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【１班】自分たちの身の回りにあるネットトラブル 

【ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ】                     【書記】 

F（ファシリテーター）：自分たちの身の回りにあるネット
トラブルの例を 5分間で挙げれるだけ挙げてください。 

S（書記）：お願いします。 
F：今ポストイットに書いたものを発表してください。被っ
たら重ねて貼ってください。 

 例:既読無視、無料でポイントが貰えるというサイト 
生徒：迷惑メール（ポイントサイト）、不正アクセス、勝手
に人の写真を撮りネットに流す、ラインなどでの悪口 

生徒：変なサイトに飛ばされた。（架空請求）、勝手に写真
を撮られて流出された。 

生徒：ラインでの悪口、個人情報流出、ウイルス感染。 
生徒：実際にあったもので、ウイルス感染（警告が出た） 
生徒：ツイッターでの他人の写真の勝手な使用。ウイルス
（アクセスしたらシャッター音が鳴り、写真を撮ったと
いう料金を架空請求された） 

生徒：中学の先生が盗撮され、ツイッターに載せられてい
た。ツイッター・ラインなどのブロック、アカウントの
乗っ取り。 

F：今出た例を分類します。身の回りのトラブル、知らない・
会ったことがない人とのトラブル、聞いた話などで分け
てください。 

生徒：個人情報、SNS での人間関係のトラブルなど分けま
しょう。 

 
F：どのように分けましたか？ 
生徒：SNS関係、法律、自己責任、で分けました。 
F：では自己責任の方からお願いします。 
生徒：ゲームをしていてスタミナが減ったら別のゲーム、
と繰り返していたら時間ばかり消費してしまう。 

生徒：ガチャで新しいキャラが出ると 5 千円程課金してし
まう事が増えてしまう。 

生徒：アイチューンズカードは気軽に購入できるので課金
してしまう。 

生徒：テスト期間もスマホが気になって集中できない。 
F：スマホ依存は結構関わってきますね。 
生徒：機種にもよりますね。iPhoneはウイルスにかからな
いけれど、Andoroidは重くなったりウイルス感染しやす
いなどもありますよね。 

生徒：体験談で、ウイルス感染をした時は対策アプリをイ
ンストールして対処しました。 

生徒：対策アプリ自体がウイルスなこともありますよね。 
生徒：セキュリティソフトで脅威がありますと表示された。
有料と出たので調べてみたら、そのソフト自体が危険な
もので、脅威自体が嘘の可能性があり、金を払わせるた
めのものだった。 

