
１．あなたはスマートフォンを持っていますか？

２．スマートフォンを1日どれぐらい使いますか？どんなことで使いますか？

・ゲーム ・ライン ・SNS ・音楽 ・連絡 ・ツイッター ・通話 ・You Tube ・アプリ ・動画 など

３．迷惑メールやSNSを使った詐欺などにどんな対策をしていますか？

・していない ・わからない ・無視 ・ロックしている ・迷惑メールを開かない ・どうすればいいかわからない

・その他の対策 ・設定している ・消す ・セキュリティアプリをとる ・メール拒否 ・SNSを使用しない

・パスワード設定 ・知らない人に返信しない ・アプリを入れる ・ウィルスバスター

４．スマートフォンを使用する上で、何か気をつけていることはありますか？

・使いすぎること ・無い ・詐欺にかからない ・インターネット ・悪口を書かない ・課金しない ・あやしい、

変なサイトに入らない ・知らない人とSNSでは関わらない ・ウィルスにかからない ・知らない人と関わら

ない ・時間を決める ・個人情報を洩れないようにする ・気をつける ・暗い部屋で使わない ・落とさない

平成27年度 武庫中学校風紀委員会SNSアンケート（生徒用）集計結果

時 間 人数 割合（％）

1時間未満 33 17.3

1時間以上～2時間未満 35 18.3

2時間以上～3時間未満 41 21.5

3時間以上～4時間未満 33 17.3

4時間以上～5時間未満 13 6.8

5時間以上～6時間未満 10 5.2

6時間以上～7時間未満 3 1.6

7時間以上～8時間未満 3 1.6

8時間以上～9時間未満 4 2.1

9時間以上～10時間未満 1 0.5

たくさん（一日） 15 7.9

合計 191 100.0

平均 2.76時間

人数（人）

1-1 1-2 1-3 1-4 1年計 2-1 2-2 2-3 2-4 2年計 3-1 3-2 3-3 3-4 3年計 全校

はい 18 17 21 25 81 17 14 17 17 65 23 19 28 22 92 238

いいえ 12 10 11 7 40 11 12 13 12 48 2 7 5 9 23 111

割合（％）

1-1 1-2 1-3 1-4 1年 2-1 2-2 2-3 2-4 2年 3-1 3-2 3-3 3-4 3年 全校

はい 60.0 63.0 65.6 78.1 66.9 60.7 53.8 56.7 58.6 57.5 92.0 73.1 84.8 71.0 80.0 68.2

いいえ 40.0 37.0 34.4 21.9 33.1 39.3 46.2 43.3 41.4 42.5 8.0 26.9 15.2 29.0 20.0 31.8

