
SNSの上手な使い方

を考えよう！



今日の内容

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）では、

インターネット上でいろいろな人とつながったり、

情報を発信することができます。



今日の内容

しかし、ネット上で、安易に情報発信したり、

知らない人とつながると、

犯罪被害等のトラブルに巻き込まれてしまうことも・・・

この授業では、

SNSを上手に使うためのポイント

を学んでいきましょう！



考えられるリスク

・ネットに情報を投稿するとき、

・SNSで知らない人と知り合ったとき、

・SNSでトラブルになりそうなとき、

投稿する情報の内容や対応方法を誤ると、

犯罪被害レベルのトラブルに巻き込まれることもあります。



SNSを上手に活用するために

SNSでのトラブルへの対応方法として、

次の２つの視点を意識しておきましょう。

SNSでのトラブルへの対応方法を理解する

トラブルによる被害に“あわないため”に

トラブルによる被害を“小さくするため”に



A1
「自分と相手の違い」を

考えてみよう



「自分と相手との違い」を考えてみよう

SNSでは、ふだんの自分のようすを

たくさんの人に発信することができます。

人は、SNSに発信された情報に対して、どのように感じるかな？

自分と相手はどれくらい違う？



「自分と相手との違い」を考えてみよう

あなたが、ネットに公開されたら

「イヤだな」と感じる写真は、どれ？



「自分と相手との違い」を考えてみよう

あなたが、ネットに公開されたら

「イヤだな」と感じる写真は、どれ？



「自分と相手との違い」を考えてみよう

あなたが、ネットに公開されたら

「イヤだな」と感じる写真は、どれ？



「自分と相手との違い」を考えてみよう

あなたが、ネットに公開されたら

「イヤだな」と感じる写真は、どれ？



「自分と相手との違い」を考えてみよう

あなたが、ネットに公開されたら

「イヤだな」と感じる写真は、どれ？



「自分と相手との違い」を考えてみよう

近くの人とワークシートを交換してみましょう

共有しよう！



「自分と相手との違い」を考えてみよう

人によって、

「公開してもよいと思う写真」は違う。

自分と相手はどれくらい違う？

「自分と相手との違い」に気をつける必要があります。

トラブルによる被害に“あわないため”には



「自分と相手との違い」を考えてみよう

SNSに公開しても大丈夫かな？

なんでこの写真を使っ
たの？ありえない。

感じ方の違いから、

トラブルに発展する可能性もあります。



A2
「相手の情報」を

考えてみよう



「相手の情報」を考えてみよう

SNSでは、いろいろな立場や考えを持った人が参加しています。

SNSの相手はどんな人かな？

SNS上で、相手からメッセージが送られてきたとき、

どんなところに注意すればいいか考えてみましょう。



SNS上で発信した内容をお互いに

見ることができる。

「フォロー」又は「フォロワー」

登録すれば、自分又は相手のタイ

ムラインに投稿が表示される。

左の数字は登録した又はされた人

数が出ている。

プロフィール画面

フォロー・フォロワー



21:30
4月1日(水)

