な」「失敗しちゃったかな。」「結婚する相

手も失敗しちゃったかな」と思っている人も

世の中いっぱいいますけれど、それでも、何

とかなっている訳ですからね。もう私たち、

人間って意外としぶといなと思うのですけ

れど、子どもたちに教えてあげて欲しいの

は、「失敗したらたいへんなことになる」で

はなくて、「失敗しようが間違えようが何と

かなる。お父さんを見てごらん。お母さんを

見てごらん。こんなにいっぱい恥ずかしい思

いして穴があったら入りたいような人生だ

けど、それでも何とか乗り越えてやって来れ

た。だから、お前も大丈夫だよ」って言って

あげてほしいのです。

子どもたちに大人の人生を語る
そして、この大人の人生を語るということ

を、ぜひ、皆さんにやっていただきたいので

すよ。取材する子どもたちがスマホで何でも

できるし、ネットで何でも調べられるし、と

いう訳です。「そうだね、そのとおりだね、

スマホあれば、いろんなことできるね。ネッ

トで何でも調べられるよね」って、一旦私は、

そのまま彼らの言葉を引き受けて、「じゃあ、

あなたのお父さんとお母さんの人生ってネ

ットで調べられる？」って聞くのです。そう

すると「はぁ…？」とか言って、「いや、う

ちのお父さんとお母さんとかって、全然有名

人じゃないし…」といって、「そんなの調べ

られる訳がないじゃないですか」というので

す。「そうだね、あなたのお父さんとお母さ

んの人生は、確かに、ウイキペディアには載

っていないわね」と。「でも、あなたにとっ

てお父さんとお母さんて、すごく大事な人で

しょう。その大事な人の人生がグーグル検索

では出てこない。ヤフー検索でも出てこな

い。じゃあ、ネットの中に、ほんとうに、大

事なものってあるのだろうか…？」と聞く

と、彼らは「うーん…」と。そこで考えてく

れる。ちょっとしか考えないかもしれないけ

ど、でも、このちょっとが、すごく大事だと

思うのです。
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何も考えずに、猛進して、猪突猛進で進ん

でしまうのではなくて、〝ちょっと待てよ〟

〝ちょっと、ここで振り返ってみよう〟とい

うふうに思って、現実を振り返ってくれるこ

とが、今の彼らにはすごく必要です。

そして、何よりも、皆さんご自身の人生の

なかに、いろんな経験が詰まっている訳で

す。さっき〝いじめ〟の話をしましたね。あ

あいった事例をご覧になったときに、親とし

て、ほんとに胸が潰れるくらいの苦しさとか

不安をお持ちだと思います。うちの子があん

な目に遭ったらどうしよう。ご心配は最もで

す。そのときに先ほど私が、「親として調べ

ないでどうするのですか」と厳しいことを言

いましたけど、もう１つ、やって頂きたいの

が、ご自身の経験を語って頂きたいです。

皆さんの中にも、ひどいいじ苛めに遭った

経験を持ちの方いらっしゃると思います。あ

るいは、嫌がらせをされた、仲間はずれにさ

れた。家が貧乏で恥ずかしかった。勉強でき

なくて、それがすごいコンプレックスだっ

た。そういう負の部分をお持ちの方、きっと、

たくさんいらっしゃいますよね。だったら、

その自分の人生こそが子どもにとって何よ

りの教科書になりませんか。「あなた、こん