スマートフォンの1日の使用時間（人数）



・気をつけていない

５．スマートフォンを使用していて、嫌な思いをしたり、トラブルに巻き込まれたことはありますか？

・無し ・SNSでケンカした ・迷惑メール ・通信速度が遅い ・悪口を書きこまれた ・勘違いされた ・悪口を言った

・言い争いでケンカ ・友達とケンカした ・アプリのアカウントを消された ・自分の思っていることが相手に伝わら

ない ・充電がギリギリになる ・ありもしないことを書かれた ・バグる ・ツイッターやラインで嫌な事を言われた

・ブロックしても迷惑メールが来る ・ウィルス ・ワンクリック詐欺

６．スマートフォンを購入したら、どんな事に使いたいですか？

・SNS ・ゲーム ・ひまつぶし ・動画 ・LINE ・メール ・ツイッター ・連絡手段 ・インターネット ・調べもの

・電話 ・音楽を聴く ・勉強 ・アプリ ・楽しいこと

７．スマートフォンを購入したら、どんな事に気をつけたいですか？

・トラブルをおこさない ・使い過ぎない ・課金しない ・迷惑メールや詐欺にかからないようにする ・友達とのトラブ

ル、いじめ ・一日にする時間を決める ・ウィルスが入らないように気をつける ・トラブルに巻き込まれない ・暴言

を吐かない ・LINEのやり取り ・見知らぬ人との交流 ・お金に気をつける ・LINEのトラブル ・インターネットを使い

過ぎない ・ゲームしすぎない ・はまりすぎないようにする ・SNSに顔をアップしない ・情報流出 ・依存しない

・携帯を落さない





とのトラブ

暴言

い



１．あなたのお子様はスマートフォンをお持ちですか？

はい：97人、いいえ：66人

２．お子様にスマートフォンを購入して、良かったことは何かありますか？

・自分で簡単に調べられる ・連絡がとりやすい ・連絡がスムーズになった ・共通の話題が増えた ・無し

・料金が安くなった ・位置情報の共有 ・外出時に別行動できる ・居場所がすぐにわかる ・LINEなどを使えるため

メールよりもやりとりがしやすい ・You Tubeなどの動画で（部活動などの）勉強ができる ・カレンダーなどを共有して

いて、予定が確認しやすくなった ・外出時の帰宅連絡などに利用できる ・勉強に役立つ ・交遊関係が広がる

・引っ越し前の友人とLINEで連絡がとれる ・ゆっくり話す時間が無い時や応援したい時、気持ちやメッセージを入れ

て伝えられる ・塾の時の「着いた」「帰る」メール ・自分達のことを自分達だけで決められるようになった ・色々な

人と出会え、意見交換が手軽にできるようになった ・友達が増えた ・外出時の待ち合わせが安心 ・電話の回数

が激減し、家の中が静かになった ・子供同士で情報交換できる ・時代遅れにならず、今どきの情報についていけ

ている ・連絡網などがスムーズに伝わる ・言葉で言えないことがLINEで言えたりする

３．スマートフォンを使う上で、親子で決めているルールなどあれば教えてください。

・必ずリビングで使用する ・22時までに所定の場所に戻す ・朝起きてから、学校へ行くまでの間と試験中は絶対に

使わない ・買い物はしない ・人の悪口等を書き込まない ・色々な所に接続しない ・トラブルに巻き込まれない

・「ながら」で使用しない ・有料なサイトは使わない ・SNSに個人情報を載せない ・かける時はLINEの電話でかけ

る ・22時以降は使用しない ・1日に使う時間（合計）を決める ・1回に使う時間を決める ・アプリを勝手にダウンロ

－ドしない ・不要な機能は制限する ・食事中はしない ・使い過ぎたら取り上げる ・LINEなどの書き込みは慎重に

すること ・個人が特定できる情報や写真などは載せない ・テスト1週間前から使用を控える ・使用時間、アプリの

制限 ・余計なサイトを開かない ・課金等をしない ・「死」などの汚い言葉は使わない ・危ない、怪しいサイトは使

用しない ・不必要なサイト等使用しない ・自分の部屋に持っていかない ・自己責任で本人に任せている ・アプリ

や音楽をダウンロードする際のパスワードは親が入力する ・寝る前にはリビングに持ってきて充電する ・使用時間

を考えて使用する ・夜は決めた場所に戻す ・長い時間使わない ・知らない人と友達にならない ・困った事があっ

