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頭の準備体操 
今日のテーマとは関係ないよ！



56% 

74%
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さぁ、この数字の意味が  
わかるかな？  

6年年⽣生は昨年年も⾒見見たぞ！



4

1時間後　56% 

1日後　　74%

⼈人は忘れる⽣生き物  
相当、忘れるぞ！
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キーメッセージ



①道具は使う人次第 
②人は皆違う

6

トラブルを回避する  
2つのキーワード
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社会背景
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スマホ6年、LINEは5年

出典：日本経済新聞2014年1月2日付「IT革命から20年　どうなるネット社会の未来 」
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知らずに使うことが 
最大のリスク



11

トラブル事例



12映像：メ～テレ「女子高生が線路に立ち入りか」



13画像：「NEWSまとめもりー」より

学校名掲載



「(列車)往来危険罪」 
2年以上の有期懲役

14

往来汽⾞車車転覆等罪（脱線）  
無期懲役⼜又は3年年以上の有期懲役  

（⼈人が死亡した場合）  
死刑⼜又は無期懲役



無かったことにはできない！
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⼀一度度ネットに書き込んだことは  
消すことができない  

交通事故を揉み消せないのと同じ

ポイント①



犯罪と表裏一体

16

何気ない投稿が犯罪に繋がる  
誰もが被害者・加害者になる  
きっかけとなるのがスマホ

ポイント②



○脅迫罪（刑法第222条） 
・2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金 
○名誉毀損・侮辱罪（刑法第230条、第231条） 
・3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金 
○強要罪（刑法第223条） 
・3年以下の懲役 
○恐喝罪（刑法第249条） 
・１０年以下の懲役 
○傷害罪（刑法第204条） 
・15年以下の懲役又は50万円以下の罰金若しくは 
○児童ポルノ提供等（児童買春、児童　ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条） 

・5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金 
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○信用毀損・偽計業務妨害（刑法第233条） 
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 
○威力業務妨害罪（刑法第234条） 
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 
○(列車)往来危険罪（刑法第125条） 
・2年以上の有期懲役 
○往来汽車転覆等罪（脱線）（刑法第127条） 
・無期懲役又は3年以上の有期懲役 
・（人が死亡した場合は）死刑又は無期懲役 
○私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 
　（通称：リベンジポルノ被害防止法、リベンジポルノ対策法） 
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 
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犯罪者になるかどうかは 
あなたの使い方次第

19

誰もが簡単に犯罪者になる  
実社会もネット空間も同じ  
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映像：ラップでスマホトラブル回避術10 『気づいたらスマホ中毒』 
https://youtu.be/C7rAjP-6Xfs

https://youtu.be/C7rAjP-6Xfs


21

スマホ依存



22

ブルーライトの影響による「睡眠障害」（各種疾患へ）
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「視力低下」「スマホ老眼」
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「肩こり」「ストレートネック」
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「テキストサム損傷」（指が変形）
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「うつ状態・うつ病」
●抑うつ気分 
　・気持ちが沈む、ふさぎ込む、滅入る状態が続く 
●興味・喜びの喪失 
　・何をしても楽しめなくなる 
●食欲減退・過多 
　・意図しない体重減少・増加 
●睡眠障害 
　・不眠・睡眠過多（眠くて仕方がない） 
●精神運動制止・焦燥 
　・話し方や動作が遅くなる・じっとしていられなくなる 
●易疲労性・気力低下 
　・疲れやすくなる・億劫で仕方ない 
●罪悪感・無価値観 
　・自分のことを責めてばかりいる 
●思考力・集中力低下 
　・集中できない・まとまらない 
●自殺念慮・自作企図 
　・死について何度も考える・自殺を計画する 
●その他、身体的不調 
　・頭痛・肩こり・胃腸不調（下痢・便秘）、発汗、 
　　息苦しさなど



スマホ依存症になるかどうかは 
あなたの使い方次第
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やりすぎ注意！  
法律律違反ではないが  
正しい使い⽅方ではない
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数字のクイズ 
今度は関係あるよ！



54/229(4-5月) 
(23.6%)
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この数字の意味が  
わかるかな？  
ヒントは「電⾞車車」
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携帯・スマホの線路落下による遅延 
54件/229件(4-5月) 