今

あなたにメッセー
ジがとどきました。

１９：３４



●●●（相手の名前）

趣味合いそう！ 19:33

あかねちゃんのプロフィール見た
けど、音楽やスポーツが好きなん
だね！



「相手の情報」を考えてみよう

あなたなら

どんな相手ならやりとりを続けても大丈夫と考えますか？

プロフィールから判断してみましょう。

どんなプロフィールなら

やり取りを続ける？



１人目



２人目



３人目



４人目



「相手の情報」を考えてみよう

なぜその人を選んだのか、

根拠（理由）となる部分に◯をつけてみましょう

どんなプロフィールなら

やり取りを続ける？



「相手の情報」を考えてみよう

 グループの人と向かい合って

みましょう。

どんなプロフィールなら

やり取りを続ける？



「相手の情報」を考えてみよう

 グループの人と向かい合って

みましょう。

 「せーの」の合図で、選んだ

ものに指をさしましょう。

どんなプロフィールなら

やり取りを続ける？



「相手の情報」を考えてみよう

 グループの人と向かい合って

みましょう。

 「せーの」の合図で、選んだ

ものに指をさしましょう。

どんなプロフィールなら

やり取りを続ける？



「相手の情報」を考えてみよう

近くの人とワークシートを交換してみましょう

共有しよう！



「相手の情報」を考えてみよう

気をつけたいポイント



「相手の情報」を考えてみよう

気をつけたいポイント



▶ 本当に相手の顔？

▶ 相手の顔がわかれば大丈夫？

「相手の情報」を考えてみよう

気をつけたいポイント



▶ 本当の年齢？

▶ 年齢が近ければ大丈夫？

「相手の情報」を考えてみよう

気をつけたいポイント



「相手の情報」を考えてみよう

気をつけたいポイント



▶ どれくらい前から利用してる？

▶ 他のフォロワーの人数は？
フォロワー

の人数が

少ない？

どんな人が

フォロワー？

「相手の情報」を考えてみよう

気をつけたいポイント



▶ これまでにどれくらい情報を
発信してるかな？

どんな人が

友達？

なぜ投稿数が

少ない？

なぜ投稿数が

多い？

「相手の情報」を考えてみよう

気をつけたいポイント



「相手の情報」を考えてみよう

ネットで知り合った人は、

プロフィールを偽っている可能性もあります。

SNSの相手はどんな人かな？

SNSでは、相手に対して不安や疑問があれば、

信頼できる人に相談したり、安易にやり取りしないように

気をつけましょう。

トラブルによる被害に“あわないため”には



「自分の情報」でも・・・

自分の情報の出し方で、メッセージ受信数が変わる

顔写真を公開すると、

知らない人からメッセージが送ら

れる可能性が高くなります。

安易に自分の情報を公開すること

で、犯罪被害等のトラブルに巻き

込まれる可能性が高まります。



A3
「上手な伝え方」を

考えてみよう



「上手な伝え方」を考えてみよう

ネット上のコミュニケーションでは、

相手の表情や様子がわかりません。

ネット上での「上手な接し方」は？

相手の表情や様子がわからない中で、
どのようにコミュニケーションをすればいいかを、

具体的に考えてみましょう。



あかね

SNSで知り合った友達から、

会わない？ってメッセージが

来たんだけど・・・

ある日、あなたのもとにクラスメイトのあかねさんが相談にきました



あかねさんからメッセージのやり取りを見せてもらうと…

もうSNSで知り合ってから1か月くら
いだし，一緒に食べに行こうよ！ 16:25

昨日，このパンケーキ食べたんだー😄

ここって，あかねちゃんの学校の近く
だよねー？

16:21

おいしそー！ そうだよ！
私の友達もこのお店行ってた😄16:23

しおり<



しおりちゃんのことは好きなんだけど、

直接会うのは断りたいんだよねー。

どんな返信すればいいと思う？

あかね



※ただし、あかねさんはこれからもしおりさんと友だちでいたいと考えています

「上手な伝え方」を考えてみよう

この時、あなたはあかねさんに、

どのようなアドバイスをしますか？

ネット上でどのように「断る」？



「上手な伝え方」を考えてみよう

近くの人とワークシートを交換してみましょう

共有しよう！



「上手な伝え方」を考えてみよう

ネット上のコミュニケーションでは、

相手の表情や様子が見えないため、

会って話すよりも相手の感情がわかりにくい。

ネット上での「上手な接し方」は？

特に“誤解を生みやすい状況”では、

「気持ちの伝え方」を慎重に考えることが大切です。

トラブルによる被害に“あわないため”には



相手からイヤなことをされなければ，大丈夫？

被害経験が多いと、加害経験も高い傾向にある

意図せず、言葉の誤解などで

トラブルになることもあります。

自分が被害者や加害者にならない、

「上手な伝え方」を考えましょう。



「上手な伝え方」を考えてみよう

相手を傷つける書き込みは、

犯罪（侮辱罪や名誉毀損罪）になる場合があります。

ネット上で相手を傷つける書き込み

をした場合どうなる？

頭にくる出来事があったとしても
一度冷静になって気持ちを落ち着
かせましょう。

対面や実名では言えないことが匿
名だと言えたり攻撃性が増したり
する危険性があります。

ぶじょくざい めいよきそんざい



A4
「写真からわかる情報」を

考えてみよう



「写真からわかる情報」を考えてみよう

SNSでは、写真を簡単に発信することができます。

顔や名前が写ってなければ、大丈夫？

具体的な写真について、
SNSに発信されたときの危険性や注意点について、

考えてみましょう。



21:30
4月1日(水)