なひどいいじめに遭ってかわいそうに…」じ

ゃなくって、「そうか。辛いよね、気持ち分

かる。だって、お母さんも小学生のとき、す

ごい、いじめられたから…」と、「…クラス

中から無視されて、上履き隠されて、教科書

捨てられて、もうお母さん死のうと思ってロ

ープまで買ったんだよ…」と。「首吊ろうと

思ったよ…」って。「でもお母さん死ななか

った。何で、死ななかったって今考えてみた

ら、こんなことあったんだだよ…」とか、「こ

の人にこんなことを言ってもらえて、それで

ちょっと元気になれた…」とか、「そのクラ

スからみんな無視されてたけど、ほかのクラ

スに１人だけ自分と仲良くしてくれる子が

いたから…」とか、何かしらの理由があるか

ら、皆さん死なないで生きてきた訳でしょ

う。その自分の生身の経験こそが、まさに、

子どもたちに必要なのですよ。

〝お母さんは、こんな辛いことあったんだ〟

〝お父さん会社でこんなひどい目に遭った

んだ〟〝でも、何とか頑張ってやってこれて

いるんだ。じゃあ、私も頑張れるかもしれな

い〟という、これは、教科書にもインターネ

ットにも載っていない。だから、皆さんご自

身でしっかり子どもたちに伝えてあげてほ

しいです。

〝子どもたちのこれから〟２つの事例
（１）山形県村山市の〝そば甲子園〟

そして、〝子どもたちのこれから〟を考え

る上で、２つの事例をご紹介したいのですけ

れど、まず、山形県村山市の〝そば甲子園〟

こちら人口 2 万人なのですが、いわゆる典型

的な田舎で、もうどんどん過疎化、高齢化で、

そばがとても有名なそば街道というものが

ある町だったのですが、もうどんどん廃れて

きている。それで、「どうしようか…」とい

うことで、町の人が全国の食物科や栄養科の

ある高校にお手紙を出して、高校生に来ても

らいました。

何をやったかというと、そば粉を使った料

理コンテストです。そば甲子園というものを

やったのですね。そうすると、さすがに、今

の若い子も〝そば粉イコールそば〟なんか

作らないのです。そばシュークリームとか、

そばたこやきとか、そばピザとかね。もうい

ろんな料理をどんどん作る。それを見ても、

町の人はびっくりして、「ひゃーたまげた！」

と…。「そば粉でシュークリームなんかつく

っちまって、こりゃ、すごいな…」…さらに

驚いたのは、今の子ですから、みんなほら、

できた料理とか、どんどん写真に撮ってツイ

ッターとかにどんどん上げていく。〝そばシ

ュークリームできましたぁ、めっちゃうまそ

う〟とかね、〝そば甲子園に出てまーす〟と

か〝頑張ったぜ〟とか書き込んでいく訳で

す。そうすると、これを見た人たちが「えっ、

何、何。そばシュークリームって何」「そば

甲子園って何すか」「それ、どこでやってい

るの」というふうに、どんどん情報が拡散し

ていく。宣伝費１円も使っていないのに有名

になってしまった、ということで、これまた

町の人はびっくりした訳です。そして、町の

長老たちが言うには、「今の若い人ってすご

いんだな」と、「スマホばっかりやっていて

も、ゲームばっかりやってまったくだらしな
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いとか、情けないとか思ってたんだけど、い

