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釜石市 PTA連合会研究発表大会・釜石市教育振興運動協議会集約集会 

 

【活動発表②】「情報メディアに関する取組について」 

釜石市立大平中学校ＰＴＡ 

１ 大平地区実践協議会の取組 

大平中学校区ノーメディアデーの取組 

「ノーメディアデー」設定による学習習慣の小中学校間連携 

（１）ねらい 

同一中学校区の小中学校が「同一歩調で」「同一日に」「同一内容の」『ノーメディアデー』（テ

レビ、ゲーム、インターネット、メール・SNS(LINE等)を対象とする）を実施することにより、望

ましい生活習慣、学習習慣を見直し、小中の連携をはかるとともに保護者と学校の連携を深める。 

 

（２）実践の方法 

ア 保護者向け配布文書を大平中学校区校長の連名で作成・配布し、保護者に理解と協力を求め

る。                      ＜別紙資料１－１、１－２＞参照 

①児童生徒は、下校から就寝するまでの時間帯で、いつもテレビを見ていたり、パソコンや携

帯電話等を使用したりしていた時間帯に、テレビやパソコン・携帯電話等の電源を消し、ゲー

ムもしない。 

②「読書」「家族の団らん」「家の手伝い」などの時間をいつもより増やす。 

③取り組みの状況を「ノーメディア取り組みカード」に記入する。 

イ 各学校の研究部が中心となり、集計を行い、学校便り等を利用して、提出率・実施率等を公表

し、取り組みの様子等を紹介する。                ＜別紙資料２＞参照 

※家庭からのコメント紹介（感想、カードに書かれてあったものをいくつか紹介） 

例○テレビを消して勉強しました。 

○ゆっくり話ができて良かったです。 

●忙しくてみることができなかった。 

 

（３）実践日程 

回 実施日 ※ 備考 

第１回  ６月２６日（水） １学期期末テスト ６月２８日（金） 

第２回  ９月２４日（火） ２学期中間テスト ９月２７日（金）・３０日（月） 

第３回 １１月２７日（水） ２学期期末テスト １１月２９日（金） 

第４回  ２月２０日（木） ３学期期末テスト ２月２５日（火）・２６日（水） 

※いずれも大平中の定期テスト前に設定 
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（４）取組の結果 

  ①平田小の結果及び保護者のコメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1回目は６学年のうち３学年で 100%を達成できた。2回目は若干達成率が下が 

ってしまったが、3回とも全校平均で 90%以上の達成率となった。 

 

・みんなで一つの部屋に集まり、学校の話等をしました。 

・初めてのノーメディアデー頑張りました☆彡   

・いつもより子どもと学校の話ができて良かったと思います。  

・家族団らんを楽しめました。笑いが絶えなかったです。 

・家族で音楽を聴いて過ごしました。お手伝いもがんばりました。 

・自分から進んで食器の片づけや、読書、１日の出来事の話。クラブで作ったクッキーとても

おいしかったです。 

・家族全員で協力し、今回もメディアゼロで過ごせました。 

・明日のラグビーの応援の準備を一人でしっかりして、ビックリしました。 

・頑張って妹のお世話をしていました。 

・算数の復習を一緒にやり、明日のラグビーの話もたくさんしました。 

・みんなで運動をしに出かけました。 

・弟の誕生日だったので、たくさん遊んであげていました。 

・ノーメディアの日は、３人でストレッチをする習慣ができました。 

・家に帰ってくるなり「ノーメディアだから！」とリモコンを隠しました。 
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②白山小の結果及び保護者のコメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1回目は２つの学年、２回目３回目は３つの学年で 100%を達成できた。1回目は実 

施率がやや低かったが、回を追うごとに実施率が向上し 90%を超えた。 

     

・心も体もリラックスできました。 

    ・定期的に取り組んでほしいと思いました。 

    ・夕食（カレーライス）を一緒に作る時間がとれました。 

    ・食事の配膳の手伝い、風呂掃除を手伝ってくれました。 

    ・朝からノーメディアデーを意識して取り組んでいました。そのため、時間を使う工夫をしてい

ました。 

  

③大平中の結果及び保護者のコメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2回目の取組達成率が若干下がったものの、１回目と３回目はおよそ 90％の家庭で取組が行われ 

た。また、３回とも 85％以上の家庭で取組が行われている。 

 

