
校訓：進取 永続 協同 健康

Ｈ30―Ｈ31

進む!!

保護者アンケートから見えるネット利用の課題

７月末に，保護者に「インターネット利用等実態調査」を行いました。

（これは県が小学校４年生から高校生までの全保護者対象にした調査です。）

以下に，本校の特徴的なデータをピックアップして課題や対策

（以下の，各※印は県教育委員会の資料を参考にした対策の１つで必読です！）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

○インターネットに接続できる子供専用の機器を持っているか。

【携帯電話(ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ含む)，ゲーム機，パソコン，タブレット，携帯音楽プレーヤー等】

①持っている。 49％（スマートフォン

②持っていないが，家族の機器を使っている。

※家族のものを含めると， 93％のかなり多くの生徒が利用

情報モラル教育の必要性を改めて感じます

良いかどうか，もう一度考えることが必要です。（特にスマホ）

○子供が持っている携帯電話は，「フィルタリング」の設定をしているか。

・設定していない。 25％

○ 18 歳未満が使用する「インターネットに接続できる機器」にフィルタリングを利用するか

どうかの判断について，法律では保護者の責務となっていることを知っているか。

・知らなかった 17％

※フィルタリングとは，有害サイトやアプリを制限して，安全にインターネットを利用する

ための機能です。設定していないままスマホを持たせることは，「親自らが，子供と犯罪と

のつながりを作っている。」ようなものです。すぐ設定をお願いします。

○インターネットに接続できる機器利用の家庭内ルールを決めているか。

・決めていない。 14％

○インターネットの使い方について，どんなきまりを決めているか。（決めている内の％）

・使う時間を決めている。 100

・使う場面を決めている。（食事中は使わないなど）

・家族が，電話やメールなどの相手やネットの接続先などを確認している。

・毎月の利用料金の上限を決めている。

・人を傷つけることは書かないなどマナーを決めている。

・通話やメールの相手，インターネットで見るサイトを決めている。

※もし活用する場合は，絶対にルールが必要です。ルールを守れない子供の機器は取り上げ

てください。使いこなせるか見極め，子供の安全を守ることは親の責任です。

○子供は，平日（土，日，祝日を除く）１日に平均して

どのくらいの時間，インターネットを利用しているか。

※２時間以上利用が 21％で，使用時間が長すぎる

います。５時間以上の子供もおり，休日だとどのくらい

利用しているか想像すると心配です。（ネット依存も）

インターネットの利用について，本校生徒でも以下の

ようなことがありますので，御家庭での助言も大切です。

・勉強に集中できない。

・布団に入っても，機器が手放せない。

・制限されるとイライラする。

・睡眠不足になった。等

スローガン（しっかり学び いきいき伝え

県指定「情報モラル教育」研究協力校

長 島 町 立 川 床 中 学 校 便

平成 30
!! 川床中!!

保護者アンケートから見えるネット利用の課題

７月末に，保護者に「インターネット利用等実態調査」を行いました。

（これは県が小学校４年生から高校生までの全保護者対象にした調査です。）

本校の特徴的なデータをピックアップして課題や対策を考えてみたいと思います。

（以下の，各※印は県教育委員会の資料を参考にした対策の１つで必読です！）
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○インターネットに接続できる子供専用の機器を持っているか。

，ゲーム機，パソコン，タブレット，携帯音楽プレーヤー等】

％（スマートフォン 26％）

②持っていないが，家族の機器を使っている。 44％

％のかなり多くの生徒が利用していることがわかります。

情報モラル教育の必要性を改めて感じます。そもそも子供にこのような機器を持た

良いかどうか，もう一度考えることが必要です。（特にスマホ）

○子供が持っている携帯電話は，「フィルタリング」の設定をしているか。

歳未満が使用する「インターネットに接続できる機器」にフィルタリングを利用するか

どうかの判断について，法律では保護者の責務となっていることを知っているか。

※フィルタリングとは，有害サイトやアプリを制限して，安全にインターネットを利用する

設定していないままスマホを持たせることは，「親自らが，子供と犯罪と

のつながりを作っている。」ようなものです。すぐ設定をお願いします。

○インターネットに接続できる機器利用の家庭内ルールを決めているか。

○インターネットの使い方について，どんなきまりを決めているか。（決めている内の％）

100％

・使う場面を決めている。（食事中は使わないなど） 56％

・家族が，電話やメールなどの相手やネットの接続先などを確認している。

・毎月の利用料金の上限を決めている。 50％

・人を傷つけることは書かないなどマナーを決めている。 44％

・通話やメールの相手，インターネットで見るサイトを決めている。

絶対にルールが必要です。ルールを守れない子供の機器は取り上げ

てください。使いこなせるか見極め，子供の安全を守ることは親の責任です。

○子供は，平日（土，日，祝日を除く）１日に平均して

どのくらいの時間，インターネットを利用しているか。

％で，使用時間が長すぎる子供が

もおり，休日だとどのくらい

利用しているか想像すると心配です。（ネット依存も）

インターネットの利用について，本校生徒でも以下の

ようなことがありますので，御家庭での助言も大切です。

・布団に入っても，機器が手放せない。

・制限されるとイライラする。
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校長 脇田武志

７月末に，保護者に「インターネット利用等実態調査」を行いました。

（これは県が小学校４年生から高校生までの全保護者対象にした調査です。）

を考えてみたいと思います。

（以下の，各※印は県教育委員会の資料を参考にした対策の１つで必読です！）
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，ゲーム機，パソコン，タブレット，携帯音楽プレーヤー等】