や、いや、そうじゃない…」「今の若い人た

ちの力を借りて、おとなが、あるいは、高齢

者が、いっしょに力を合わせて何かやること

で、もっと元気になったり、もっと違う何か

道が見つかるよ」ということで、お年寄りの

人たちがね、若い人たちのパワーで元気にな

ったという例ですね。

（２）和歌山県田辺市の〝高校生地域防災活動〟
もう１つが、和歌山県田辺市の高校生地域

防災活動です。こちらは、人口 9 万人の町な

のですが、やはり、地域によっては、やはり、

過疎化高齢化がひどい訳です。南海トラフの

地震が予想されていますので、避難訓練をや

らなきゃいけない。「ウーっとサイレンが鳴

ったら、避難所の公民館まで逃げろ」とか言

われているんだけど、もう爺ちゃん婆ちゃん

「膝が痛え」だの「腰が痛え」だの言って、

そんな走るに走れない。「これじゃ訓練にな

らないよ」ということで、地域の高校にお願

いして、高校生に訓練に参加して貰いまし

た。これがそのときの写真の一部なのです

が、男の子がおばあちゃんをおんぶしていま

す。おばあちゃんは、大きなマスクしてます

ので、ちょっと顔が見えないのですけれど、

おばあちゃんもこんなことでもなければ若

い男におんぶなんかしてもらえませんよ。私

がこのおばあちゃんだったら、嬉しくて「ま

あ、かわいいねえ」とか言いながら、もう必

要以上に、しがみついちゃうと思いますけ

ど、私は、この訓練に参加した男の子を取材

しました。この写真には写っていない別の子

です。その子はね、いわゆるぐれ
．．

た子ですよ。

勉強とかは大嫌い。で、家族関係も、非常に

複雑で、何とか高校には入ったんだけれど、

成績なんかはもうずっと下降線で、もういつ

中退しちゃうか分からない。「おれとかくず
．．

みたいな人間だから、どうせこの先、ごみみ

てぇな人生送るんだよ」みたいに、ものすご

く自己卑下の強い子だった訳です。ちょっ

と。体格がいい子なのですね。この訓練の日

に、先生に、無理矢理高校に引っ張って行か

れてね。「おい、お前」と、「でかい身体し

てるんだから、おばあちゃんおんぶして公民

館まで運べ」と言われて、「冗談じゃねえ。

何で、このおれがこんなばばあとか…」って

思いながらも、もう目の前におばあちゃんが

スタンバイしている訳です。本人を目の前に

して「何だ、このばばあ…」と言えないから、

しょうがないからおんぶして、その子曰くで

すよ、「もう何か、ばばあをおんぶしても臭

いんすよ」とかって言ってましたけど、おば

あちゃんだから、田舎のおばあちゃんは、毎

日、お風呂に入って、毎日シャンプーとかし

ないしね。ちょっと独特の臭いがしたのかも

しれないけど、とにかくおんぶして、「うわ

ー最悪！」とか思いながら、何とかおばあち

ゃんをおんぶして公民館まで運んだのです。

そうしたら、また、「まだ次のおばあちゃん

が待ってるから、もう１回戻れ」と言われて、

「え？また？ 冗談じゃねえ、何でおれがこ

んなクソババアとかを、おんぶしなきゃなん

ねえの…」とか思いながらも、みんな素直な

んでしょうね。しょうがなく、また戻って、

またおばあちゃんをおんぶして、結局、３人

のおばあちゃんをおんぶして公民館まで運

んだ。もう３人目のおばあちゃんをおんぶし

たら、もう息はぜいぜい、膝はがくがく、疲

れたとか思っていた。ぱっと顔を合わせた

ら、自分が運んできたおばあちゃん３人が、

こうちょこんと目の前に座っている。目と目

が合ったのです。

そうしたらおばあちゃんたち、いきなり、

こうやって手を合わせて、こうやって深々と

拝む訳です。お年寄りって、特に、田舎のお

年寄りって、こんなふうに手を合わせて何か

あると拝むのですよね。だけど、男の子は今

どきの男の子ですから、お年寄りとそんなふ

うに蜜に接したことなんかないから、いきな

り手を合わされて、こんなことされてもびっ

くりして、「はぁ？」みたいな感じですよ。

「何だ、こいつら…」って…。

そしたら、おばあちゃんたちどうしたか。

「ありがとうございました」「おおきにな、

ほんまに、あんたのお陰でな、助かりました」

「うちらな、走れんしな、まあ、ほんまに訓

練言われてもな、なーんもできなくて、どう

しようと思ってた。けどなぁ、あんたがおん

ぶしてくれたから、ほんまにありがたかっ

た。おおきに」「あんた、神さまみてぇな人
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講演記録「子どもを取り巻くネット・スマホの危険性と上手な活用法」