    ・テスト勉強、弟の相手など充実した過ごし方をしていた。 

・テスト勉強をしていました。家族団らんでこれからのことを話し合いました。 

・団らんのときは、ほとんど手伝いをしてくれました。 

・今日はいろいろな話をたくさんしました。 

・家族団らんもありましたが、課題を頑張っていました。 
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 （５）成果と課題 

   〇小中学校が連携して同一の取組を実施することができた。 

   〇学習の取組の充実、生活習慣の改善、メディアの利用の仕方、家族のだんらん等家庭生活の充

実に寄与することができた。 

   〇多くの家庭で取組を行うことができており、家族のコミュニケーションの機会にもなってい

る。 

   ▲取組の働きかけ方を工夫し、取組の実施率を向上させていく。 

   ▲毎年、取り組み内容を検討し、よりよい取組となるよう改善を図る。 

 

２ 大平中学校の取組 

 （１）ＳＮＳ講演会 

   ア ねらい 

     情報モラル等について講演会を実施し、情報機器やネット利用の危険性を学ぶとともに、情

報メディアとの上手な付き合い方について理解を深める。 

 

   イ 実施方法 

    ・授業参観の後に１時間の枠で設定し、保護者と生徒が一緒に参加する。 

    ・外部講師（今年度は釜石警察署生活安全課長）を招聘し、専門的な立場から最新の状況を基

に講話をしていただく。 

    ・講話の後にグループで話し合う場面を設定 

      親子が入ったグループを作り、講話についての感想を交流した。 

 

   ウ 成果と課題 

    〇親子で同じ話を聞いたり、話し合ったりすることによりメディアとの上手な付き合い方やネ

ット・ＳＮＳの危険性について親子で共通理解を図ることができた。 

    〇専門的な立場からのお話を伺うことができて、有意義な機会となった。 

    ▲保護者の参加率を高めるため、会の持ち方をさらに工夫していく。 

    ▲常にアンテナを高くして最新の状況や機器、アプリに関する情報を入手し共有して子どもた

ちの安全を守る取組を継続する。 

 

 （２）生徒会の取組 

   ア いじめ防止ポスター 

①ねらい 

  いじめを防止するポスターを執行部・専門委員会で協力して作成し、校内に掲示  

 することで全校生徒の視覚に訴え、いじめをしない・させない学校を創る。 
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②取組内容   

・いじめ防止に関するポスターの作成 (プラス行動の紹介・言葉・いじめ撲滅宣言など) 

・生徒会執行部・専門委員会・学年委員会それぞれで 1 枚ずつ計 10枚のポスターを 

作成する。 

③ポスター作成の流れ 

内容 取り組む組織 期日、期限 

中央委員会で執行部に取り

組みと作成時の留意点の説

明（用いる言葉・絵等） 

各専門委員会 

学年委員会 
１０/１８（金） 

各委員会でポスター作成 各種委員会 
２１日(月)の専門委員会で連絡 

作成開始 

各担当の先生からポスター

のチェックを受ける 

生徒会執行部 

各種委員長 

学年執行部 

（～１１／７） 

生徒会執行部に提出 

生徒会執行部 

各種委員長 

学年執行部 

提出期限１１／７(木) 

執行部と各委員長が分担し

て校内に掲示 

生徒会執行部 

各委員長 
１１／８（金）昼休みまたは放課後 

④ポスター作成の留意点 

     ・用いる言葉について 中央委員会で執行部で作成したポスターを例示する。 

     ・絵(写真)について  絵については載せる言葉にあったものを描く。 

     ・分担等       各委員会で話し合って作成する。 

    ⑤取組の結果 

・いじめ防止ポスターということで取り組んだが、ＳＮＳやメディアの使い方に関わるポス

ターを作成した委員会もあった。 

     ・ＳＮＳやメディアの使い方が生徒にとって身近なものである表れではないかと思う。 

 ＜ポスターの写真＞ 
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  イ アンケートの取組                    ＜資料３＞参照 

   ①ねらい 

    ・いじめ防止や生活習慣の改善のために、アンケートによって生徒の実態を把握する。 

    ・結果を全校生徒に知らせ、ＳＮＳの使い方等注意を促す。 

    

   ②方法 

    ・毎月、月末にアンケート用紙を配布し、アンケートに答えてもらう。 

    ・結果を集計し「生徒会報」で全校生徒に知らせるとともに、生徒朝会の場を活用し、生徒に

各自のメディアとの付き合い方や、家庭での時間の使い方などについて考えてもらう。 

 

