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スマホルール
「つなひき」のすすめ！！

～はじめに～
この動画では、スマートフォン、タブレット、
携帯電話、パソコン等をまとめて「スマホ」
として説明をします。



今は、ネット社会

世界中がインターネットで
つながっている

「プログラミング教育」や「オンライン学
習」などで子どもたちの学びにも必要な
道具となっている



スマホなどのメディアばかり
に触れさせないでください。

お子さんと
使い方についての
ルールを決めてください。

「スマホ」の正しい使い方

こ
ん
な
こ
と
を

言
わ
れ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
か
？



スマホを使った
ほうが便利

使いすぎなけ
ればいい

友だちや家の
人との連絡に
必要

生活にスマホは
欠かせない

子どもの実態 保護者の悩み

ルールの決め方
がわからない

うちの子だけ
使わせないのは

不安

わかってはいるんだけど・・・



今の時代に必要になってきているスマホを

安心・安全に使うためには、

家族みんなで正しい使い方を学び、

正しく使えるようにすることが大切！！



スマホルール「つなひき」
ルール1 かいすぎない！

ルール2 がらスマホをしない！

ルール4 けんなサイトをみない！

ルール3 とがいやなきもちになる

つかいかたをしない！



スマホルール「つなひき」

ルール1 かいすぎない！



ルール1 かいすぎない！

スマホを長い時間使い続けるとどうなる？

眼が疲れる ドライアイ

眼の病気

視力低下

生活リズムが
くずれる

夜遅くまで続けると・・・ 睡眠不足



ルール1 かいすぎない！

時間を決めよう！

●1回の使用時間は45分～1時間程度にする
●1日の使用時間は、長くても2時間を限度とする
●スマホから30cm以上目を離し、遠くを数分見る
●休憩を取る

テレビや
テレビゲームと同じ

はなれてみようね。
ずっと続けない
ようにしようね。

おうちの人も、子どものころ
言われてきましたよね。



ルール1 かいすぎない！

課金がかかる

データなどの使いすぎにも気をつけよう！

コインをゲット！

ゲームコイン 10まい
200円

ゲームコイン 50まい
1000円

ゲームコイン 100まい
1800円

おうちの人が
子どもの使い方を
管理しておきましょう！

データ容量の使いすぎ
（追加料金が発生することもある）



スマホルール「つなひき」

ルール2 がらスマホをしない！



ルール2 がらスマホをしない！

けがや事故のもと！

まわりに注意して、止まって使おう！

道路交通法で禁止されています。



ルール2 がらスマホをしない！

家族とのコミュニケーションを大切に！

スマホを使わずに、家族で向かい合って
話す時間をつくろう！

こんなことはありませんか？



スマホルール「つなひき」

ルール3 とがいやなきもちになる

つかいかたをしない！



ルール3 とがいやなきもちになる

つかいかたをしない！
相手の気持ちを考えてコミュニケーションをとろう！

23：41

○○さんの犬、
かわいくない？

○○さん、今日公園で
犬と遊んでいたね。

えっ、かわいくない！？
あなたから言われたくな
い！！

しかも、勝手に写真とるの、
やめてよね！！

そんなつもりでは
なかったんだけど

送る

23：20

23：20

23：22

23：25

23：26

23：40

勝手に撮影した写真を
送ってはダメ！！

送る時間を考えよう！！
（夜遅く・朝早くはやめましょう）

言葉の使い方を考えよう！！

○相手がどういう気持ちになるのか
を考えてからメッセージを送ろう。「ちょっと待って！スマホ時代のキミたちへ

～ネットやスマホばかりになってない？～
2020年版（小学校高学年・中学生用）」
（令和2年2月、文部科学省）を参考に作成



ルール3 とがいやなきもちになる

つかいかたをしない！

8/6 20：41

📞

📷

💬

🏠ステータスメッセージ
～自分の気持ちなどを一言で表現～

けんかを
「もうやめてほしい」

いっしょに遊ぶのを
「もうやめてほしい」

のかな？

友だちでいるのを
「もうやめてほしい」

のかな？

本当の気持ち 誤解を生む

○大切なことや自分の気持ちを正しく伝えたいときは、直接相手に伝えよう。

こんなことはありませんか？



ルール3 とがいやなきもちになる

つかいかたをしない！

悪口を書き込むのは絶対にやめよう！！

16：08

あつまれ！ア・イ・ド・ル
（ふくテレ ○月□日ＯＡ）

次の動画

コメント １件

あのアイドル、
もうやめたほうがいい。

おわらいショー！
１０

送る

スマホでとったので、ちょっと見づらいかも･･･

自動再生

○ネットは世界中の誰もが見ることができます。
そのことを考えて、コメントに悪口を書くことは
やめましょう。