していることがわかります。

そもそも子供にこのような機器を持たせて

○子供が持っている携帯電話は，「フィルタリング」の設定をしているか。

歳未満が使用する「インターネットに接続できる機器」にフィルタリングを利用するか

どうかの判断について，法律では保護者の責務となっていることを知っているか。

※フィルタリングとは，有害サイトやアプリを制限して，安全にインターネットを利用する

設定していないままスマホを持たせることは，「親自らが，子供と犯罪と

のつながりを作っている。」ようなものです。すぐ設定をお願いします。

○インターネットに接続できる機器利用の家庭内ルールを決めているか。

○インターネットの使い方について，どんなきまりを決めているか。（決めている内の％）

・家族が，電話やメールなどの相手やネットの接続先などを確認している。 56％

・通話やメールの相手，インターネットで見るサイトを決めている。 28％

絶対にルールが必要です。ルールを守れない子供の機器は取り上げ

てください。使いこなせるか見極め，子供の安全を守ることは親の責任です。



登山にしろ何にしろ，99％はしんどい。でも１％の何かが，99％のしんどさの向こうにある。

（冒険サイクリスト 安東浩正）

ちょっといい話

田畑 和紀君（２年生）

清掃時間，予鈴の放送直後に

必ず２階ト イレにや ってくる の

は，田畑和紀君です。無言で，テ

キパキと作業を開始し，見回りの

先生から指 摘された 箇所以外 も

自分で気づいて清掃しています。

来客利用の多いトイレなので，と

ても助かっています。

11 月の行事予定
１日（木）県民週間（７日まで）
２日（金）文化祭，給食試食会，バザー

ノー部活動デー
４日（日）長島一周駅伝試走
５日（月）Ｂ校時，長島検定，ノー部活動デー

第３回ＰＴＡ理事会
６日（火）生徒集会（引継），心の教育の日

学年集金日（７日まで）
７日（水）町小・中学校音楽発表会
８日（木）３年実力テスト（９日まで）

１０日（土）愛校作業
１２日（月）教育相談週間（16 日まで）
１５日（木）スクール・カウンセラー来校
１６日（金）芸術鑑賞，ノー部活動デー
１７日（土）第 63 回長島一周駅伝大会
２１日（水）Ｂ校時，テスト前部活動中止（27 日まで）
２２日（木）生徒会専門部会
２６日（月）期末テスト（28 日まで）
２８日（水）避難訓練
２９日（木）３年三者相談（12 月６日まで）
※11 月の部活動終了時刻 17：15（完全下校時刻 17：30）

道徳授業
９月に３年生で実施した道徳の研究授業では，「寛容の心」

について学習しました。ネット上でのファンサイトへの書き
込みを通して，主人公が気づいたことについて，グループで
意見交換を行いました。

自他の意見の尊重に加え，ネット
モラルに関しても考える良い機会と
なりました。おかげで，ネット上の
コミュニケーションに関して課題が
みつかりました。

一日遠足

９月 21 日は，薩摩川内市の防

災研修セン ターを訪 問して防 災

について学びました。DVD を視聴

したりさま ざまな活 動を体験 し

たりしました。地震体験，煙体験，

暴風雨体験，119 番体験など，実

際に体験することで，考えさせら

れることも多く，被災地の方々の

ことを思わ ずにはお られませ ん

でした。午後は，阿久根市体育館

で全校生徒 が仲良く 楽しい時 間

を過ごすことができました。

芸術鑑賞にお越しください！

期日：11 月 16 日（金）

時間：13：30～15：00

場所：川床中学校 体育館

演目：ミュージカル

「オズの魔法使い」

劇団：劇団ポプラ ＆

川床中学校３年生

川床小学校の児童も一緒に鑑賞

します。地域や保護者の皆様も

川床中学校に御来場いただき，

楽しいミュージカルをお楽しみ

ください。(パイプ椅子を準備)

「虹を見たければ，ちょっとやそっとの雨は我慢」ドリー・パートン（アメリカの歌手・女優）

☆表 彰☆

県理科作品展 入選 川畑 潤平君

「ストローによる水の移動」

町英語暗唱大会

１年生の部 ２位 大迫愛純さん・田中茜さんペア

２年生の部 １位 加世堂 ひなさん

２位 平薮 聡汰君

３年生の部 ２位 中薗 洸耶君

地区新人大会＆地区駅伝大会の結果

◇地区新人大会

柔道（鷹巣中，阿久根中，高尾野中，長島中との合同）

団体戦 １年生永田平聖吾君 出水中の中堅に１勝

サッカー（平尾中，野田中との合同） リーグ戦４敗

野球（鷹巣中との合同） １回戦敗退

ソフトテニス 団体戦 予選リーグ ２勝１敗

トーナメント １回戦敗退

個人戦 １年生大迫・岩下ペア ６位

２年生浦・原口ペア ８位

２年生岩下・田中ペア ベスト 16

※地区選抜メンバー決定！（ソフトテニス）

岩下みなみさん，田中明憂奈さん，原口里歩さん

◇地区駅伝大会

男子Ａチーム １４位／25 チーム中（昨年度は 17 位）

男子Ｂチーム ２５位／25 チーム中（昨年度は 20 位）

女子 チーム １０位／21 チーム中（昨年度は 14 位）