やな」って、「ほんま、いい人や」「ほんま

に、うちら嬉しかった」「おおきにさんです、

ありがとうございました」って、おばあちゃ

んたちが何回も何回も「ありがとう」「おお

きに」って、頭下げる。

その姿を見ていたその子は、わぁーっと涙

が出ちゃった。〝何だ、このババアたち、こ

んなおれのこと、神さまみてぇな人や、いい

人やって。何でこんなおれに、ありがとう、

ありがとう、おおきにって、何で、そんな何

回も頭下げんだよ…〟と思いながらも、涙が

止まらない。そして、〝あれ、おれくずみて

ぇな人間だと思ってたけど、こんなおれで

も、この人たちの役に立てたんだ。おれ、必

要とされている人間なんだ。だったら、おれ、

これからも生きてていいんだ〟って、「おれ、

そのとき、生まれて初めてそう思えました」

って、私の取材のときにも、目に涙をいっぱ

い溜めながら話してくれました。

〝生身の人生〟を子どもたちに教える
このおばあちゃんたち、どこにでもいる田

舎のおばあちゃのですよ。スマホなんか持っ

ていないでしょう。だけど、その田舎のおば

あちゃんたちが 80 年、90 年と生きてきて培

った人生の力ですよね。親切にしてもらえた

ら、手を合わせて拝んで「おおきに」って、

それが当たり前、その当たり前のことをした

だけなんだけど、それこそがね。人が持つ生

身の力なのですよ。

もしそのとき、おばあちゃんたちスマホ持

っててね、「ねぇねぇスマホ持ってるんだよ」

って「LINE やりたいね」なんて言って、LINE

そこでふるふるとかやって交換して「ありが

とう」〝ピッ〟なんて送ってたら、その子、

泣きましたか？泣かなかったと思います。

さっきまで「何だよ、このクソババア…」

って思ってた、おばあちゃんたちが、まさに

その子にとっては神さまのようなありがた

い存在になった。人生はこうやって予想外の

ことが起きるのですよ。ＡＩはいろんなこと

を予想します。予測します。そして答えを導

き出す。でも私たちの生身の人生は、こうだ

と思ってたものが全く違うことが起こりう

る。それが私たちの生身の人生ですよね。そ

ちらを子どもに教えられるのは皆さんです

よ。

ええ、親子で LINE で。ええ、「今日何時

に帰ってくる、明日お弁当いるの？」って、

「試合何時から」いいですよ、そういう連絡

をしても。だけど、せめて、時々は子どもた

ちの目を見て、子どもたちと向き合って、生

身のふれ合いをして、そして親子でね、手を

取り合って、日々生きていくというね、その

気持ちを忘れないでいただきたいなという

ふうに思います。

はい、ちょうど時間となりましたので、こ

こで私の講演を終わらせていただきます。ほ

んとうに皆さん熱心に耳を傾けてください

まして、このような場でお話させていただく

機会を頂戴したことをとても光栄に嬉しく

思います。

ほんとうに皆さんありがとうございまし

た。（拍手）
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平成３０年度 高津区地域教育会議「教育を語るつどい」アンケート【集計】