さっそく写真をSNS

に投稿してみよう！

どの写真にしようか

なー？

投稿する



「写真からわかる情報」を考えてみよう

ネット上で発信した情報では、自分が気づいていない情報も

発信してしまっているかもしれません。

発信した情報から何がわかる？

次の写真をネット上に発信するときに、
あなたならどこに気をつけますか？



「写真からわかる情報」を考えてみよう

次の写真をネットで発信するとしたら、

どこに気をつければいい？



「写真からわかる情報」を考えてみよう

近くの人とワークシートを交換してみましょう

共有しよう！



ネットで発信するときに注意する情報

自分がどんな人かわかってしまう情報

（自分に関する情報）



自分がどんな人かわかってしまう情報

（自分に関する情報）

ネットで発信するときに注意する情報

自分の顔

学年・クラス 服装（学校の制服・私服）



ネットで発信するときに注意する情報

自分以外の人がどんな人かわかってしまう情報

（他人に関する情報）



自分以外の人がどんな人かわかってしまう情報

（他人に関する情報）

ネットで発信するときに注意する情報

他人の顔

他人の姿

他人の名前



ネットで発信するときに注意する情報

人や場所をわかりやすくしてしまう情報

（身の回りの情報）



人や場所をわかりやすくしてしまう情報

（身の回りの情報）

ネットで発信するときに注意する情報

電柱の住所や風景 お店の名前



人や場所をわかりやすくしてしまう情報

（身の回りの情報）

スマートフォンのケースから個人が特定されてしまう場合も・・・

ネットで発信するときに注意する情報

※ 複数の情報が重なることで、情報が詳しくなってしまうことにも注意！



「写真からわかる情報」を考えてみよう

直接個人がわかる情報だけではなく、

「身の回り」の情報にも注意が必要です。

顔や名前が写っていなければ、大丈夫？



「写真からわかる情報」を考えてみよう

直接個人がわかる情報だけではなく、

「身の回り」の情報にも注意が必要です。

顔や名前が写っていなければ、大丈夫？

情報を発信する前に、

「その情報から何がわかるか」「その情報は誰のものか」

「その情報は誰がみているのか」を考えましょう。

トラブルによる被害に“あわないため”には



ストーカー被害から、

更に性的な犯罪や凶悪な犯罪に巻き

込まれる可能性もあります。

どんなことが起きる？

「写真からわかる情報」を考えてみよう

背景や位置情報から、家の場所が特定

される

発信すると、どんな

危険が考えられるかな？



「写真からわかる情報」を考えてみよう

どんなことが起きる？

自宅にいないことがわかる

発信すると、どんな

危険が考えられるかな？

過去の投稿から住所が割り出されて、
空き巣被害にあう可能性もあります。



自分の情報が特定されると
どうなるのか？

他人の情報が発信されると
どうなるのか？

「写真からわかる情報」を考えてみよう



「写真からわかる情報」を考えてみよう

待ち伏せ、つきまとい、嫌がら

せなどの被害にあう可能性があ

る。

自分の情報が特定されると
どうなるのか？

他人の情報が発信されると
どうなるのか？



待ち伏せ、つきまとい、嫌がら

せなどの被害にあう可能性があ

る。

自分の情報が特定されると
どうなるのか？

他人の情報が発信されると
どうなるのか？

他人のプライバシー権・肖像権

の侵害、他人とのトラブルなど

に発展する可能性がある。

「写真からわかる情報」を考えてみよう



A5
「写真の送り方」を

考えてみよう



「写真の送り方」を考えてみよう

SNSでは、写真を簡単に掲載することができます。

ネットに公開した写真は、どう使われる？

SNSの相手に自分の写真を送ったときの危険性や

注意点について考えてみましょう。



同じ地域の中学校だ！

音楽好きだし、趣味あうかもな～

写真もいい人そうだしな…！

あなたにメッセージをした人



しおりさんをフォローすると…

しおり<



21:38

フォローありがとう！

しおり<

音楽好きだったからフォロー
しちゃったw



しおり<

よかった！

趣味あいそう！

