
電子メディアと
うまくつきあおう
電子メディアと電子メディアと電子メディアと電子メディアと

電子メディアとはテレビ、ゲーム、音楽プレーヤー、
パソコン、携帯電話、スマートフォンのことです

鳥取県ケータイ・インターネット教育啓発推進協議会
事務局：鳥取県教育委員会　社会教育課 　〒680-8570 鳥取市東町１丁目 271 番地
TEL 0857-26-7520  　FAX 0857-26-8175　    E-mail shakaikyouiku@pref.tottori.jp

〔警察総合相談電話〕 0857-27-9110（ 鳥取県警察本部生活安全企画課内）
〔サイバー犯罪対策係〕0857-23-0110（鳥取県警察本部代表番号）
〔電子メール〕 k_haiteku@pref.tottori.jp
〔鳥取県消費生活センター〕

〔24 時間いじめ相談ダイヤル〕0570-0-78310（毎日 24 時間）
〔いじめ相談メール〕ijime＠kyoiku-c.torikyo.ed.jp（毎日 24 時間）
〔いじめ 110 番〕0857-28-8718（毎日 24 時間）
〔子どもの人権 110 番〕0120-007-110（平日のみ 8:30 ～ 17:15）　
　　　　　　　　　　（全国共通・無料・IP 電話不可）（法務省・鳥取地方法務局）

【本部・西部】0859-34-2648（米子コンベンションセンター４階）
【東部】0857-26-7605（県庁第２庁舎２階） 
【中部】0858-22-3000（倉吉交流プラザ２階）

わが家のルール
ルール 1

ルール 2

ルール 3

ルール 4

ルールが守れなかったときは…

困ったときの相談窓口 もしものときや、困ったときは、1 人で悩まず、相談しましょう。

なやみ言おう

ネットを利用した
犯罪にあったら

架空・不当請求の
疑問を感じたり
悩んだら

ネットいじめに
悩んだら

中学生以上対象

買う前にしっかり
考えてみよう !!

ルール作り、ペアレンタルコントロール等のことをもっと勉強したいという保護者の皆さんに…

鳥取県教育委員会事務局社会教育課　

研修会等に講師としてケータイ・インターネット教育推進員を無料派遣します。
申込先 TEL：0857-26-7520　     FAX：0857-26-8175

URL   http://www.pref.tottori.lg.jp/67797.htm

家庭でルールをつくりましょう

　インターネットの世界は･･･「世界」に開いています

知らない人に見られたくない文章や写真を載せると、
完全に消すことはできません。永久に広がり続けます。

鳥取県ケータイ・インターネット教育啓発推進協議会

あなたの友達・家族、そしてあなた自身も大切にしましょう。

完全に消すことはできません。永久に広がり続けます。

あなたの友達・家族、そしてあなた自身も大切にしましょう。

インターネットの世界も、現実の世界と同じです。
 ⇒友達や家族を思いやる心やルール、マナーを大切にしましょう。
 ⇒自分の言葉（書き込みや写真など）には常に責任を持ちましょう。
　 顔が見えていなくても、誰が書いたか必ずわかります。

ルール作り、ペアレンタルコントロール等のことをもっと勉強したいという保護者の皆さんに…

家庭でルールをつくりましょう
■話し合いたいルールの例
 ・ 利用目的、使い方を決める
 ・ 目的に応じた機能に設定する（フィルタリングを
　はずさない など）

 ・１日に使う時間（１日何時間以内、何時以降は使わ
　ない など）
 ・友達を傷つけるような使い方はしない

ルール作り、ペアレンタルコントロール等のことをもっと勉強したいという保護者の皆さんに…ルール作り、ペアレンタルコントロール等のことをもっと勉強したいという保護者の皆さんに…

家庭でルールをつくりましょう

（フィルタリングを

何時以降は使わ何時以降は使わ

 ・変なメールが来るなど、困ったことがあったら、
　すぐに家の人に言う
 ・使っていい場所（保護者の見ているところで、外で
　は使わない など）
 ・ 何かをしながらの使用はやめる
 ・ルール違反があったら使用を禁止する　など



中学生のみなさんへ 自分たちの使い方をチェックしてみよう

□ 家の人のいるところでゲームをし
    ている。
□ 使う時間は１日に１時間以内にし
    ている。
□ 家の人にインターネットに接続で
     きないように、または、 制限でき
    るように設定してもらっている。
□ 自分の年齢にあったゲームをして
    いる。（レーティングマークで確認）

保護者のみなさんへ 見守り度をチェックしてみましょう

□ １日にどのくらいの時間、ゲームや音楽プレーヤー
　 を使っているか知っている。
□ 使う時間や場所を決めている。
□ どんなゲームをしているか、音楽を聴いているか
　 知っている。
□ ゲーム機や音楽プレーヤーの機能制限を設定して
　 いる。
□ Wi-Fi にも有効なフィルタリングを設定している。
□ 最新のウイルス対策ソフトを利用している。

②Wi-Fi 回線のフィルタリング
（ゲーム機、音楽プレーヤー、スマートフォンなど）
ゲーム機、音楽プレーヤー、スマートフォンは、無線 LAN回線
（Wi-Fi など）からインターネットに接続することができます。
その場合は①のフィルタリングが適用されない場合がありま
す。無線 LAN回線（Wi-Fi など）に有効なフィルタリングが
必要です。

