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第 1134 回例会報告                             3 月   8 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  3月   15日（水） 次週予告  3月  22日（水） 

◎ソング 「Be a Rotarian」 

            田辺 朱希美 会員  

◎プログラム 卓 話 

                 細川 洋一 会員 

◎ソング 「奉仕の理想」 

             小山 一子 会員 

◎プログラム 卓 話             

                        田辺 朱希美 会員 

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 未成年者のスマートフォン利用率が増えていま

す。内閣府調査によると、小学校高学年では２７．

０％、中学生で５１．７％、高校生で９４．８％

となっています。 

スマホ利用率は毎年伸びており、今や小学校高

学年で４分の１、中学生で半分、高校生はほとん

どがスマホを使っていることになります。（平成２

８年度 青少年のインターネット利用環境実態調

査 結果（速報）：内閣府） 

 

 未成年者のスマホ利用時間は１日平均３．２時

間で、昨年より０．２時間増えました。 

特に高校生では女子が６．１時間も利用し、男

子でも４．８時間使っています。睡眠時間や授業・

クラブの時間を除けば、ほとんどの時間スマホを

触っていると考えてもいいでしょう。 

高校生はスマホにどっぷり浸かっているような

状態にあり、弊害も出てきています。 

例として 

①四六時中使いすぎていると注意された・36.2% 

②食事中もいじっていて注意された・・23.0% 

③寝る前までいじっていた ・・23.0％ 

④寝不足で頭がぼーっとしていたり、注意力が散

漫になった・・16.3%％ 

⑤学校の成績が落ちてきたと注意された・13.1% 

 

 未成年者がスマホで利用するアプリでは、

LINE(ライン)がダントツで多く、未成年者全体の

７３．９％が使っており、前年比で７．６％増え

ています。 

中学生の利用率は８０％前後、高校生では９

５％前後もあり、「LINE のためにスマホを持つ」

ような状況です。 

Instagram(インスタグラム)は、女子高校生だけ

が極端に高く、全体の５０．５％が利用していま

す。女子高校生は、写真に特化した Instagram を

好んで使っているようです。 

 

ＳＮＳ・動画アプリへの写真・映像の投稿内容（女
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子高校生 / 未成年全体） 

①プライベートで友達と一緒にいるとき・・・・

女子高校生 60.2％ 未成年全体 37.0％ 

②学校での自分や友達・・・・・・・・・・・・

女子高校生 44.7％ 未成年全体 21.0％ 

③プライベートで自分ひとり・・・・・・・・・

女子高校生 11.7％ 未成年全体 16.2％ 

④芸能人・有名人・・・・・・・・・・・・・・

女子高校生 34.0％ 未成年全体 11.9％ 

⑤閲覧のみで撮影・投稿していない・・・・・・

女子高校生 23.3％ 未成年全体 46.4％ 

 

 女子高校生は友達と一緒にいるときの自撮りを、

LINEや Instagramなどに積極的に投稿しています。 

「閲覧のみで撮影・投稿していない」という人は、

未成年全体でも半数以下であり、写真投稿は当た

り前になってきているようです。 

 これらの実態に対して、スマホトラブルについ

ての意識はまだ低いようです。 

自分が当事者になると思った事件（未成年全体） 

①個人情報が漏洩する・・・・・25.6％ 

②アカウントを乗っ取られて悪用される・・17.8% 

③友達・知り合いの写真・動画をネットで勝手に

投稿する・・15.9％ 

④特にない・・61.5％ 

 

 「特にない」と答えている人が６０％以上もお

り、スマホ利用でのリスクを知らないか、もしく

は「自分には無縁」と思っている人が多く、スマ

ホ利用でのトラブルへの意識がまだまだ低いと言

えそうです。 

「大人は子供に『ＳＮＳに写真は載せない』『ス

マホは夜○時まで』などダメなことを教えようと

しますが、それでは実際のスマホ利用には合って

いません。スマホを上手に使うことを前提に話し

合った方がよいと思います。 

 

 また現在の情報モラル教育では、被害に遭わな

い対策が中心になっていますが、反対に未成年が

「加害者・犯罪者にならない」ための対策も必要

です。サイバー犯罪の加害者にならない、著作権

を侵害するような投稿をしないなど、加害・犯罪

対策の教育が重要となります。 

本日の本は「サイコパス」  文春新書 中野 信

子  (著) 

サイコパスというワードについて、その行動特

性、脳科学的な特徴、研究の歴史、社会への影響

の与え方など、多角的な側面からわかりやすくま

とめています。 

サイコパスと聞けば映画に出てくるような危険

な犯罪者という悪いイメージがありました。もち

ろん凶悪殺人者もいるので100%擁護するわけでは

ないですが、そういった良し悪しの価値観も社会

によって異なるということを実感できます。 

おそらく日本では「共感性が低い」「自身の報酬

を優先する」「罰に懲りない」といったサイコパス

的な特徴のある人は生き辛いでしょう。しかし、

サイコパス的な人のほうが生きやすい場合もあり、

人類の歴史をみるとそういった時代もあり、一概

に「悪い人」というわけではないようです。 

サイコパスの長所は、「プレゼンテーション能力

が高い」「緊張やスリルに耐性がある」「リスクを

恐れず勇猛果敢」など、いわゆるリーダーとして

「人を惹きつける魅力」があることです。 

どこか風穴を開けてくれそうな雰囲気もあり、

こういう部分はちょっと憧れますし、勇気が持て

ますね。 

一読されてはいかがでしょうか。 

 

 

宝塚演奏家連盟コンサート（第 5回） 

 

大阪音楽大学で教鞭をとっておられる富樫三起子

先生と永井正幸先生の素晴らしい連弾でした。 

 

プログラム 
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○小山 一子 君 

 男性会員の皆さま ご丁寧にお心こもりのホワ

イトデーのプレゼント ありがとうございます。

感謝いたします。 

宝塚演奏家連盟 富樫様 永井様 ようこそ。 

楽しみにしています。にこにこ！ 

 

○栗田 義博 君 

 母のめい福を祈って。南無阿弥陀仏。 

 

○芝池 巌 君 

 宝塚演奏家連盟の富樫三起子様、永井正幸様 

本日はようこそお越しいただきました。素晴らし

い演奏をよろしくお願いします。 

 

○田辺 朱希美 君 

 男性会員の皆様 ありがとうございます。 

これからも宜しくお願い致します！！ 

 

本日のニコニコ   17,000円 

本日までの合計  840,820円 

 

 

 

□ソング 

「我等日本のロータリアンの歌」  

                         田辺 朱希美 会員 

□お客様 

富樫 三起子 様（ピアニスト 宝塚演奏家連盟） 

永井 正幸 様（ピアニスト 宝塚演奏家連盟） 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 2 32 22 1 71.88 

前々回 

2/22 
34 2 32 20 5 78.13 

 

□幹事報告  

本日お渡しした宝塚中ロータリークラブ細則（案）

を読んでおいてください。 

22日に臨時総会を開催します。 

 

 

 

男性会員から女性会員の皆様にホワイトデーのプ

レゼントをお渡ししました。 

（田村会員と野木会員はお休みです） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱 

週間報告 

 今週の本 

「サイコパス」 文春新書 中野 信子 (著) 

 

 

 