21:40

こちらこそ！
私も音楽が大好きです！
これからよろしくね ^ ^

21:38

フォローありがとう！

音楽好きだったからフォロー
しちゃったw



よかった！

趣味あいそう！

こちらこそ！
いろいろ相談とかしたいな～

21:42

しおり<

21:40

こちらこそ！
私も音楽が大好きです！
これからよろしくね ^ ^

21:38

フォローありがとう！

音楽好きだったからフォロー
しちゃったw



良かったら、
顔写真送って！w 21:45

しおり<



顔写真か・・・

いきなり嫌われたくないしな…

しおり<

良かったら、
顔写真送って！w 21:45



「写真の送り方」を考えてみよう

あなたが「顔写真」を送ってと言われたら、

どのように対応しますか？

「顔写真を送って」と言われたら？

あなたの対応方法を１つ選んでください。



21:50

しおり

① 友達と写った写真

<

良かったら、
顔写真送って！w 21:45



21:50

しおり

② 自分の一部を隠した写真

<

良かったら、
顔写真送って！w 21:45



21:50

しおり

③ 芸能人やキャラクターなど自分以外の写真

<

良かったら、
顔写真送って！w 21:45



21:50

④ その他の対応（何を送る？何と返信する？）

しおり<

良かったら、
顔写真送って！w 21:45



「写真の送り方」を考えてみよう

「写真を送って」と言われたら？



「写真の送り方」を考えてみよう

近くの人とワークシートを交換してみましょう

共有しよう！



友だちだけなら大丈夫？



発
信
者

受
信
者

第
三
者

顔写真なら
大丈夫よね！

友だちだけなら大丈夫？



発
信
者

受
信
者

第
三
者

顔写真なら
大丈夫よね！

うれしい！
友だちにも報告しよー！

友だちだけなら大丈夫？

しおり



発
信
者

受
信
者

第
三
者

顔写真なら
大丈夫よね！

うれしい！
友だちにも報告しよー！

しおり、SNSで友だち
作ったんだー
この子の画像保存しちゃえ

友だちだけなら大丈夫？

しおり

可愛い！
他の人にも広めちゃお



発
信
者

受
信
者

第
三
者

顔写真なら
大丈夫よね！

うれしい！
友だちにも報告しよー！

しおり、SNSで友だち
作ったんだー
この子の画像保存しちゃえ

友だちだけなら大丈夫？

しおり

この画像で
偽のSNSアカウント
をつくってやる

可愛い！
他の人にも広めちゃお

彼氏募集中！



ネットに公開した写真は、知らない人まで広がる

発
信
者

受
信
者

第
三
者

顔写真なら
大丈夫よね！

うれしい！
友だちにも報告しよー！

しおり、SNSで友だち
作ったんだー
この子の画像保存しちゃえ

友だちだけなら大丈夫？

しおり

この画像で
偽のSNSアカウント
をつくってやる

可愛い！
他の人にも広めちゃお

彼氏募集中！



発
信
者

受
信
者

第
三
者

私の写真が
勝手に使われてる！
写真を消さないと！

うれしい！
友だちにも報告しよー！

しおり、SNSで友だち
作ったんだー
この子の画像保存しちゃえ

友だちだけなら大丈夫？

しおり

この画像で
偽のSNSアカウント
をつくってやる

可愛い！
他の人にも広めちゃお

彼氏募集中！



発
信
者

受
信
者

第
三
者

私の写真が
勝手に使われてる！
写真を消さないと！

うれしい！
友だちにも報告しよー！

しおり、SNSで友だち
作ったんだー
この子の画像保存しちゃえ

友だちだけなら大丈夫？

しおり

この画像で
偽のSNSアカウント
をつくってやる

可愛い！
他の人にも広めちゃお

彼氏募集中！

削
除



発
信
者

受
信
者

第
三
者

私の写真が
勝手に使われてる！
写真を消さないと！

うれしい！
友だちにも報告しよー！

しおり、SNSで友だち
作ったんだー
この子の画像保存しちゃえ

友だちだけなら大丈夫？

しおり

この画像で
偽のSNSアカウント
をつくってやる

可愛い！
他の人にも広めちゃお

彼氏募集中！

削
除

ネットに公開した写真は、記録されてしまう



「写真の送り方」を考えてみよう