(23.6%)
乗降降時に落落としたり  
他⼈人と衝突で落落とす
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（出典）左：朝日新聞デジタル2016年5月30日付「歩きスマホ、死に至ることも　画面見てイヤホン…転落」より（品川区天王洲アイル駅） 
　　　　右：docomo×新宿駅東口での歩きスマホ防止キャンペーン（2014年3月号販促会議）



32（出典）神戸新聞NEXT 2016/5/20付「歩きスマホは「あホ」！三宮に“過激”ポスター」＝神戸市中央区、ポートライナー三宮駅
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歩きスマホをするかどうかは 
あなたの使い方次第

35

ながらスマホは⾮非常に危険  
使う時は⽴立立ち⽌止まって！
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映像：ラップでスマホトラブル回避術11 『写真や発言、永遠に消えない』 
https://youtu.be/2ng8dZ9vEbE

https://youtu.be/2ng8dZ9vEbE


ネット投稿の不思議な心理
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渋谷の交差点

38
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自宅の玄関



実社会ではできないことも 
気軽にできてしまう怖さ
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①使い始めで危険なことを知らない時  
②使い慣れてきて⾃自分は⼤大丈夫と思った時  
③誰かに認められたい気持ちが⾼高まった時



 1. 依存症（依存傾向）・引きこもり→ SNS、ゲーム、漫画・動画閲覧等 
 2. ウイルス感染・個人情報流出→SNS、メール、web閲覧、持ち出し等 
 3. ネットいじめ・犯罪行為→SNS、動画・写真、メール、掲示板等 
 4. 不適切投稿・迷惑投稿→SNS、動画・写真、ブログ、掲示板等 
 5. 詐欺・不正請求、高額請求→SNS、フリマ、ゲーム、アダルト等 
 6. 交友関係トラブル→SNS、動画・写真等 
 7. 性被害・性犯罪→SNS、動画・写真、ゲーム、掲示板（LINE ID交換）等 
 8. リベンジポルノ→SNS、動画・写真、ゲーム等 
 9. 乗っ取り・なりすまし→SNS、掲示板等 
 10. 誘い出し・誘拐・拉致監禁→SNS、動画・写真、ゲーム、掲示板等 
 11. プライバシー侵害・名誉毀損→SNS、動画・写真、掲示板、メール等 
 12. 著作権・肖像権違反→SNS、動画・写真、掲示板、ブログ等
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サイバートラブル発生の要因



危険かどうかは 
あなたの使い方次第

42

①実社会もネット空間も良良し悪しは同じ  
②良良し悪しの判断できないことはやらない  
③判断できるようにルールを設ける



　1.実社会もネット空間も同じ（悪いことは悪い！） 
　2.個人情報は投稿しない・送らない 
　3.他人の悪口は投稿しない・送らない 
　4.感情的な時は投稿しない・送らない 
　5.相手がどう思うかわからない前提で送る 
　6.見知らぬ人には連絡先を教えない・会わない 
　7.無料だからと安易にダウンロードしない 
　8.裸の写真/動画は撮影しない・送らない 
　9.良し悪しの判断がつかない時はやらない 
　10.ルールを決めて使う際の判断基準を持つ 
　11.困ったことが起こったら直ぐに大人に相談する

トラブル予防対策
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自分の常識 
お友達には非常識！？
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教えてください



　　　  ❶まじめだね 
　　　  ❷おとなしいね 
　　　  ❸おもしろいね 
　　　  ❹個性的だね 
　　　  ❺マイペースだね

友達に言われて「嫌だなぁ」と思う言葉はありますか？
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人も色と同じ

お友達との違いを知る  
相⼿手の気持ちを考える  

違って良良い、違うのが当たり前
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まとめ



①道具は使う人次第 
②人は皆違う

50

トラブルを回避する  
2つのキーワード
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質疑応答 
この場で質問しにくいことは 

終わった後に 
個別に聞きにきてもいいよ！

後で聞きたいことが出てきたら 
担任の先生にこっそり伝えてね！ 
必ず回答をお伝えします。 
　　　　　　　　ひかりば　原田光久