回答数：１０４名

Ｆ１）性別 男性：２７名 女性：７７名

Ｆ２）年齢 １０代：１４名 ２０代： ７名 ３０代：１４名 ４０代：６０名

５０代： ５名 ６０代： ３名 ７０代： １名

Ｆ３）地域教育会議の事業参加回数

初めて：８５名 １～４回：１７名 ５～９回：１名

問１）今回の事業はどちらで知りましたか？

事業のチラシ：４名 市政だより：２名 ＨＰ：２名 市民館だより：１名

知人の紹介：７名 その他（ＰＴＡ，大学生）：８３名

問２）今回の事業の良かった点、改善すべき点

＊別紙にて

問３）①今回の事業にどの程度満足されましたか？

満足：６９名 どちらかというと満足：２６名 どちらかというと不満：１名

不満： ２名

②事業に参加して、新たな気付きはありましたか？

あった：７５名 どちらかというとあった：２１名

どちらかというとなかった：１名 なかった：１名

③事業に参加して、新たな知り合いができたり、今まで知らなかった人と話すことができ

ましたか？

できた：１９名 どちらかというとできた：３４名

どちらかというとできなかった：２５名 できなかった：１８名

④今回の事業は、子どもや地域のことを考えるきっかけになりましたか？

なった：６４名 どちらかというとなった：３２名

どちらかというとならなかった：１名 ならなかった：２名

⑤今回の事業は、地域の課題を認識し、問題意識を持つきっかけとなりましたか？

なった：５３名 どちらかというとなった：３９名

どちらかというとならなかった：３名 ならなかった：４名

⑥地域教育会議の活動に関心を持ちましたか？

関心を持ち今後も参加したい：３１名 関心は持った：５６名

関心を持たなかった：１０名

20



ご意見・ご感想

1 ネット依存、危険性、子どもへ具体的にどのように伝えれば良いのかとても分かりやす

く、実践したいと思います。（４０代女性）

2 再度、子どもたちと話し合ってみたいと思いました。（４０代女性）

3 和か家ではちょうど最近になってキッズ携帯を防犯の意味もあり、おけいこ事での連絡

を家庭間でするために持ちました。このような今の現状の講演を聞いて親子間でのコミ

ュニケーションを密に続けていかなければならないと思いました。（４０代女性）

4 小学校の子どもを持つ親です。上の子にスマホを持たせようと思っていたところなので

ちょうどよいと思い参加しました。本人はスマホを持つということにドキドキしている

ところですが、親は落ち着かせようと必死です。お金やアダルト系など怖いことばかり

といっておどかしています。最初の設定など親の責任と思っています。基本に戻る（知

らない人についていかないなど）はわかりやすく伝えられる内容だと思います。いつも

思うのですがワークショップは不要と思います。今回のように時間もない中、無理やり

やるのは無意味です、今日の場合は講演の途中などでなど考えてください。講演はとて

も有意義でした。石川先生ありがとうございました。もっともっといろいろなところで

お話を広げていってほしいです。（４０代女性）

5 とても良い講師さんでお話が上手で説明も聞きやすくとても理解することができまし

た。ご自身も２人の子どもがいるということで、実話をまじえてての話だったのでより

身近に感じられ自身の立場と置き換えて話を聞くことができました。改善すべきではな

いですが、今日のスライドが期間限定でパスワード付きでもいいので見られたらよかっ

たです（希望です）。最後の実例では思わずうるっときました。正しく便利にスマホを

使用していこうと思います。（３０代女性）

6 先生がはっきりした物言いでおもしろかったです。現実味がありました。参考にさせて

いただきます。ワークショップの意味がない、短すぎる形だけという感じです。来賓の

挨拶が長すぎる。（５０代女性）

7 石川先生のお話は声のトーンも若者の声も上手でひき込まれました。子どもにゲーム、

携帯を持てせていないので今後の参考になった。危険を分かっていても自分には関係な

いと思っている。親と子の生活にうまく活用していくなど良い意見が聞けた。大学生の

意見が聞けてすごく良かった。子どもの声、このような話を子どもと一緒に聞けたらい

いのかもしれない。（４０代女性）

8 今回の内容についてすごく良かったです。今まで悩んでいたことについて考えさせてい

ただきました。新しい認識がありました。グループワークは少し下手で難しかったです。

もっと他の方の意見を聞きたかったです。グループワークの時間がもっとほしかったで

す。（４０代女性）

9 講師の先生のお話しは現実味があり非常に興味がもてた。子どもたちのネット教育のあ

り方をもっと改善していくことも必要だと思いました。こうした講演の内容が各家庭や

学校などで教育に反映できればと思いました。グループワークは講演会の時間におさま

らないので別途話し合う機会が必要だと思いました。（４０代女性）

10 親も知っていた方がいいのですが、子どもたちにもこのような話を学校で行ってもらい

たいと思いました。高学年だけではなく低学年に！（４０代女性）
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11 話にひき込まれました。子どものスマホの危険をとても身近に感じました。とても良い