たらすぐ相談する ・知らない相手からのメールやSNSなどは開かない ・暗い所で見ない ・就寝時間は守る ・課金

は自分のお小遣いで払う ・食事中、勉強中は触らない ・時間を決めてリビングだけで使用する ・23時以降は触ら

ない ・テスト前、23時以降は取り上げている ・課金されるものは使用しない ・自分が嫌だと思うことは他の人には

しない ・してほしくない事は相手に伝える ・自分1人の時間を大切にする ・ゲームなどマナーを守る ・アプリを何

でも手当り次第ダウンロードしない ・安心アクセスで管理している ・見過ぎない ・LINEはしない ・自分の携帯番

号は相手に知らせない ・必ず家の固定電話でする ・変なアプリや変なサイトを見ない ・以前はあったが、ルール

を守るので解禁した。自分で自分をコントロール出来る様に勉強中 ・家の2階にはスマートフォンを持って上がらな

い ・子供を信じていたので、何も決めなかったが後悔している ・ゲームやTVの視聴等の時間 ・外出時、必要のな

い場合は持ち出さない ・使用時間を1時間半と決めていたが、守れていないので見直したい ・寝る前に親に預ける

・移動時（学校以外）しか持ち歩かない ・親からの連絡には即返信。返信が無い場合は取り上げ ・ゲームをダウン

ロードしない（1つは可） ・部屋に持ち込まない ・勝手にアプリを取らない ・ロックはかけない ・夜寝る時は操作し

ない ・非通知と0120の電話には出ない ・課金などお金のかかる事はしない ・LINEなどはすぐに返事しない（ラリー

になるので） ・一日30分以上のゲーム等は禁止 ・SNSで他人の事を書かない ・やるべき事をすべて終わってから

平成27年度 武庫中学校風紀委員会SNSアンケート（保護者用）集計結果



使っても良いというルール ・夜は使わない ・ショッピングサイトにはつながらない ・You Tubeを見ない ・夜遅くメ

－ルなどしない ・メールでの文章の書き方には気をつける ・ゲームは1時間 ・パスワードをかけない ・21時以降

は触らない ・購入時に制限をかけて持たせてます ・友達と何かトラブルがあれば、必ず親に連絡すること ・夜遅

までゲームやネットをしない ・外では歩きながら、自転車に乗りながら使用しない ・パスワードを変えない ・あまり

長時間だと注意 ・22時半以降はLINEをしない ・禁止されている所（学校、習い事など）へは持っていかない ・テス

ト前は親が預かる ・時々親がチェックする ・知らない人と連絡しない ・早く寝る ・21時半以降のLINE禁止 ・1日

の使用時間は平日1時間、1回10分ずつ ・インターネットは使用しない ・タイムラインなどには他人の名前、顔は投

稿しない ・めがねをかける ・テストの点数が悪ければ使用禁止 ・特に無し

４．お子様がスマートフォンを使用していて、嫌な思いをしたりトラブルに巻き込まれたことなどがあれば書いてください。

・特に無し ・表現の仕方により、傷ついたり傷つけたり ・既読のタイミングや返事が難しい ・写真を載せられた

・迷惑メールが来る ・You Tubeを見過ぎて時間に追われる ・親子の会話が減る ・悪口を書かれた ・暇があれば

ずっとスマホをしている ・話をしているのに聞いてくれない（イヤホン等） ・親からの連絡に返信がない ・チェーンメ

－ルがよくくる ・LINEで知らない人が追加になったりする ・時間を決めてほしい（ずっとスマートフォンを使用してい

る） ・約束を守らず隠れて使っていた

５．お子様にスマートフォンを購入したいですか？

はい（購入予定）：14人、いいえ（購入する予定無し）：47人、検討中：7人

※「はい」の中には「高校に入ってから（購入する）」という意見もあった

「いいえ」の中には、「今は必要ないが、高校に入ったら検討する」という意見もあった

６．スマートフォンを購入したら、親子で何か決めようと思っているルールなどがあれば教えてください。

・親に見られて困るような使い方はしない ・通信手段としての使用に限定する ・22時以降は使用しない ・使用する

時間を決める ・勉強中に触らない ・アクセス制限アプリのインストール ・時間や場所を決める ・1日数回親にチェ