  ウ 成果と課題 

    〇生徒の自治的な活動として取組を進め、自分事として考える機会を持つことができた。 

    〇ポスターは廊下や階段の壁面に掲示しており、生徒が毎日通る場所であるので、注意喚起に

つながっている。 

    〇アンケート結果により、ＳＮＳの使い方や自分の生活について見直す機会を提供することが

できた。 

    ▲取組のマンネリ化を防ぐために、生徒のアイディアを大切にしながら、取組方法等の見直し

改善を進め、活動を充実させていく。 
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資料１－１ 

令和元年６月２４日  

大平中学校区 保護者 各位 

大平中学校 校長 及川 正宏 

白山小学校 校長 熊谷 直樹 

平田小学校 校長 中野 順一 

 

大平中学校区「ノーメディアデー」の取り組みについて（お願い） 

 

 梅雨の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。  日頃よ

り大平中学校区の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 さて、近年の急激な情報化社会の中で、便利な反面、子どもたちの健康な体と心の成長にとっては問題

視せざるをえないような状況も現れてきています。ゲーム脳、ネット依存、携帯電話やスマートフォンを

介してのトラブル等。これらが睡眠不足や視力の低下、学習意欲と学力の低下の原因のひとつにもなっ

ていると指摘されています。全国的な調査によれば、岩手県内の小中学生、特にも中学生がテレビやゲー

ム、メール等に費やす時間が最も長い、ワースト１の状況にあります。現在、岩手県全体でその対策の実

行を呼びかけているところです。 

 そこで、大平中学校区では、下記のとおり「ノーメディアデー」に取り組むことといたしました。つき

ましては、取り組みの趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。 

記 

１ ねらい 

「ノーメディアデー」（テレビを見ない、ゲームをしない、インターネットやメール・LINE 等の SNS

をしない日）を家庭学習や家族の団らんや読書等に取り組む日とし、児童生徒が望ましい生活習慣、

学習習慣を身につけられるようにする。 

２ 期 日  

【第１回】６月２６日（水） 【第２回】９月２４日（火） 【第３回】１１月２７日（水）  

【第４回】令和２年２月２０日（木） ※大平中学校の定期テストの日の前に設定しています。 

３ 実施の方法 

（１）朝からでなくてもかまいませんが、下校から就寝するまでの時間帯で、いつもテレビを見ていた

り、パソコンや携帯電話等を使用したりしていた時間帯に、テレビやパソコン・携帯電話等の電源

を消すようにしましょう。 

（２）「ノーメディアデー」の日はゲームを一日中休むことを目指しましょう。 

（３）携帯電話やスマートフォンも、緊急の連絡以外には使わないようにしましょう。 

（４）「家庭学習に取り組む」ほか「読書」「家族の団らん」「家の手伝い」に時間を使いましょう。 

（５）「取り組めたか」「何をしたか」を振り返ってカードに記入します。おうちの方からの押印と

コメント記入もお願いします。記入後、担任に提出します。 
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資料１－２  「ノーメディアデー」Ｑ＆Ａ 
 

Ｑ 「その日は絶対テレビを見てはいけないのですか？」          

Ａ この取り組みは、実際にテレビ、パソコン、ゲームなどの電源を消すことで「生活の中でかなりの

時間がメディアに使われていることを実感してみること」です。可能であれば、長時間消すことに取

り組んでみていただきたいです。 

しかし、生活に必要な情報（天気予報、ニュース等）もありますので、お子さんの下校後に取り組む

など実情にあわせて取り組まれてもかまいません。 

家族で話し合って、可能な範囲でノーメディアデーにご協力をお願いします。 

 

Ｑ 「親もメールをしてはいけないのですか？」                            

Ａ  メールやインターネットは小学校高学年・中学生を意識した取り組みです。 

おうちの方の行動を規制するものではありません。 

しかし、お子さんが「ノーメディアデー」に取り組んでいるとき趣味でパソコンに向かっているまま 

では「家族で団らん」とはならないと思います。ご配慮をお願いします。 

 

Ｑ 「ノーメディアデー、どんなことをすればいいのですか？」              

Ａ   ある地区の小学校で「ノーメディアデー」に取り組んだとき、こんな答えがありました。 

   テレビやゲーム等を消して取り組んだときに何をしていましたか？ 

      ①みんなで読書  ○紙芝居 ○読み聞かせ 

      ②家族の団らん ○すごろく ○しりとり ○ブロック ○カルタ ○トランプ 

                       ○人生ゲーム ○お父さんの算数教室 

      ③家の手伝い ○米研ぎ ○サラダ作り ○食器ふき ○茶碗洗い ○餃子作り 

                      ○風呂洗い 

 