F：ネット広告でウイルスに感染されました、っていう誘導
するサイトもありますよね。 

オークションではどうですか？ 
生徒：人同士の関係なのでウイルスとは違いますけど、支
払いや届いた商品自体が違ったというトラブルなどがあ
りますね。 

F：被害にあったということですか？ 
生徒：はい。商品が壊れていたり、自己責任ですが想像し
たサイズと違ったりはありました。 

F：オークションとかする時はプライバシーマークとかを見
ると良いですね。オークションを自分でよくやる人はい
ますか？ 

生徒：メルカリとか。最近は気軽にできるものが増えてき
てますね。 

F：そのことで不満はありましたか？ 
生徒：姉が、頼んだ商品が来なかったことはあります。料
金は支払ったけれど来ない、詐欺がありました。 

生徒：勝手に自分の写真を載せられて嫌だった。 
F：後ろ姿とか。それでもだめ？ 

まいます。 
生徒：撮らないし撮られたくないです。 
生徒：学校にいるときならまだしも、一人でいるプライベ
ートな時に盗撮されたら縁を切るレベルですね。 
高校で、先生を盗撮して載せた人がいて、それ以来お菓
子・ゲーム・漫画・携帯の使用が禁止になりました。 
F：著作権違反についてはどうですか？ツイッターはたし
か、呟きだから違法ではなかった気がします。マナーの問
題だとは思うけど。 
先生：ツイッターに違法で載せられてる動画は暗黙の了解
っていうのはありますよね。売る側も、それによって宣伝
にもなるから。 
生徒：呟く前に考えた方が良いですよね。 
生徒：勝手にライブ映像とか、PV を公開されて怒ってい
るアーティストもいました。 
F：パクツイ（人のツイートをパクってコピーして自分で
ツイートすること）に注意するとか。 
生徒：好きなアーティストがパクられたり無断で転載され
ても自分は何もできない。 
F：どうも出来ないけれど、拡散しない、何もしないとい
うのも手ですよね。 
 スマホ依存についてはどうですか？ 
生徒：親に預けるとか。時間を決めるとか。 
生徒：ゲームにハマりすぎないとか。自分で意識を変える
しかないから。 
生徒：けど LINE がくると未読無視のままになってしまう
から、やっぱりスマホに手が伸びてしまう。 
生徒：LINE のプロフィールに「返信遅れます」って書く
とか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜熟議終了＞ 
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生徒：親しい友達だけなら。 
F：知らない人が見るような、鍵のついてないツイッターで
顔は隠れているけど、どこにいるか分かる写真はどうかな。
男の子と女の子で違うと思うけど。 
生徒：何も言わずに撮られるのは嫌だけれど、言ってから
なら時と場合によってはネットに流しても良いかも。 
生徒：顔が映ってなくて悪い印象を与えなければ良いかも。 
 
F：SNS と LINE って微妙に違くないですか？FaceBook のメ
ッセンジャーとかは LINE寄りかな？ 
文面上だけだと誤解が生まれたりしますよね。 
生徒：友達が LINEでブロックした、されたをツイッター上
で言っていた。 
F：LINE 上だと軽い気持ちで悪口が出てくるとか？スタン
プだけだと意思疎通が図れなかったとか。 
生徒：すぐ返すにはやってることを中断しなきゃいけない。
既読機能が面倒。 
S：スタンプを送らないで自己完結する人との LINEの場合、
既読機能がないと要件が伝わったか分からないから、便利
な面もあります。 
生徒：部活の LINEグループとか、抜けるタイミングがつか
めないですね。グループ LINEは通知切ってます。 
F：ツイッターとかは？皆鍵はつけてますか？写真を載せた
りとか。 
生徒：鍵はつけていないけど、写真を載せても数日後に消
してます。 
F：それでも危ないですよ。 
生徒：LINE を持ってない人とはツイッターの DM でやりと
りしてます。ツイッターは知り合いじゃなくても、検索し
たら知らない人ともすぐ繋がれるじゃないですか。 
F：LINEよりもツイッターの方がつながりやすいですね。 
生徒：LINEするほど仲良くない人とはツイッターでやりと
りしています。 
F：使い分けがあるんですね。 
生徒：けどツイッターは芸能人とかが炎上してるのも見れ
るので、あまり見たくないです。 
F：ツイッターと LINE のループという件は、私もあります
ね。 
生徒：校長先生とはメールのやりとりなんですけど、迷惑
メールに埋もれて 2 週間ほど校長先生からのメールに気
づかないこともありました。 

F：乗っ取りとかは？ 
生徒：勝手にツイートされてることはありました。パスワ
ードが分かりやすいとかあるのかもしれないです。 
生徒：他の人に乗っ取られるのと、サイトが勝手にツイー
トするのとありますよね。 
S：ツイッターの診断サイトとかでアプリ連携もありますも
んね。 
F：自分では気づきにくいですよね。ログ見なきゃ、身に覚
えのないツイートはわからないし。 
生徒：ふざけてるのか、本当に悪口で言ってるのか判断し
づらい言葉は使わない方がいい。 

生徒：人によって文章の説明の度合いを変えたりとか。 
生徒：文末に絵文字、（笑）とか使います。 
F：既読機能に関するトラブルについてはどうですか？ 
生徒：返さなきゃっていう義務感を感じてしまうのはどう
にかしたいですね。 