ックさせる ・テスト期間中、スマートフォンを見ない ・悪口や仲間はずれになる事を絶対にしない ・自室に持ち込ま

ない ・課金ゲームをしない ・SNSでの個人情報書き込みに注意 ・インターネットの使い方について ・制限機能を

使うので特に無し ・親に見られて困るような利用はしない ・LINEはしない ・メールは親も読むことが前提 ・使用

する時間帯を決める ・情報モラルについて ・LINEは登録しない ・リビングで使用 ・ルールを守れない場合、即

解約手続きをする ・テスト1週間前は使用不可 ・成績が下がれば没収 ・悪口を書き込まない ・スマホに頼らない

・テスト前の時間制限 ・使用は23時まで ・ネット通販は親と検討してから（勝手に利用しない） ・けじめをつける

・止める時間を決め、時間を守る ・料金を自分で払う ・おこづかい減額 ・高校生まで持たさない ・親が契約する

ので、指示があれば見せる ・金額の設定 ・フィルターは必ずかける ・最低限必要な機能にとどめる ・母から子へ

『スマホ18の約束』を参照 ・夜の充電時はリビングに置く ・22時以降は電源を切る ・21時以降は使用させない

・有害なサイトへのアクセスへの注意 ・LINE等を使う上で、他の人を傷つけたり多人数の意見（悪い方向の）に賛同

しない勇気等、しっかり話し合いをしたい ・やたらとアプリを入れない ・みんながいる場所でしか使わせない ・イヤ

ホン禁止 ・支払はバイト代で ・自分の中でルールを決めて、周りの方にもそれを理解してもらうよう努力する ・ス

マホに生活を支配されないよう、細かいルールを定めるより、しっかり自分で考えて使えないなら持たせるべきでは

ないと思う ・長時間の使用禁止 ・LINEの使用方法（制限） ・有害なサイトから身を守る為にアクセス制限 ・料金

をある程度負担する ・知らない人とLINEはしない ・依存しないように気をつける



７．スマートフォンを購入したら、お子様にどんなことに気をつけてほしいですか？

・表情の見えないコミュニケーションツールなので、言葉の使い方1つで相手を傷つけることもあると思います。よく考

えて軽はずみな言葉は気をつけてほしいと思う ・スマホに依存しないようにしてほしい ・トラブルになるようなこと

には使わない ・有害サイトにアクセスしないように気をつけてほしい ・知らない人からLINEやメールが来た時に返

信しないようにすること ・ネットの使い方や危険なことを理解させてから使わせたい ・使い過ぎ ・スマホ以外に時

間を使わなくならないよう（会話、読書、勉強、TV、睡眠などバランス良く）、使用時間に気をつける ・違法サイトや

怪しいサイト、メール等に注意 ・勉強などおろそかにしないでほしい ・人を傷つけるような書き込み ・自分の情報

も他の人の情報も守る ・依存しない ・人を傷つけたり傷つけられたりしないよう気をつける ・大人も子供も常識の

範囲内で、相手の事を考えてとか、携帯やスマホの良い所を楽しんでいけたらと思う ・LINEのトラブル ・悪質サイト

へのアクセスをしない ・トラブルに巻き込まれないように ・常に触らない ・家族や友達とのコミュニケーションの取

り方。スマホだけの情報に惑わされないようにしてほしい ・自転車に乗りながらスマホの操作や公共の場でのマナ

－。依存しないように気をつけてほしい ・長時間（1時間以上）続けてしない ・人の悪口を書かない ・必要以外の

事はしない ・LINEで人の事を言わない ・出会い系サイトなど親が管理、把握できない危険なサイトには入ってほ

しくない ・LINEなど、グループをたくさん作りすぎない ・本当に大切なことはLINEではなく、直接伝えること ・様々

な危険に配慮するように ・個人情報を安易にネットにアップしないように気をつけてほしい ・成績や友達関係 ・ツ

イッターはしない ・LINEの人との関係、言葉、内容 ・使用時間や使用場所など、社会的なルールを守るようにして

ほしい ・困った事が発生した場合、大人に相談してほしい ・（あらゆる）詐欺 ・必要外の事をしない ・サイトなど

色々見たりしない ・SNSで知らない人と友達にならない ・スマートフォンに振り回されないように電話として使用

・サイトが大丈夫か親に確認してほしい ・知らない人とは連絡をとらない ・LINEに悪口を書かない ・むやみに写