Ｑ 「家の人も反省するのですか？」                                

Ａ   忙しくてやったかどうか見られない。何をしていたか分からない。仕事もあるので大変かとは思い 

ますが、大切なのは「今日は何をしたの？」「やってみてどうだった？」「お手伝いお願いね！」「今 

日は頑張ったね！」「お手伝いありがとう！」など 

声をかけることが大切だと思います。 

ノーメディア取り組みカードを配布しますが、「ノーメディアデーができたか」（○×）「取り組 

んだことは何？」（取り組んだことに○やレ）「家の人の印」（サイン、はんこ、よろしければコメ 

ント少々）程度の記入です。提出率、実施率を調査しようと思います。 

おうちの方のご協力をお願いします。 
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資料２ 
 

 

 

 

  

 

 １１月２７日（水）の第３回ノーメディアデーの取り組み、ありがとうございました。 

今回は、今まで×が続いていた人が〇になるなど、取り組み方を工夫して上手に過ごしていただ

きました。ご協力ありがとうございました。 

もうすぐ冬休みです。冬休みは、ゲーム、スマホ、動画サイトに負けず、外で元気に遊んだり、

読書に親しんだり、家庭の仕事を行ったりすることも大事です。「ゲームばか

りしていた。」ということにならないよう、事前に家族で話し合い、規則正し

い生活を送ってほしいと願います。 

 

 

１年生 ・ちゃわん洗い、洗濯物たたみ、風呂掃除をする。弟、妹の世話。 

・テレビをつけずに、漢字大会に向けてがんばった！ 

２年生 ・テレビやゲームを見ずにあそんでいる。 自由帳に絵を描く。 

・読書、ジェンガ、なわとび  ・食器洗い、米とぎ ・九九の暗唱 

３年生 ・オセロやコマ ・ビー玉を使った工作 ・掃除機で掃除 ・釣り ・空手 

・手伝いをする。家族で楽しいことをする。 ・UNO ・漢字大会の練習 

４年生 ・テレビをつけないようみんなで声がけをする。 

・漢字大会に向けての勉強+お手伝い（夕食作り、洗たくたたみ、洗たく干し） 

５年生 ・X’masパーティーの計画作り ・勉強、手伝いをいつも通りがんばった。 

・祖母の介護の手伝い ・漢字大会へ向けて勉強 ・いつも以上に会話できた。 

６年生 ・家族とたくさん話をしたり、読書をしたりする。 ・ウノやトランプ 

・漢字大会の練習  ・弟・妹のお世話。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 児童数

（人） 

取組数

（人） 

達成数

（人） 

達成率（％） 

１年生 ２７ ２５ ２３ ９２％ 

２年生 ３３ ３２ ２９ ９１％ 

３年生 １５ １４ １４ １００％ 

４年生 ２２ ２２ １９ ８６％ 

５年生 ２６ ２６ ２５ ９６％ 

６年生 ３０ ２９ ２６ ９０％ 

全 校 １５３ １４８ １３６ ９２％ 

◆第３回ノーメディアデーの取り組み方の例◆ 

釜石市立平田小学校 ２０１９．１２．９  Ｎｏ３  文責：白川 太一 

 

 

たくさんのご家庭の協力のおかげで、全校の達成率をアップさせることがで

きました。ありがとうございました。 

 裏面に続く 

※達成率は、 

達成数÷取組数×100 

で表してあります。 

 太字は、前回を上回

ったものです。 

◆各学級の取り組み状況◆ 
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１年生 ・ﾉｰﾒﾃﾞｨｱデーを教えてくれて、静かに宿題、お手伝いをして過ごしました。Good です！ 

・みんなで運動をしに出かけました。 ・みんなが意識して取り組むことができました。 

２年生 ・ﾉｰﾒﾃﾞｨｱデーだと言われ、テレビを付けずゲームもせず、きょうだいと一緒に本を読みました。   

・弟の誕生日だったので、たくさん遊んであげていました。 

３年生 ・一緒に薪ストーブをつけたり、お掃除を手伝ってくれました。 

・お兄ちゃんとあやとりをして楽しく過ごしました。家庭学習は目標どおりでき、字も丁寧です。 

４年生 ・すぐテレビをつけることがクセになっていたようで、兄と妹に声をかけられ、なんとか見ないで

過ごせました。  ・ノーメディアの日は、３人でストレッチをする習慣ができました。 

５年生 ・X’masパーティーの計画作り楽しかったね。 ・オセロやコマをして過ごしました。 

・家に帰ってくるなり「ノーメディアだから！」とリモコンを隠しました。 

６年生 ・家族でﾉｰﾒﾃﾞｨｱデーを楽しみながら取り組みました。 ・身の回りの片付け食器拭きをしました。 

・ﾉｰﾒﾃﾞｨｱデー始まって以来のいろいろなことをしました。なわとび、体力作りが楽しく、早寝もで

きて良かったね！  ・時間を上手に使えた  ・自分で行動できていない。 

 