生徒：そろそろ面倒だな、って思ったときにスタンプで終
わらせることもあります。 

F：盗撮、無断で掲載することについて。 
生徒：ツイッターだと一度載せると知らない人にも拡散さ
れていく。 

生徒：ツイッターだと顔も知らない人にまで見られてし 
 
 

【ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ所感】  



高校生 ICT Conference 2016  in 新潟 熟議録 2016/8/20 

 

 

 

【書記所感】 
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【１班】トラブルを起こさない、巻き込まれないためにはどうすればいいか 

【ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ】                     【書記】 

生徒：盗撮された写真が複数人にシェアされていて、そ
の中の人が盗撮した写真を勝手に SNS に載せていたら
誰が悪いのか？ 

 
生徒：自分の中でのルールを決めるとか。 
F： アプリ依存の対策を考えましょう。自分の意志でっ
ていうのはあるけど、それでだめだったら親に頼ると
かも究極あるよね。 

生徒：自分の意思を持つ。 
F:それがあれば LINEの返信遅れるのも友達に直接言って
おくとか、アプリもやめれば依存から離れられるよね。 

生徒：将来のことを考えて行動に移すのが大事ですよね。 
F：写真の問題はどうだろう？ 
生徒：載せられる前提で写真を撮ったり撮られたりして
ます。 

S：女子だと載せる前提の人が多いし、男子との意識の違
いはありますよね。 

生徒：ぼかす人はいますよね、顔だけとか。 
S：女子は悪意とかなく、みんな見られても良いように撮
ってるかも。どこにいるかバレるとかって意識がなく
て、どこで何してるのか伝わるように撮って載せちゃ
ってるな。 

生徒：撮っても良いかの問題をクリアしても、載せても
良いかとなるとまた別の問題ですよね。 

F：第三者が写真を勝手に保存した時にはどうするか。 
生徒：晒されたとかじゃなくて、自分から SNS に載せて
るなら、正直他の人に保存されても仕方ないと思いま
す。自分の行いの責任は自分で持つ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜熟議終了＞ 
 
 

【ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ所感】  

 

 

 

【書記所感】 

男子と女子では考え方が違って、そもそも写真を載せることへの意識が違うから意見がまとまるのは難しかった。 
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【１班】トラブルに巻き込まれたらどう対処する？ 

【ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ】                     【書記】 

F： LINEなどの文面上で誤解が起きたらどうしますか？ 
生徒：直接聞くのが良いと思います。 
F：まず誤解があったことを相手が気づいてないかもしれ
ないから、それを伝えるのは大事ですね。 

⇒相手の真意を確認する。 
F：既読を付けてから放置した・されてしまったら？ 
生徒：放置されてもあえて何も言わず返信を待つ。 
生徒：一歩引いて返信を待つ（既読無視されてるという
ことはそれ以上送っても帰ってこないはず）。 

⇒相手の立場に立って考える。 
F：写真を勝手に挙げられていた場合はどうする？ 
生徒：通報するとか。 
生徒：それ以上広がらないように削除要求をする。 
 
F：スマホ依存になってるのとかどうする？もうやめよう
とも思えないよね。 

生徒：追い込まれないと離せないですよね。 
生徒：けど依存してる人はスマホに触らないこと自体が
ストレスになりますよね。だから勉強このくらいがん
ばったら 30分ご褒美に使って良いって設定するとか。 

S：iPhoneなら、ロックかけてわざと何度もパスワード間
違えて 1時間は使えなくするとか。 

生徒：フル充電して、100%使い切ったら充電しないで終
わりとか。 

F：それは面白いね。時間考えて使うようになるかも。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜熟議終了＞ 
 
 

【ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ所感】  

 

 

 

【書記所感】 

正直相手本位の考えになることが多くて、スマホ依存によって SNSに気を取られすぎなんじゃないかと思った。 
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【２班】 

【ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ】 上野愛里                    【書記】小林明日香 
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ファシリテーター）： 
LINEで起こりそうなトラブルについて 
S:言葉の受け取り方→誤解が起きる 
H、MY:自分のいないグループでの悪口 
M:ありもしない噂を流される 
I:写真の拡散、悪口 
相手に反抗したらキレられた  
U:ブロック  
A:知らない人にいきなり追加される 
F:自分の知らない間に大事な話し合いが進んでいた 
 
