
４－２�「スマホ（スマートフォン）我が家はどうする？（�� 分）�

ねらい� 子どもをめぐる「スマホ」社会の危険性や問題点を理解し、子どもに「スマホ」

を持たせる場合に、親が何をすべきかを考える。�

ねらいと�

する効果�

〇� 子どもを取り巻く「スマホ」の状況を正しく理解し、その対応策について考

える。�

○� 子どもに「スマホ」を持たせるときに保護者としてやるべきことを具体的に

考える。�

事前準備� ○� 事前に４～６人のグループを作っておく。�

○� 対応方法を整理する模造紙、付箋、マジック、筆記用具など�

流れ・時間� 学習活動� 学習活動のねらいとポイント�

導入�

（�� 分）�

アイスブレイク�

�

ワークの趣旨理解�

・家族構成、子どもの学年などを入れて行い、互いに悩みを

共有しようとする雰囲気づくりをする。�

・子どもをめぐる様々なトラブルへの対応についていっしょ

に考えることを説明する。�

展開�

（�� 分）�

�

�

�

�

�

�

（�� 分）�

�

�

�

（�� 分）�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

（�� 分）�

ワーク１�

全体�

エピソードを読ん

で理解する�

グループ�

グループで話し合

う�

・りんさんが「スマホ」をほしがる理由を理解させる。�

・相談している保護者の気持ちに思いを寄せ、子どもと「ス

マホ」との付き合い方について考えるように方向付ける。�

・「スマホ」のさまざまな機能について、模造紙に貼り出し

ながら、整理するよう伝える。�

・統計資料から、子どもの「スマホ」利用状況について、理

解させる。�

ワーク２�

グループ�

グループで話し合

う�

・保護者として、りんさんに「スマホ」を持たせることが心

配な理由をあげていくよう指示する。�

・子どもの「スマホ」利用をめぐる危険な現状・実態につい

て把握し、適切な対応が必要であることを理解させる。�

ワーク３�

個人�

対応方法を考える�

グループ�

「スマホ」を持たせ

る場合の対応方法

を話し合う�

・ワーク２で出た意見を参考に、自分がりんさんの親だった

場合について考えるよう説明する。�

・グループ中央の模造紙に、それぞれが書いた意見を貼り出

しながら、同じような意見があることに共感したり、違う

視点の意見を受け入れたりしながら、様々な考え方を受容

するよう働き掛ける。�

・参考資料から「スマホ」を適切に利用するために知識、技

術、情報モラルやコミュニケーション能力を身に付けさせ

ることの大切さを理解させ、保護者として、子どもの「ス

マホ」のトラブルや依存を防ぐためにすべきことを考えさ

せる。�

ワーク４�

グループ�

「スマホ」利用のル

ールづくりをする�

・ワーク３の話合いを生かして、家庭での「スマホ」利用の

ルールづくりについて考えさせる。�

・グループ内で各自が考えたルールを発表し、共有するとと

もに、ルールづくりで大切なことについて話し合う。�

まとめ�

（�� 分）�

ふりかえり�

個人→全体�

感想を記入し、発表

する�

・ワークを通して「気付いたこと」「やってみようと思うこ

と」を記入させ、子育てへの意欲をもたせる。�

・子育てに不安はつきものであり、一人で悩まず、周囲に援

助を求めることが大切であることを伝える。�

�

�

�

�
�

携帯電話・インターネットの対応（中学校�年生� 保護者）�

携帯電話・インターネットなど、子どもに有害なことがわかっていながら利用�

せざるを得ない状況にあることが、親にとってストレスになっています。学校は、�

「各家庭の問題」として家庭に責任を負わせていますが、子どもが誰とどんなや�

りとりをしているのか分からず、心配なことに巻き込まれたりしないか不安で一�

杯です。対応・対策は、一家庭でがんばりきれる状況でなくなっています。�

�

� � アドバイス�

教育・子育てにおいて、社会環境の急激な変化は、しつけや指導をする親世代�

にとって非常に頭の痛い問題です。なぜならば、子どもたちの現実に照らすと、�

自分たちが受けた教育が時代にそぐわなくなってくる面が増えてくるからです。�

テレビ、あるいは電子ゲームが出現した時、その時代の親たちは、子どもが悪�

影響を受けることを恐れ、そのたびに大きな社会問題として対応・対策を考えた�

ものです。現代のケータイ・インターネットは、情報通信機器の急速な発展がも�

たらしたものですが、大きな利便性がある反面、有害情報によって犯罪にまで巻�

き込まれる恐れのある側面も持っており、「親にとってストレスとなっています」�

という相談者の訴えは、多くの保護者の感じているところでありましょう。�

学校が「各家庭の問題」と言うのは、学校での所持・使用については規制でき�

� � ても、各家庭のそれぞれの方針についての指示・指導はできないからです。です�

� � から、「携帯電話を持たせる・持たせない」から始まり、その使用の仕方などに�

ついては、保護者の責任において指導・監督することになります。このことを踏�

まえた上で、保護者の構えとして次の２点についてお伝しておきます。�

１点目は、家庭でのルールを決めて守らせる、ということです。時間を決める、�

食事中は触らない、フィルタリングを行うなど、家庭の状況により何らかの約束�

をさせます。そして、守れない時は所持を禁止するなど、ある基準を超えれば厳�

しく対応することも必要です。お子さんは、まだ義務教育段階の中学生であるこ�

とを忘れないでください。�

�点目は、困ったことが起こったら必ず相談するようにさせる、ということで�

す。保護者がさまざまな方法で子どものネット環境を管理しようとしても、全て�

を把握することは不可能です。また、子どもは、友人とのメールなどは親に見せ�

ないものです。ですから、基本的にはルールの範囲内でのことは子どもに任せ、�

それでも困ったことがあったら必ず相談してくるようにしておくことが大切です。�

良かれ悪しかれ、子どもたちは、ますます発展していくと考えられる高度情報�

化社会の中を生きていく必要があります。中学校時代は、その訓練期ともいえる�

でしょう。この時期には、ツールとしての携帯電話・インターネットの効果的な�

利用を経験させることは意義あることですが、同時に、ルールを守り、危険を回�

避することの重要性をしっかりと指導してください。�

出典：愛媛県教育委員会「えひめ家庭教育� 子育てハンドブック」�
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