テーマの講演でした。大学生のスマホの使用度など若い人の意見をもう少し聞きたかっ

た。（３０代女性）

12 ネットやスマホについての事を子どもと話し合い具体的にどんな事が怖いか良いかなど

意見を出し合って一緒に考える事が大事だと思いました。（４０代女性）

13 石川先生のお話が面白くひき込まれました。大学生の意見を聞けたことも貴重です。（４

０代女性）

14 グループワークでいろいろな方の現状や考えを聞けて良かったが、時間が短すぎて一部

の人の話しか聞けなかった。石川先生の話は楽しく参考になりました。親がすべき事考

えさせるような伝え方を実践できるようにしたいと思いました。（３０代女性）

15 自分が子どものころに経験のないスマホを自分の子どもが当たり前に使う時代なので現

状や対策を講座で聞けるのはとてもいい機会でした。（４０代女性）

16 いろいろな人（子どもがいる人、学生さん）の意見が聞けたので良かったです。子ども

とよく話をしながら使い方を考え、危険から身を守るすべを教えていきたいです。（４０

代女性）

17 細かいタイトルに具体的な事例をあげられてとても分かりやすく納得させられる内容で

した。我が家にまさに直面している問題です、参考にさせていただきます。ありがとう

ございました。（４０代女性）

18 石川先生のお話が大変分かりやすくとてもためになりました。（４０代女性）

19 子どもがまだ小１なのでネット、スマホの利用はないが、今後成長するにつれて社会的

にもスマホは必要なものとなっていくと思っており、そうなった時に親として知ってお

かなければいけない事だらけだと実感した。子どもによってネットについての親の悩み

はそれぞれだと思うが、子どもの性格や特性を理解した上で一緒に成長して学んでいけ

たらと思った。危険から守る、知る、自ら考えて行動する、ネット以外でも通じる所だ

と実感した。ありがとうございました。（３０代女性）

20 とてもためになるお話、ありがとうございました。（４０代女性）

21 親の立場の意見を知る事ができて良かった。（１０代女性）

22 若者として扱われる私たちでも知らないこともあったので新しく進んでいるのだとわか

りました。（１０代女性）

23 子どものスマホの扱い方について見直す点はもちろんありましたが、自分自身もスマホ

依存だなと思うことがたくさんあったので、子どもと一緒に考えていかなくてはと思い

ました。学生の方の意見などもとてもためになりました。（３０代女性）

24 いろいろな意見交換ができて良かった。（１０代女性）

25 石川先生のお話し、とても心が動かされ涙が出そうになりました。昨日、小４の息子に

スマホを持たせたところなので、しっかりとルールを決め話すことが必要だと思いまし

た。ありがとうございました。（３０代女性）

26 今まで知らなかった情報を知ることができて有意義でした。（４０代女性）

27 知らないアプリなど知識を身に付ける。もっと子どもに危機感を持たせる。（４０代女

性）
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28 子どもが中学生で、リアルタイムな講演だったのでとても勉強になりました。子どもと

一緒に参加できると更に良いように思います。（４０代女性）

29 いろいろと勉強になった。（４０代女性）

30 グループワークの時間があまりにも短く発表に到るまでの話し合いが出来なかった。（４

０代女性）

31 娘とも携帯をめぐってケンカばかりなので参考になりました。ありがとうございます。

（５０代女性）

32 旬な話題をとりあげていただけて、また他者の悩みも知ることができて良かったと思い

ます。（４０代女性）

33 紹介された子どもたちの間で利用されているアプリを知らなっかので私も勉強しなけれ

ばいけないと思いました。具体的な解決例などが挙がらなかったのが残念でした。一例

だけでも紹介していただきたかったです。（４０代女性）

34 母親の悩みが分かった。うちとは少し違った。（４０代女性）

35 石川先生のお話しはとても分かりやすかったです。ありがとうございました。今の時代

は私たちの時代とは変わりすぎていることを改めて実感致しました。情報が簡単に入り

忙しい時代は良いと思う反面、いじめは誰もが見えない追い込みで自殺するアイドルも

いるので怖いです。グループワークでは大学生の声が聞けて良かったです。最近イタズ

ラメールが来たので子どもと警察に一緒に行き、怖さを実感させました。（４０代女性）

36 講演内容、大変参考になりました。ありがとうございました。（４０代女性）

37 ネットの使い方をもう一度考えて成長に役立つ使い方をしたいです。（３０代女性）

38 一言で参加してとても良かったです。生身のふれ合いがどれだけ大切なのか思い知らさ

れ、今日から実行しようと思います。（４０代女性）

39 グループワークの時間がもう少しあっても良いと思いました。しかし全体的にとても充

実した時間を過ごすことが出来ました。ありがとうございました。（４０代女性）

40 講演は分かりやすく興味のある内容でしたので良かったです。ワークショップは人数、

時間とも厳しかったのでは。大学生が一緒というのは、違う立場からの意見が聞けて良

かったと思います。（４０代女性）

41 今回石川先生のお話しを聞いて現状と具体的なことを知ることができとても良かったで

すしあっという間の時間でした。今後に役立てたいと思います。グループワークの時間

が足りなかったのがもったいないと思いました。（３０代女性）

42 石川先生のご講演内容がとても素晴らしかった。３歳の子どもがいるが、来年から幼稚

園へ。これから社会、人、情報とのつながりに不安も多くあるが、親として一緒に学び

そして守っていくことが必要と現実的な意味で初めて知ることができました。参加でき

て良かったです。子どもの無料保育も本当に助かりました、ありがとうございました。

（４０代女性）

43 とても分かりやすく、今後子どもにスマホを持たせる際に参考にできるお話ばかりでし

た。（４０代女性）

44 先生のお話しこのタイミングでお聞きすることが出来て大変良かったと思います。親も、

そして子どもにもスマホの事をもう一度考える機会を作っていこうと思います。（４０

代女性）
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45 今日はありがとうございました。講演の中での「スマホのゲームやアプリ等のことが分