 
 
F:掲示板（ツイッター）で起こるトラブル 
S:趣味の違いで相手に不愉快にさせてしまう 
H:「～なう」のツイートで居場所が分かる 
M:人をたたく人がいる 
I:画像拡散、悪口 
MY：誰でも見れるのが問題 
U:相手の許可無しでツイート 
S:トラブルはあっても生活が充実しているものだからし
ょうが無いと思う。ニュースもテレビよりもツイッタ
ーの方が早かったりするから便利。 

 
F:LINEの利便性 
S:連絡がとりやすいし、短文ですぐ伝えられる。メール
より見やすい ラインは動画を見たりすることでコイ
ンが貯まる機能があるのであまり課金のトラブルは起
こりにくいと思う 

H:通話、チャット 気軽にコミュニケーションとれる 
M：情報がはやい、返信する言葉を考えられる 
I:お金が発生しない 
MY：メールより手軽 
U:既読がつくから相手が見たか分かる 
F;自分の知っている人とが前提、既読がつくこと、課金
要素があるのがラインの特徴 

 
 
F:掲示板（ツイッター）の利便性 
S:ツイッターで趣味の合う人と意見交換できる 
H:世界中の趣味の合う人とつながれる 
M:様々な意見を聞ける 
MY:見ていておもしろい 
U:多くの人と共有できる 
 
F:課金アプリで起こりそうなトラブル 
S:プリペイドカード使用するからあまり親に架空請求が
いくことはあまりないと思う。 
 
皆：トラブルはあることを知っているけど、実際自分は
経験したことが無い 
 
F:既読無視について 
S:既読無視につながる会話をしているのが原因 
基本既読無視（大事な内容じゃないなら） 
U:ある程度その人を知ると。返す特徴が分かってくる 
A:既読無視をここまで気にするのは日本人だけ 
M:人によって既読無視もする 
 
 

I:その人の特徴を知るのが大切 
I:絵文字を使う使わない、基本返信が遅いなど 
S:既読無視を気にする人と気にしない人の気持ちを分かり
合うのは難しい 
 
I:悪口がトラブルになるよりも、ラインの使い方（勝手に
写真を使う、スタンプ連打、既読・未読無視）が問題 
 
S:ラインが悪いんでは無くて、相手と面と向かって話して
いないがためにラインが悪者扱いされる 
学校でグループから外されることと、グループに自分だけ
いないグループがあることは同じ→ラインという道具を使
っているから問題になる 
 
S:電話番号は個人情報だけど、ラインの普及で電話番号が
流出することはない 
 
I:ラインは一個しかアカウントを作れないからあんまり偽
装している人は少ないけど、ツイッターはいくらでもアカ
ウントを作れるのでツイッターの DMは危ないと思う 
 
I:ツイッターでトラブルになる人はつぶやく回数が多かっ
たり、自慢をしたい人が多い（性格の問題） 
 
S:落とし物を持ち主に渡せた（拡散のおかげ） 
 
S:ツイッターは独り言が主だから自分に重く考えないのが
普通じゃ無いのか フォローする、しないは自分次第だか
らフォローを返すのは義務じゃない 
 
I:ライン、ツイッターは顔の表情が分からない分、文面に
感情が表れる（何かしらいつもと変わってくる） 
 
S:FreeWi-Fiで個人情報が漏れる、通信内容が見れる 
（これを悪用して Wi-Fiを立ててる人もいる） 
 
S:ネットトラブルは自分自身に問題があるから、トラブル
に巻き込まれるということを漠然として教えるのでは無
く、どういう所から起こるのか中高生が使っているアプリ
についてしっかり教えるべき 
 
I:普段静かな人の方がネットで暴れる 
 
ツイッターのアカウント数について 
S:三個。趣味とプライベートを分けるのは相手への気遣い 
I:二個。闇ツイートしているわけでは無い 人のことを思
って 鍵垢にするとつながりが消える オフィシャルな方
は学校の友達などだからネット上のつながりはもとめてい
ない 
 