③アプリケーションへの対策
（ゲーム機、音楽プレーヤー、スマートフォンなど）

④ウィルス対策ソフト
（ゲーム機、音楽プレーヤー、スマートフォンなど）

ゲーム機、音楽プレーヤー、スマートフォンは、様々なアプ
リケーション（アプリ）をダウンロードすることができます。
有害なアプリや青少年にふさわしくないアプリのダウンロー
ドを防いだり、起動制限するアプリ用の対策が必要です。

ゲーム機、音楽プレーヤー、スマートフォンは、パソコン同
様コンピューターウィルスに感染する危険性があります。必
ず最新のウィルス対策ソフトの導入が必要です。

ゲーム機にはペアレンタルコントロール機能があり、次の内容について使用
制限を設定することができます。
○ゲームソフトの使用制限 ( 年齢制限…レーティング )　　○インターネットの閲覧制限
○クレジットカードの利用制限　　○コミュニケーション制限（見知らぬ人との出会いを防ぐ）

ゲームソフトの表現内容により、対象年齢等を表示する制度（ゲームソフトのパッケージ等に表示）

全年齢対象 　 　　12 歳以上を対象　　　 15 歳以上を対象　　　 17 歳以上を対象　　　 18 歳以上を対象

自分たちの使い方をチェックしてみよう

ゲーム機や音楽プレーヤー、スマートフォンも使い方によっ
てはトラブルの原因になることを知っておこう！

面白半分でやった動画・画像の投稿が、
色々な人に迷惑をかけたり、事件になっ
たりすることがあります。
どんな影響があるか考えましょう。

動画・画像の投稿

ペアレンタルコントロール（青少年のインターネットの利用を管理するために行う保護者が行うべき措置）

1. インターネットを利用できる時間及び場所を制限し、インターネットの利用状況を把握すること
2. 保護者が同意した機能に限り、インターネットを利用できるようにすること
3. 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを利用して、有害情報の閲覧や視聴を防止すること
4. そのほか、青少年のインターネットの利用を制御することができる措置

※Ｚは、鳥取県では有害図書指定

鳥取県青少年健全育成条例が改正され、子どもの年齢に応じ、ペアレンタル
コントロール等の措置を行うよう保護者の努力義務が追加されました。

レーティングマーク

SNS やブログ・プロフなどに個人情報を
載せると悪用される可能性があります。

写真などインターネットに流れた情報を取
りもどすことは不可能です。

個人情報の流出

歩きながらの使用は、周囲の変化に気づ
かず、つまずいて転倒したり、人にぶつ
かりケガをさせたりすることもあります。

大変危険なのでやめましょう。

ながら操作

メールは短い文章が多いため、誤解も生
じやすく、友達関係がこわれ、いじめに
つながるケースもあります。

正しく伝える文章力が必要です。

メールでのトラブル

□ 使う目的がはっきりしていて、
　 必要な機能だけを使えるように
　 している。
□ 家の人にフィルタリングやウィル
　 ス対策などをしてもらっている。
□ 使う時間と場所が決まっている。
□ 携帯電話・スマホの中身を家の
　 人に見られても大丈夫。
□ ながら使用はしていない。

ゲーム機・音楽プレーヤー 携帯電話・スマホ

ひどい場合には昼夜逆転して、健康を害
したり、学校に行けなくなったりするこ
ともあります。
このような状態は「ゲーム依存症・ネット
依存症」です。

ゲーム依存・ネット依存

ゲーム機に生活を振り回されてしまって
は、自分の大切な時間がもったいないよ。 有害サイトから架空請求や詐欺に巻き込

まれることがあります。

クリック詐欺

送信者にメールや電話で連絡をとることは危険
です。支払う必要はないので無視しましょう。SNS やブログへの何気ない書き込みが、

人を傷つけたり、乱闘などの事件につな
がったりすることがあります。

中傷・悪口

誰が書いたかわからないだろう…×
実は書いた人が特定できるんです。

□ １日何通くらいのメールや SNS のやりとりをし
　 ているか知っている。
□ １日どれくらいの時間使っているか知っている。
□ １ヶ月のパケット通信料を確認している。
□ Wi-Fi にも有効なフィルタリングを設定している。
□ ウィルス対策ソフトが最新のものになっている。
□ 親子のルールを決めている。

ゲーム機・音楽プレーヤー 携帯電話・スマホ

①電話回線のフィルタリング
（スマートフォン、携帯電話など）
電話回線（３G、４G、LTE）からのインターネット接続に対
するフィルタリングが購入時に設定されているか確認してく
ださい。
※フィルタリング…違法・有害情報（犯罪、アダルト、薬物販
　売などのサイト）の閲覧を防ぐサービス
※フィルタリングの設定や安易な解除の禁止が、法律や条令で
　定められています。

わからない時はこのリーフレット
を持って販売店にご相談ください。

ゲーム機、音楽プレーヤー、スマートフォン、携帯電話を持たせる前には
「フィルタリング」と「ウィルス対策」の２つのセキュリティ対策が必要です！！