真や動画を使わない ・交遊関係がすごく広がる事 ・危険が無いように ・時間のけじめをつけてダラダラとゲーム

したりLINEしたりしないようにしてほしい ・スマホだけに頼らずに、ちゃんと口でコミュニケーションをとってほしい

・ゲーム等のアプリのインストール ・有料サイトやアダルトサイトへの通信 ・お友達とのやりとりの内容 ・トラブル

の元になる書き込みをしないでほしい ・LINEはすごく便利だけど、本人も知らない人（友達の友達など）とつながっ

たりするので気をつけてほしい ・連絡以外であまり使ってほしくない ・変な迷惑メールにひっかからない ・課金

ゲームのトラブル ・便利なツールだが、上手に使えば活用でき、下手に使えばトラブルの元になるということを知っ

て使ってほしい ・ゲームのやり過ぎ ・余計なサイトを開かない ・子供に不適切なサイトへのアクセスや悪意の

あるサイト ・全てにおいて ・アプリの取り込み

○その他、何かあったら書いてください。

・色々と問題になっているスマートフォン。これからも使い方など、その時々に応じて話し合っていきたいと思います

・人の悪口を言ったり、いじめにつながる事のないように、上手に活用してほしいです ・周囲が皆持っていることで、

自分の子だけ持たないわけにはいかないなど、親としての苦悩もあります。情報が収集しやすいこともメリットでも

ありデメリットでもある ・中学生も、連絡手段はスマホ（ほとんどLINE）になっているようです。使い方に気をつけて

ほしいです ・メールやLINEとかのコミュニケーションツールを利用するのでは無く、コミュニケーションはフェイス トゥ

フェイスでやってほしい ・スマートフォンって中学生に必要ですか？ ・スマートフォンは、これからの時代にはあって

当たり前のものだと思うので、良い所、悪い所を知って付き合っていってほしい ・わからないことがあった時、すぐに

調べられることは、わからないままにするよりもいいことだと思う。でもゲームや動画に夢中になりすぎて、会話や返



事をめんどくさがる様子を見ていると、持たさなきゃよかったと思うことがある ・便利だと思うこともあれば、スマホが

なければよかったのにと思う事のほうが多い ・中学生の間は必要ないと思っている ・今のところ、スマートフォンを

持ちたいと言わないので安心してます ・スマートフォンを持ってますが、契約せずにWi‐Fiしか使用できないようにな

っています。契約をするのは高校生になってからでも良いかなと思っています ・時折、学校のある時間に、家に置い

てる子供のスマホが鳴っています（SNS)。学校の中で書き込んでるのかなぁと ・成績があまりに下がったり、宿題

や課題をしなければ取り上げます ・Time is money. 時間を有効に使いましょう!! ・スマホ高すぎ ・子供は親以上

にスマートフォンやパソコン等の知識が詳しいので、理解するのが大変。電話代など高額になる危険性が心配。お

金を払うのは親なのだから、いかに計画的に使用するか責任の持ち方が大事！ ・学校以外で、同じ趣味の人とつ

ながるのは素晴らしい事だと思います。しかし、SNSで相手に悪意があったりすると、取り返しがつかない事に巻き込

まれかねないという心配があります ・便利な物ですが、有害なサイトへ簡単にアクセスできたり、LINEでのやり取り

で大変なニュース、事件になっている事が怖い面もあります。皆でルールを決めて、正しい使用が出来れば良いと思

います。武庫中の子供達なら、きっと出来ると思います。応援してるのでがんばって下さいね!! ・自分で決めて使え

るなら、便利な物だと思います ・SNSは、顔見知りとのコミュニケーションツールとして使用してほしい。顔の見えな

い、素性の知れない相手や、どこの誰が言いだしたかわからないツイッターを信じることの危険性を、しっかり理解し

てほしい ・アンケートの結果を、購入後、参考にしたいと思います。他の方の意見を知りたいです ・高額な利用料

でもあるので、どうしても必要ならば、よく考えて、話し合って持たせるべきだと思います ・ipod touchを持たせてい

たんですが、ゲームや音楽など遅くまでしたり、聞いたりしていたので、今は使わせていません。ルールを守れるよ

うになってから持たせたいと思います