S:ツイッターは公共の場  
 
I:ツイッターはラインより軽い 緩やかにつながれる 
ツイッターを理由に仲良くもなれる 
ラインの方が濃いつながり  
S:廊下ですれ違う程度の友達→ツイッター 
遊びに行ったりする仲→ライン 
 
I:どこの誰か分からない人と深くつながるのは危ない 
これがトラブルになるかならないかは自分次第 
 
 
 
 
 
＜熟議終了＞ 
 



高校生 ICT Conference 2016  in 新潟 熟議録 2016/8/20 

F:トラブル解決策 

S:使い始める前に危険性を知る 正しい情報かどうかを見
極める 

写真をあげるときは許可を取る 

I;知らない人との関係には十分気をつける 

（会うのはだめ） 

誤解されないように言葉遣いを自分で気をつける 

U;使わない 

H:知っている人とだけ話す 

 

F:トラブルに巻き込まれたら・・・ 

S:どうしてそうなったのか詳しく聞く、調べる 

S:起きてしまったことはしょうがないと受け止めて、プラ
スに受け止めて次から気をつける、注意する 

 

I:面と向かって話し合うよりもラインを媒介したほうが深
く話し合えたりするから場合によりけり 

 

 

【ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ所感】  
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【書記所感】 
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【３班】 

【ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ】城川                     【書記】阿部 

F：スマホはいつから持ってる？ 
S：５人高校から、１人は持ってない 
S：ガラケは小１から 
 
F：学校は携帯オーケーか 
S：だめｘ４ 
S：持ち込みオーケー 
 
F:ネットで体験した危険なことはある？ 
S:ツイッターで勝手に写真が載る 
S:最近ではぼかすアプリがあるから、プライバシーを守
れる。 

S：そもそも集合写真を載せない 
S:寮だからネット自体厳しい 
 
S：自分の家のペットを勝手に撮影される。 
S:友達のアカウントがアイコンが自分の写真なのに、乗
っ取られて過激な写真を送ったりされていた。そのリ
ンクを開いた友達も乗っ取りにあった・ 

S:グループの特定の人が発言すると、みんなが無視する。 
 
F：ネットがあってよかったと思うことは？ 
S:部活とかの連絡はライン 
S:テスト範囲とか課題の内容は助かる。 
 
F:世の中的に一番危ないんじゃないかと思う負の部分は
なんだろう？子供がまきこまれるとか。じゃあ次に、
それとは逆に世の中でコミュニケーションツールによ
って良くなっていることをあげてみよう。 

 
S:ボランティアイベント個人情報が流出するのは本当に
恐い。 

S：世界中の人と交流できる。支援も出来る。でも、スト
ーカーとか危険。 

S：子供の安全が確認できる。爆破予告は危険 
S：ラインニュースとかでいち早く情報を知れる。知らない
人とツイッターの高校生と会う。 

S：ボランティアとか支援活動、ペット、定期を探し出せた
り利便性が高いが、犯罪につながる可能性のある情報を
拡散してるかもしれない。 

 
F:付箋をまとめて分類しよう。良いことの要素と、悪いこ
との要素を集めてコーナーをつくってみよう。 

S：犯罪につながるコーナーの特徴は影響が大きくて、多く
の人が困る。 

F:そう、規模が大きい。次の個人情報やウイルスについて
規模はどれくらい大きいだろう？ 

S:身近だけど深い。相手がわからないと怖い。でもグルー
プラインでの無視とかは、個人に一番メンタルに影響がで
る。 
S:逆に自分の写真がアイコンになっているアカウントが乗
っ取られるのはは“めっちゃ迷惑！”で済むレベルで、精
神的にダメージは負わないね。 
S:グループ１の犯罪コーナーは他人事で済ませちゃうレベ
ルだね。 
F：つぎは良かったものを分類してみよう。 
S:良かった物は結構グループ３（個人的な物）に分類され
るね。 
 