SNSなどネットに発信した顔や姿は、すぐに消せる？

もしかすると、「拡散」や「無断使用」されるかも…

ネットに公開した写真は、どう使われる？

一度公開した写真は消去できないことを意識しながら、

写真を公開しても大丈夫かどうかを慎重に判断しましょう。

トラブルによる被害に“あわないため”には



「写真の送り方」を考えてみよう

アカウントを変えて、個人

情報を隠していても、画像

を通じて発信者が特定され

てしまうかもしれません。

個人情報を隠せば、

大丈夫？



B1
「トラブルの大きさによる

対応方法」を考えてみよう



「トラブルの大きさによる対応方法」を考えてみよう

ネットでは自分が気を付けていても、

トラブルに巻き込まれることがあります。

トラブルの時、どのように対応する？

事例を見ながら自分で対応できるトラブルかどうか

を考えてみましょう。



「トラブルの大きさによる対応方法」を考えてみよう

それぞれのメッセージについて、どのよう

に対応するか、記号を書いてみましょう。

自分だけで解決できる・・・◎ 誰かに頼って解決する・・・〇 対応方法に迷う・・・△

「顔写真送って」
とメッセージがきた

「直接会いたい」
とメッセージがきた

「裸の写真送って」とメッ
セージがきた

「裸の写真を送らないと，

顔写真を拡散する」

とメッセージがきた

「クラスの友達」

から

「自分の好きな人」

から

「ネットで知り合った

異性」から



「トラブルの大きさによる対応方法」を考えてみよう

それぞれのメッセージについて、どのよう

に対応するか、記号を書いてみましょう。

自分だけで解決できる・・・◎ 誰かに頼って解決する・・・〇 対応方法に迷う・・・△

「顔写真送って」
とメッセージがきた

「直接会いたい」
とメッセージがきた

「裸の写真送って」とメッ
セージがきた

「裸の写真を送らないと，

顔写真を拡散する」

とメッセージがきた

「クラスの友達」

から

「自分の好きな人」

から

「ネットで知り合った

異性」から

「クラスの友達」から，
「顔写真送って」と

メッセージがきたら…



「トラブルの大きさによる対応方法」を考えてみよう

それぞれのメッセージについて、どのよう

に対応するか、記号を書いてみましょう。

自分だけで解決できる・・・◎ 誰かに頼って解決する・・・〇 対応方法に迷う・・・△

「顔写真送って」
とメッセージがきた

「直接会いたい」
とメッセージがきた

「裸の写真送って」とメッ
セージがきた

「裸の写真を送らないと，

顔写真を拡散する」

とメッセージがきた

「クラスの友達」

から
◎ 〇 〇 △

「自分の好きな人」

から
〇 〇 △ △

「ネットで知り合った

異性」から
△ △ △ △



「トラブルの大きさによる対応方法」を考えてみよう

①「◎」を書いたところでは、「どのように」対応するか記入しよう。

②「〇」を書いたところでは、「誰にどのように」頼るか記入しよう。

③「△」を書いたところでは、「どのような心配や不安」があるのか記入しよう。

ワークシートに記入してみよう



「トラブルの大きさによる対応方法」を考えてみよう

近くの人とワークシートを交換してみましょう

共有しよう！



「トラブルの大きさによる対応方法」を考えてみよう

「トラブルの大きさ」によって、

「どのように対応するか」を考えることが大切です。

トラブルの時，どのように対応する？

トラブルへの対応を間違えると、被害が拡大する可能性も。

日頃から、困ったときの対応方法や相談する相手を考えておきましょう。

トラブルによる被害を“小さくするため”には



トラブルを想像しながら誰に相談すべきか考えてみましょう！

「トラブルの大きさによる対応方法」を考えてみよう

“相談相手”とは、例えば・・・



B2
「被害を小さくする方法」を

考えてみよう



「被害を小さくする方法」を考えてみよう

ネットでは自分が気を付けていても、

トラブルに巻き込まれることがあります。

トラブルの時、どのように対応する？

事例を見ながら，もし被害にあいそうになった場合にどうすべきか

を考えてみましょう。



あかね

21:30
4月1日(水)