からない親が”危ないからやめなさい”と言っても伝わらない」というお話しがとても

心に残りました。小中高校の先生にも研修などで是非聞いていただきたいと思います。

（４０代女性）

46 様々な世代の方たちの意見が聞けて勉強になりました。（４０代女性）

47 これから子どもが使用すると思うので人間性も養いながら渡していきたいと思います。

（３０代女性）

48 素晴らしいお話しをありがとうございました。生身の人間として、とても心に響きまし

た。人と人、大切にしていきたいと思います。（４０代女性）

49 スマホの状況についてまだまだ知らないことが多いなと思った。学生さんもいらしてい

たので、子どもの立場としての意見をもう少し聞いてみたいと思いました。（４０代女

性）

50 スマホの危険についてよく学びました（４０代女性）

51 子どもがいる人のリアルな話をグループワークで聞けたのが良かったです。（１０代女

性）

52 貴重なお話しを聞けて良かったです。これから子どもとスマホ、ネットの使い方を話し

合っていきたいです。ありがとうございました。（３０代女性）

53 講演会でとても貴重な話を聴くことが出来た。大変勉強になった。グループでの討議は

必要ないと感じました。もう少し時間があると充実した討議になるかも。すべてのグル

ープから発表する必要があるか疑問に感じた。話し合いの時間をしっかり確保し発表は

２～３グループでもようのでは。（４０代男性）

54 我が家ではまだ子どもにスマホを与えていませんが、与えるのは時間の問題ですので、

与えるにあたっての今後の対策、扱い方を前もって知ることができ大変有意義な講演で

した。石川先生のお話しはすごく分かりやすく素晴らしかったと思います。（５０代男

性）

55 最近の傾向や事例を紹介していただいて講演してもらった事、参考になる話が聞けて良

かったです。（４０代男性）

56 自分はスマホを使用していないのですが、機械では出来ない人の心と心のふれ合いの話

が印象に残りました。そういうことを自分の子どもにも話し感じてもらえればと思いま

した。社会全体で考えるべき問題だと思います。（４０代男性）

57 今日の事業内容は素晴らしかったと思います。重要な点はすべて覚えたので、もし自分

に子どもが出来たらそのような教育をしたいです、ありがとうございました。（２０代

男性）

58

石川先生のお話しがとても参考になりました。（３０代男性）

59 講演内容がとても良かったと思います。グループワークについては、各グループの討議

状況を見てからストップをかけたほうが良いです。まとまっていないのに終わりが来る
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のはよくない。全体的に良い内容なので PTAからの動員の人間は減らして一般参加を増

やすほうが良いと思います。（４０代男性）

60 大学生の意見を聞けたのが良かった。最後まで参加せず退席している人が多いのが残念

だった。最後の発表の時間をなくしてグループワークの時間にあてたら良いと思います。

（４０代男性）

61 お話しはとても分かりやすかった。どうしてもスマホ中心になってしまう現代だがもう

一度リアルな付き合いも必要だと思った。もう少し時間が欲しかった。（２０代男性）

62 ワークショップの時間がもっと欲しかった。（６０代男性）

63 スマホ世代と言われている我々でも知らないアプリなどがあり、また使い方に大変驚き

ました。（１０代男性）

64 スマホの利用について、親視点の話が聞けた。（１０代男性）

65 親と子のスマホの付き合い方について理解できた。悪い点だけではなく良い点や改善点

を挙げているのが良いと思いました。（２０代男性）

66 ワークショップの時間が短すぎる。（６０代男性）

67 講演が大変良かった。（６０代男性）

68 とても参考になりました。（４０代男性）

69 卒業論文のテーマの内容だったので大変参考になりました。（２０代男性）

70 最後のグループワークの時間が足りなかった。石川先生のお話しは分かりやすく情熱的

かつモダンで良かった。（２０代男性）

参加人数 136 名（区 P：102 名・大学生：20名・地教：14 名）
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【 事 務 局 】

〒213-0001 川崎市高津区溝口１－４－１

高津市民館内

ＴＥＬ ０４４（８１４）７６０３

ＦＡＸ ０４４（８３３）８１７５

E-mail 88takasi@city.kawasaki.jp
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