F：爆破予告がきたときとかに、どう対処する？ 
S：偉い人たちにすぐ調べてもらったり、大人を使ったりす
る。 
F:じゃあ詳しく考えてポストイットにまとめてみよう。自
分で出来ることでも、世の中がすべきことでもどっちでも。 
S:犯人はカウンセラーを受けたりしたら爆破に走らなくな
るのかも。 
S:王国連絡相談が大事。 
F:もし友達が爆破予告しようとしてたらどうする？ 
S:めっちゃ話聞く！！！！！ 
S:有名人の悪口は、“まず言わない” 
 
 

【ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ所感】  

 

 

 

【書記所感】 
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【４班】 

【ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ】山浦 圭介                      【書記】山川 沙羅 

F（ファシリテーター）：思いつく（体験した）ネットト
ラブルを書きだそう 

タネ：間違いメールに返信後しつこく個人情報を聞かれ
た 

 LINEで自分の顔が勝手にプロフィール画像に 
 ホラーサイトの URL が友達から「おもしろいからみて
み（笑）」と送られてきた 

マサ：写真・動画を無断で載せる 
 身に覚えのない高額請求 
 知らない人に LINEなどで友達登録される 
 （スマホゲーなど）課金 
ハル：LINEでいきなり知らない人から連絡がきた 
 グループチャットで嫌いな子を省いたり「今日から
○○ちゃん無視しよう」などのいじめ 

 タイムラインで「○○ちゃんうざい」という悪口をみ
た 

 （LINE など）会話を終わらせたいのにずっと続けてく
る 

 Twitterｄ住所特定 
サエ：自分が写っている写真・画像がいろんな人に送ら
れた 

 見たくもない変な写真が送られてきた 
 架空請求 
モト：送った文章が通じなかった 
 彼女の元彼に悪口をいわれた 
 友達にアカウントを勝手に使われツイートされた 
 個人情報をバラすと脅された 
 友達が女子になりすましてだまされた（） 
S（書記）： 
F：対策はどんなものがあるか 
S： 
タネ：パスワード管理をしっかりする 
 ウイルス対策（セキュリティ）のアプリインストール 
 迷惑メールが多い場合アドレスを交換 
 知らない人が見ることができるところに安易にアカウ
ントを載せない 

 架空請求がきたら一人で悩まず親など信頼できる人に
相談 

 SNSでいじめを受けていると感じたら相談 
 違法画像・動画とわかったら通報 
 個人トーク（チャット）は現実でも関わりがある人と
やる 

マサ：知らない人からの LINEは無視 orブロック 
 知らない人からの電話はなるべく出ない 
 課金をするなら限度を決める 
 変なサイトはクリックしない 
 フィルタリングをかける 
 信用できる人以外に個人情報を教えない 
 個人情報をどこまで載せるのか考えて載せる 
ハル：SNSに友達との写真を載せる時は許可をとる 
 写真を勝手に載せた友達に注意する 
 会話（トーク）を終わらせたい時は相手が傷つかない
よう「またね」といって終わらせる 

サエ：変なメールが送られてきたら無視する 
 LINEとかするとき相手の気持ちを考える 
 複雑なパスワードや IDにする 
モト：真に受けない 
 位置情報を簡単に載っけない 
 相手の気持ちを考えながら文を送る 
 写真を載せる時は写っている人を確認・許可をとる 
 かぎアカにする 
 パスワードを誕生日などにしない 
 パスワードを友達にみせない 
 SNSをつかわない 

F：巻き込まれたら 
タネ：架空請求か判断しすこしでも可能性があれば相談 
マサ：架空請求がきたら親や信頼できる人に話す 
ハル：一度失敗・後悔したことは二度しない（課金など） 
 知らない人からのメールなどは無視！！ 
サエ：許可なしに写真を載せてしまったらすぐ消す 
モト：相談所に連絡する 
 親・教師・信頼できる人・友達に相談する 
 友達に（写真など）勝手に載せることをやめてもらう 
 悪口を言われてたら 
 ウイルスにかかったら買い換える 
S： 
F： 
S： 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜熟議終了＞ 
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【５班】 

【ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ】齋藤みなみ【書記】佐藤ちひろ 

F（ツイッターなど）ネット上の人とのトラブル、友達と
のトラブル普段のやり取りがトラブルにつながる可能
性 

F身の回りで起きた・体験したトラブル 
実際に起きたトラブルや、実際に嫌だったことを付箋
にかいてみよう 

S既読機能問題、通知（スタ爆） 
Fあいたくないトラブル 
 脅迫、特定、ストーカー被害、LINEで悪口仲間はずれ 
 個人情報がばれるのが一番怖い、ネット上で知り合っ
た人 

F 自分がなんとも思っていなくても、相手が嫌な思いを
しているかもしれない。もしくはその逆。相手の尺度
で考える 

 面白いことを言われたら面白いことで返さなきゃ？ 
 文字だけでは気持ちが伝わらない！ 
 →スカイプ→年上が多い 
 オフ会 
F実際に遭ったこと・赤 
 万が一あいたくないトラブル・青 
 例）知らない人に会うのが怖い 
 もしかしたら相手はいやかもしれない・緑 
 文字からの印象 
 ツイッター乗っ取り 
 チェーンメールは加害者にも被害者にもなり得る 
 （回さなきゃ怖いことあるよ） 
～午後の部～ 
まとめ作業（分類） 
（それぞれのトラブルが、どの SNS ツールを介して発生
するかを分類する） 
LINE 写真 表現 個人情報 Twitter その他 

 いいね数で悩む、いいね爆 
F LINE、Twitter以外の SNSはやってる？ 
 インスタ、ブロードキャスト（生放送）、Facebook 
 Twitter鍵垢で知らない人からフォロー申請 
 知らない人から遠隔で BAN、垢の消失 
 ネット通販で頼んだのと違うサイズのものが来た･･･ 
F バカッターなどの画像が全然自分たちの関係ない範囲
で公開されているように、自分の画像が公開されてた
りして怖いなーってことはあるか？ 

Fスマホゲームの課金でお金を使いすぎるトラブル 
 通信料超過 
F LINEはみんなやっている 
→LINE はみんなやっているの方が議論がしやすいので
は？ 

F Twitter、仲のいい人しかフォローしない垢 
→ある意味、仲間はずれのトラブルにつながるのでは? 
 ちょっとウマが合わない人を排除→トラブル 
 

F今出た（トラブル案）ものを予防するためには？ 
 たとえば、チェーンメールが来たら、気にしない、回さ
ない 

 自分が普段していることがトラブルを予防している可能
性 

 LINEのときはするが、Twitter のときはしないこと 
 怒ってる！といわれないようにしていること 
 個人情報は原則のせざるを得ない場合が多いが、のせる
場合はどのようにすればいいか。 
（例：敬和学園の表記を「けいわ」とする） 
 親はメール、子は LINE 
 テレビは見るか?今は Twitter ともリンクしている 
 天気予報 
 スマホ、NHK、テレビ 
→ネット派、テレビ派に分かれる 
（公の TVの方が信頼性が高い） 
ｄボタンはあまり使わない 
 今の高校生 
→新聞は読まない（受験のためには読むが･･･） 
 選挙について 
 何を参考に投票するかしないかを決めるのか？ 
知らない人から友達申請（友達の友達） 
→予防）「どういう基準で友達追加するか」というのは人に
よりけりである。（うれしい人もいる。） 