「ちょっと待って！スマホ時代のキミたちへ～ネットやスマホばかりになってない？
～2020年版（小学校高学年・中学生用）」（令和2年2月、文部科学省）を参考に作成

あのアイドル、
もうやめたほうがいい。

コメント １件



ルール3 とがいやなきもちになる

つかいかたをしない！

悪口を書き込むのは絶対にやめよう！

相手の気持ちを考えてコミュニケーションをとろう！

送る前・使う前に「本当にこれでいいのか」
必ずチェックしよう！

※心配なときは、家族の人に相談しよう！



スマホルール「つなひき」

ルール4 けんなサイトをみない！



ルール4 けんなサイトをみない！

１８歳未満の子どもがスマホを使う場合は、携帯
電話事業者はフィルタリングサービスを提供しな
ければならないことが法律で定められています。
（青少年インターネット環境整備法）

有害
サイト

何も対策をしていない

夜ひとりぼっちでいるのと
同じくらい危険！！

フィルタリングをかけよう！

有害な情報やうっかりアクセスによるトラブルか
ら子どもを守ってくれる



ルール4 けんなサイトをみない！

ＰＯＩＮＴ

1 販売店にフィルタリングを設定してもらう。

ＰＯＩＮＴ

2

保護者の機器を貸す場合、フィルタリングの設定
は、大人・子どもの利用に応じ、パスワードを
使って切り替える。

ＰＯＩＮＴ

3

保護者が使わなくなった機器を子どもが使う場合、
フィルタリングの設定をして、大人が使っていた
アプリは削除しておくなどの配慮をする。

OFF

ON

「スマホ時代の子育て」（平成３１年１月、内閣府等）を参考に作成

フィルタリングの使い方



知っておいてほしい スマホルール

13：28

ふくちゃん
社教小5年○組
□□市△△に住んでいます！

○月□日 11：30
駅から駅まで線路を歩いてみまし
た(*^_^*)電車になった気分！！

コメント １件

楽しそうだね。こんど、いっしょ
にどこかに行こうよ。
ふくちゃんに会いたいなあ。

自分が誰かわからないようにしよう！！
・個人情報をネットに書かない

迷惑をかけることはやめよう！！
・法律で禁止されていることはしない

ネットで知り合った人に
会わないようにしよう！！

ほかにも！

つぶやき



「インターネットトラブル事例集（2020年度版）」（総務省 総合通信基盤局 消費者行政第1課）

○「賢く活用する知識・知恵」
○ 「ルールを守って使える健全な心」
○「安全に利用するための危機管理意識」

右のQRコード
をアクセス！



乳幼児の「ひとりスマホ」には、気をつけて！

ブルーライト
（目の奥まで届く）

言葉の
キャッチボール

がない

目の成長や睡眠が
悪くなりやすい

言語の獲得が
不十分になりやすい

スマホに
頼らない
関わり方

語りかける スキンシップ

どうしても見せたいときは、
おうちの人が一緒に

話しかけながら見ましょう。
（長時間にならないように!)

内容は動物のアプリなど
好奇心がかきたてられるものが

いいでしょう。



◎一番大切なことは、
家族での
ルールづくりです！

大人が一方的に決めずに、
子どもの考えを聞きながら、
話し合って決めましょう！

ルールを守るために･･･



おうちのスマホルール（例）

1日2時間までにする。寝る前には使わない。

スマホを使うときは、他のことをしない。

メッセージは、相手のことを考えてチェックしてから
送る。心配なときはおうちの人に相談する。

フィルタリングをかけてもらう。
「あやしいな」と思うサイトは絶対に見ない。



がつ にち がつ にち

おうちのスマホルール（ 月 日～ 月 日）

ルール1 かいすぎない！

ルール4 けんなサイトをみない！

ルール3 とがいやなきもちになる
つかいかたをしない！

ルール2 がらスマホをしない！

ひと はな あ き

おうちの人と話し合って決めましょう！！
なまえ

名前（ ）

できた

すこしできた

できなかった

できた

すこしできた

できなかった

できた

すこしできた

できなかった

できた

すこしできた

できなかった

がんばったこと

これからがんばりたいこと

ていがくねんよう

【低学年用】

ふりかえり

ひと

おうちの人から



おうちのスマホルール（ 月 日～ 月 日）

ルール1 かいすぎない！

ルール4 けんなサイトをみない！

ルール3 とがいやなきもちになる
つかいかたをしない！

ルール2 がらスマホをしない！

おうちの人と話し合って決めましょう！！ 名前（ ）

できた

少しできた

できなかった

できた

少しできた

できなかった

できた

まあまあ

できなかった

できた

少しできた

できなかった

がんばったこと

これからがんばりたいこと

ふりかえり

【中学年・高学年・中学生用】

おうちの人から



スマホルール「つなひき」で



スマホルール
「つなひき」のすすめ！！
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