
携帯安全教室～スマートフォンやネットに潜む危険～

12月12日（木）兵庫県警本部サイバー犯罪対策課から講師をお招きし、１年生と２年生を対
象に携帯安全教室を開きました。２年生のアンケートでは、約７割の生徒が携帯電話やスマー
トフォンを持っており、インターネットを便利な道具として使っているように見えますが、有
害サイトへの接続も含め、その使い方を誤ると個人情報がもれたり、いじめや犯罪につながる
など大きな危険が潜んでいます。使用時間に関するアンケートでは、２年生の場合、１日平均
１時間までと答えた生徒は25.9％、１～２時間は15.6％、３～４時間は16.3％、５時間以上が9.
5％となっており、特にスマートフォンを持っている生徒に長時間使っている、いわゆるスマホ
依存の生徒が多いのが現状です。スマートフォンやネットに潜む危険について、大人がその実
態をよく知り、買い与えて終わりではなく、利用時間や賢い使い方について、是非ご家庭で話
し合っていただきたいと思います。

以下に２年生の感想の中から一部を掲載します。
○インターネットなどは使っていたら便利だけれども、こんなにいっぱい怖いことがあるのは
知らなかったので勉強になりました。一番驚いたのは、ツイッターマップでその人がどこにい
るのかがわかるのは怖いなと思いました。
○いたずら画像のことはニュースでよく見ているので知っていたけど、詳しく聞いてみて、やっ
ぱり絶対やってはいけないと強く思いました。
○私はラインをしているけど、ID検索のことを教えていただいたので家に帰ってから確認しよ
うと思った。今の自分がちゃんと正しいのかを確認して安全に使いたいと思った。
○いたずら画像とかで警察に捕まるのは初めて知りました。出会系とかはこわいので、そんな
ことがあったら無視をしたりブロックをしています。ストーカー系になるアプリは、おかあさ
んからやめろと言われているのでやめています。
○本当にみんなのまわり、身近にあるもので大きな犯罪、大きな被害にあうと思うとすごく怖
いなと思います。使い方ひとつ間違えただけで、自分も巻き込まれ、自分だけでなく友達、家
族、親戚にまでも迷惑をかけて人生を壊していると思えば、使い方をちゃんと考えてしようと
思いました。
○今までは、使いやすそうとか機能がたくさんあっていいなと思いスマートフォンが欲しいと
思ったことがありましたが、スマートフォンなんか使いたくないという気持ちになりました。
私が大人になって、スマートフォンを使う時には、正しい使い方をして誰かの気持ちを悪くさ
せないようにしたいです。
○今日の講演を聞いていなかったら、自分がだまされていたかもしれないし、危ない事件になっ
ていたかもしれないと思うと、今日の講演を聞けてよかったなと思います。これからはスマホ
の使い方に気をつけて生活していけたらいいなと思うし、兄弟全員スマホなので今日のことを
家に帰ってみんなで話せたらいいなと思います。今日は本当にいろんなことが学べてよかった
です。
○今日の話を聞いて、スマートフォンなどの端末は怖いものだなと思いました。知らないこと
がたくさんあって、いろいろな事がおきているんだなと思いました。ぼくはまだ携帯を持って
いないので、持つようになったら今日の話を思い出していきたいです。
○スマートフォンとかは僕は持っていないけど、インターネットは結構するので、改めて気を

つけないといけないと思った。加害者にならないっていうのはもちろんだけど、被害者になる
こともないようにしないとなと思いました。もしこの先、自分が携帯やスマホを使うとしても
必要最低限にとどめておいたほうがいいかなと思った。
○今日の講演を聞いて、犯罪は絶対にしてはならないと改めて思いました。僕はもう１４歳だ
から犯罪をすると捕まるし、親や家族にも迷惑をかけるから注意しながらラインなどを使おう
と思いました。これからはラインとかで知らない人からきてもブロックするなど、ちゃんと対
処していったりしたいと思います。
○ふだん毎日使っているスマホが怖いと思いました。ラインでも使い方を間違ったら自分が犯
罪者になるんだと改めて気付かされました。あと、お店などで面白半分でふざけたり、人に迷
惑にならないように気をつけたいです。スマホもなるべくメールやライン、ゲームなどを使わ
ないようにして、本や家族との会話を大切にしたいです。

生徒総会・生徒会選挙が行われました

12月11日（水）青少年センターの体育館をお借りして生徒総会・生徒会選挙を行いました。
生徒総会では生徒会執行部、各専門委員長から平成25年度のまとめと来年度に向けての課題の
報告がありました。平成25年度の生徒会執行部役員のみなさんは、この１年間、毎朝の挨拶運
動や、体育大会・文化発表会など学校行事の成功に向け全力で取り組み、全校生徒が学びやす
く過ごしやすい、また楽しく生き生きした学校の雰囲気作りや、地域活動に大いに貢献してく
れました。本当にご苦労様でした。
続く生徒会選挙の結果、次の８名が選出されバトンが渡されることになりました。