今

あなたに友達申請
がとどきました。

１９：３４

SNSにメッセージ

が届いてる！

どんな人だろう…？



あなたにメッセージをした人

同じ地域の中学校だ！

音楽好きだし、趣味あうかもな～

写真もいい人そうだしな…！



しおり<

しおりさんをフォローすると…



しおり<

フォローありがとう！
仲良くしてね！

19:42



しおり<

フォローありがとう！
仲良くしてね！

学校の友達に相談できない悩みとか、
相談させてね！

19:42

19:42



しおり<

フォローありがとう！
仲良くしてね！

学校の友達に相談できない悩みとか、
相談させてね！

こちらこそよろしくね！

19:42

19:42



しおり<

それから一週間やりとりが続きました…



しおり<

それから一週間やりとりが続きました…

19:25

あかねちゃんと話してるとすっごくたのしい！

あかねちゃん、そろそろ直接会おうよ！



あかね

まだどんな人かわからないけど、

しおりちゃんにも嫌われたくないし…

ちょっと考えてから返信しよ…



しおり<



しおり<

20:20
なんで返信くれないの？



しおり<

20:20
なんで返信くれないの？

20:24
会いたくないの？うざ



しおり<

20:20
なんで返信くれないの？

20:24
会いたくないの？うざ

20:25

どうしても会ってくれないなら、

この前のこの投稿拡散するから！

20:25



あかね

しおりちゃんが別人みたい！

勝手に写真を拡散されちゃったら、

どうしよう・・・



「被害を小さくする方法」を考えてみよう

出来るだけたくさん考えてください。

このとき、

どのような対応方法があると思いますか？



ブロック 通報
スクリーン
ショット

警察

スルー 相談 証拠 会う

「被害を小さくする方法」を考えてみよう

ヒント：次のキーワードを使って考えてみましょう。

このとき、

どのような対応方法があると思いますか？



グループで共有しよう！

「被害を小さくする方法」を考えてみよう

近くの人とワークシートを交換してみましょう

共有しよう！



「被害を小さくする方法」を考えてみよう

今回の事例のように、脅されることで、

冷静な判断ができない可能性があります。

トラブルの時、どのように対応する？

トラブルにあったら自分だけで判断せず、

信頼できる大人に相談するようにしましょう。

トラブルによる被害を“小さくするため”には



実際にある起きているトラブルは？

あの秘密を友達に
広められたくなかったら、
裸の写真を送ってこい。

相手を信じ込ませ、様々な情報を送
らされたあげく、脅迫に利用されて
しまうことも。

個人情報が拡散されたり、性的な画
像を送らされる被害にあってしまう
ことも。

秘密をバラすと脅され、

写真などを要求される
1



実際にある起きているトラブルは？

やり取りをしているうちに、言葉巧
みに騙され、誘い出される可能性が
ある。

実際の人物はプロフィールとは全く
の別人で、誘拐され、監禁や性的な
被害にあってしまうことも。

会いに行くと男の人で、

そのまま連れ去られてしまう
2



「被害を小さくする方法」を考えてみよう

被害を受けている証拠を残す

⇒スクリーンショットなどの機能で，被害状況を記録しておく

参考にしてほしい対応方法



「被害を小さくする方法」を考えてみよう

被害を受けている証拠を残す

⇒スクリーンショットなどの機能で，被害状況を記録しておく

参考にしてほしい対応方法

情報の削除などは早めに対応することを心がける

⇒発信した情報は時間が経つほど広まってしまう



「被害を小さくする方法」を考えてみよう

被害を受けている証拠を残す

⇒スクリーンショットなどの機能で，被害状況を記録しておく

参考にしてほしい対応方法

情報の削除などは早めに対応することを心がける

⇒発信した情報は時間が経つほど広まってしまう

ネットサービスの機能を使用して対応する

⇒悪質利用者に対して「ブロック」や「通報」などの機能がある



共通 まとめ



SNSを上手に活用するために

SNSでのトラブルへの対応方法として、

次の２つの視点を意識しておきましょう。

SNSでのトラブルへの対応方法を理解する

トラブルによる被害に“あわないため”に

トラブルによる被害を“小さくするため”に



SNSを上手に活用するために

ネットに情報を投稿するとき、

SNSでのトラブルへの対応方法を理解する

「自分と相手との違い」を意識する。

投稿前には、「発信した情報から何がわかるか」「発信した情報は誰

のものか」を考える。投稿した場合には、その公開範囲も注意する。

トラブルによる被害に“あわないため”に



SNSを上手に活用するために

SNSで知らない人と知り合ったとき、

SNSでのトラブルへの対応方法を理解する

相手に対して不安や疑問があれば、信頼できる大人に相談したり、

安易にやり取りしない。

一度公開した写真は消去できない危険性を意識しながら、

写真を公開しても大丈夫かどうかを慎重に判断する。

トラブルによる被害に“あわないため”に



SNSを上手に活用するために

SNSでトラブルになりそうなとき、

SNSでのトラブルへの対応方法を理解する

日頃から、困ったときの対応方法や相談相手を考えておきましょう。

自分だけで判断せず、信頼できる大人に相談して解決することを考え

ましょう。

トラブルによる被害を“小さくするため”に



Thank you



SNSの上手な使い方を考えよう！
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