 LINE（近い人だけ 
 Facebook(一回でも会ったことがある人 
→輪の範囲が違う 
～まとめ作業へ～ 
（どのテーマに突っ込んでいくかを決めていく） 
LINE Twitter Facebookそれぞれの対策の取り方 
（例：それぞれで友達申請が来た場合） 
ネットを切断するのではなく、ネットと共存していくやり
かたを考えていく 
（例：自分のコメントに「打つのが遅い」等書き込んでお
き、トラブルを未然に防ぐ） 
人間関係のゆるざツールによりけり 
高校生たち：わかりやすいテーマを選ぶ。 
→自分たちだけではなく、みんなに通用するやり方を考え
る（意見をより深める） 
Fすぐ会員登録しない！→実際来ちゃった！どうする？ 
 これまでは予防策を考えていたが、今からは解決策を考
える。自分ならどうするか？どうしているか？ 
小学生のような、知識がないのに端末を持っている人はど
うすればいいか？ 
→被害を０にするのは難しいが、自分たちならどうする
か？ 
ネットのみだと個人の考えていることが読み取りにくい 
→直接話して確認する？ 
 

【ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ所感】  

 

 

 

【書記所感】 

 

 

 

【５班】 
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【ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ】齋藤みなみ【書記】佐藤ちひろ 

Fそれぞれのツールで、それぞれの解決方法があるので、
その方法を考えよう。自分だったら？ 

 人の行き違い 
 距離感がわからない人とは LINEを交換しない…？ 
 ハートマークなどで誤解を招く場合も…？ 

 自分のことを分かってくれる親しい人としかしない。 

→誤解を招くようなことはしない！ 

 グループでの既読スルー）大勢と話す 

→誰かが答えてくれるだろ×→グループチャットで聞か
ずに、個人で聞けば確実 

→トーク画面をさかのぼって情報確認 

自分が推奨したいテーマを選ぶ 

→自分の言動に責任を持つ、よく考える 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜熟議終了＞ 
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【６班】LINEによるトラブルについて 

【ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ】 進藤桜                    【書記】遠藤里華 

 
・中学の頃、LINEでのいじめ。集団で一人をターゲット 
→なんとかおさまった。 
・中学の頃 SNS で女子がトラブル 
→夜遅くまでやってた。 
・中学の頃、掲示板に悪口を書かれた。 
周りの大人たちは干渉をしなかった。 

→結果、いつの間にか解決していた。（相手の親） 
ツイッターで裏アカ。 

・YouTubeに正しいことをコメントしたのに、他の人に批
判された。 

→不快になった 
・高校入学したての頃嫌われている子を LINEグループか

ら外した。 
 
＜メリット＞ 
・LINE、Twitterはいつでもどこでも活用できる。 
・同じ趣味を持つ人がつながることができる。 
・知りたいことが秒速で知ることができる。 
・LINEは、メールよりも時間がかからない。 
＜中間＞ 
・名前が違うことが多いので誰なのか分からない 
・便利だけど、少しでも間違えると大変なことが起こる。 
＜デメリット＞ 
・情報が一瞬で回る。 
→部活の集合時間を聞いてもいろいろな意見が出てきて
どれが正しいか分からない。人の写真を勝手に撮って
LINEのグループにだけあげる。 

・高校の時、自作発言をしている人がいて嫌だった。 
・LINEでのいじめが怖い。 
→現実でも起こった。 
・知らない人からメールが届くことがある。 
→個人情報の流出、他の人にも送られる、架空請求に巻
き込まれるかもしれない。 

・一度アップされて消えても、完全に消えたわけではな
い。 

・オンラインゲームのチャットで言い争いが起こり、楽
しめなくなる。 

・自分の意見が正しく伝わらないことがある。 
＜対策＞ 
・GPS 
→一人でどこかに行くときは便利だが、知らない人から
自分のいる場所が特定されてしまうことがある。使い
方は、友人に聞くか本やインターネットで調べてやり
方を覚える。 

・知らない人から連絡が来ないように設定する。 
→もしきたらブロック。既読はつけない。ID はオフにす
る。 

・LINEで集合写真を載せるときは、ぼかしを入れるべき。 
→自分が嫌な写真は載せないでほしい。アプリによって
はぼかしとか、消せるから意味ないと思う。 

 
 
 
 

＜予防＞ 
・部活の集合時間を聞いても、いろいろな意見が出てきて
どれが正しいか分からない。 

→部長に聞く。 
・ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜熟議終了＞ 
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