◇生徒会会長 秋山 みき（２年３組）
公約：たくさんの人に協力してもらえる生徒会執行部をつくる。

◇生徒会副会長 藤田 悠真（１年３組）
公約：学校にくるのが気持良いと思えるような学校にしていきたい。

◇文化厚生委員長 岩﨑 美雪（２年３組）
公約：立花中学校をより良い学校にするために力をつくすことを約束します。

◇図書委員長 杉本 茜（１年４組）
公約：みなさんが読書が好きになるようにし、図書室を利用できるようにしたいです。

◇美化委員長 髙沢 杏珠（２年３組）
公約：自分の決めたことに責任を持ち最後まで成し遂げます！！

◇体育委員長 青山 翔（２年４組）
公約：大きな声で一生懸命頑張ります。

◇健康管理委員長 松本ゆりか（２年１組）
公約：全校生徒の健康を第一に考えます。

◇放送委員長 福地 ユキ（２年４組）
公約：全校生徒が聞きやすく、楽しめるような放送にします。

２学期後半も素晴らしい取組で、たくさんの表彰がありました

※ 裏面に続きますので、裏面をご覧ください。

平成２５年度 学校通信第１１号 平成２５年１２月１７日 発行

立花中だより
尼 崎 市 立 立 花 中 学 校

校 長 福田 美貴子

尼崎市上ノ島町3-1-1 ℡ 06-6427-3838

http://www.ama-net.ed.jp/school/j14/index.html

教 育 目 標
強 く…粘り強く物事に取り組む豊かな心と、健康で

たくましい身体をつくる。

正しく…良く学び、正しい判断力をつける。

優しく…他を思いやることのできる優しい心を育てる。



☆ 第１回ノーチャイム週間 優秀クラス

１年３組 ２年２組 ３年１組 ３年３組 ３年４組

☆ きょうちくとう運動会 第３位
輪投げ大会 上村 蒼 第３位 永井 萌恵 第１位
小林 果鈴 第１位 永尾 崇行 第２位 中森 章太 第１位
鶯 幹太 第１位 平山 優香 第１位

☆ 第64回中高合同音楽会 ３年５組 優秀賞

☆ 尼崎市読書感想文コンクール 中嶋 梨音 特選 海老原雄大 準特選

☆ 兵庫県中学校総合文化祭「書写の部」
山元 初音 特選 山城 理奈 入選 塚尾 彩愛 入選

☆ 第64回英語祭 宮里 涼花 金賞

☆ 書道部 第81回全国書画展示会書の部
酒井 遥 特選 黒岡 史夏 金賞 永尾 護 金賞

☆ 男子テニス部 第10回兵庫県中学校秋季テニス大会 団体の部 第３位
第40回兵庫県中学校新人テニス競技大会
男子ダブルス 第２位 （田代 達也・逸﨑 颯雅）

☆ 野球部 １年生軟式野球大会 第３位

☆ 陸上競技部
尼崎市中学校総合体育大会 駅伝大会
女子総合 ２位 （木下・松本・五井・伊達・迫田）
男子４区 区間１位 山岡 桂大 女子３区 区間２位 五井 萌香
女子１区 区間３位 木下 栞里 女子４区 区間３位 伊達 彩
尼崎市陸上競技選手権大会
男子総合 ２位 女子総合 優勝
前田 尚樹 男子共通２００ｍ ２位 男子共通１００ｍ ３位
井川 拓 男子共通走幅跳 ２位 村上 朋幸 男子共通砲丸投 ３位
松本あゆみ 女子共通走高跳 ２位 女子共通走幅跳 ３位
山本紗也夏 女子共通１００ｍ ２位 女子共通２００ｍ 優勝
平田 里奈 女子共通走高跳 優勝
男子共通４×１００ｍR ２位 （井川・前田・廣渡・尾﨑）
女子共通４×１００ｍR 優勝 （宗村・平田・木下・松本）

1月の主な行事予定 ※毎月第２・第４火曜日は上ノ島福寿会清掃活動

1月 1日（水）元旦
1月 7日（火）始業式・学活・集会・授業
1月 8日（水）３年支援学習

1月１３日（月）成人の日
1月１４日（火）放課後学習 ３年支援学習
1月１４日（火）～１７日（金）参観週間

1月１５日（水）５校時 道徳公開授業談
1月１７日（金）５・６校時 防災訓練（地区会場）
1月２０日（月）朝礼 放課後学習

1月２１日（火）放課後学習
1月２２日（水）５校時 入学説明会 専門委員会（学校保健委員会）

1月２３日（木）１年わくわくオーケストラ
1月２７日（月）放課後学習
1月２８日（火）放課後学習

1月２９日（水）１年実力テスト ２年学習到達度調査

保護者のみなさま、地域のみなさまへ

みなさまにおかれましては、年末を迎え、なにかと慌ただしい日々をお過ごしのことと存
じます。平成２５年も保護者のみなさまや地域のみなさまのご理解とご協力を得まして、本
校の教育活動が円滑に実施できましたこと、深く感謝しております。
今後も学校と家庭・地域が連携の輪をしっかり結び、子ども達の健全育成に力を注いでま

いりたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

「ひょうご防災ネット」への登録をお勧めします。
ひょうご防災ネットでは、兵庫県や市町からの緊急情報や地震・津波情報、気象警報・土

砂災害警戒情報などをメール送信します。大災害等の緊急時に安心・安全を守るツールです。
登録料は無料で、以下のアドレスから登録できます。

アドレス http://bosai.net/
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