 ◆ノーメディアデーの学習時間◆ 

 

 

 

 

 

 読書の効果については、さまざまありますが、インターネットより抜粋したものを掲載しました。

家の中で過ごすことが多くなる冬休み、読書にひたってみてはどうでしょうか。 

 

１ 語彙（ボキャブラリー）が増え、コミュニケーションスキルがアップする。 

２ 想像力が豊かになる。 

３ 書く力がつく。 

４ やる気が出てきて行動力や実行力がアップする。 

５ 情報をそのまま受け取らず自分の考えを持つことができる。 

６ 感性が磨かれる。 

７ 読書に没頭することでストレス解消につながる。 

 

学年 時間のめやす 最短 最長 平均   

1年生 
２０分以上 

 0分 １時間 約２８分   

2年生 30分 １時間 3０分 約３９分   

3年生 
４０分以上 

30分 ２時間 約４５分   

4年生  0分 ３時間 約５３分   

5年生 
６０分以上 

30分 ２時間 30分 約７０分   

6年生 ０分 ２時間 30分 約 69分   

◆ノーメディアデーの日の家庭学習時間◆ 

◆家庭からのコメント◆ 

 

◆読書のすすめ◆ 

 ほとんどの児童が

家庭学習の時間（め

やす）を超えていま

した。 
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資料３「O おやすミンミンゼミＳ素晴らしい Ｎネットの Ｓ使用法」アンケート 

生徒会執行部 

※から本日までの期間について答えてください。 

 

 

 

 

 

 

質 問 回 答 

質問

１ 

あなたは夜何時に寝ていますか。 ア 10 時前に寝ている イ 10 時～11 時 

ウ 11 時～12 時  エ 12時を過ぎる 

質問

２ 

あなたは寝る前には何をしていることが多いですか。 

 

ア 学習 イ 動画 ウ SNS  

エ ゲーム オ 電話 カ読書 

質問

３ 

あなたは朝何時に起きていますか。 ア 4 時～5 時   イ 5 時～6 時  

ウ 6 時～7 時   エ 7 時～8 時 

質問

４ 

あなたは、スマホ、タブレット、ＰＣ、ゲームなど、通信機能のついて

いる端末を持っていますか？ 

ア 自分専用の端末を持っている 

イ 自分専用ではないが持っている（使わせ

てもらっている） 

ウ 持っていない（使わせてもらっていない） 

質問４で「ア」または「イ」と回答した人のみ、質問５以降へ進んでください。 

質問

５ 

あなたは持っている通信端末を普段どこに置いていますか？ ア 自分の部屋の(           ) 

イ 親が決めた場所 

ウ その他(                     ) 

質問

６ 

インターネット上に、自分や友達の個人情報を公開したことはありま

すか？ 

※個人情報とは、名前、学校、クラス、住所、メールアドレス、電話番

号、ＳＮＳのＩＤ、個人が特定されるような写真や動画などのこと

です。 

ア ある   イ ない 

質問

７ 

じまん話や悪口、根拠のない噂など、他人を不快にさせる文章や画像

を投稿したことはありますか？ 
ア ある   イ ない 

質問

８ 

インターネット上で知り合った人に会ったことや会う約束をしたこと

はありますか？ 
ア ある   イ ない 

質問

９ 

知らない相手からのＤＭ（ダイレクトメッセージ）やメール、電話に

対応したことはありますか？ 
ア ある   イ ない 

質問

１０ 

メールやＳＮＳを送るときに、相手のことを考え文章の表現や時間帯

に配慮できなかったことはありますか？ 
ア ある   イ ない 

 

【執行部からのお願い】 

アンケートに正直に答えてください。大平中学校のいじめは０ではありません。いじめ０を目指すに

は、皆さん一人ひとりの実態を把握し、改善していくしかありません。ニュースにあるようないじめ

問題は決して他人事ではありません。また、スマホ、タブレット、PC、ゲーム等と生徒の生活リズム

の関係についても実態を把握したいと考えています。ご協力お願いします。 


