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教材10 SNSⒶ

１．SNSのメリット・デメリット
SNSとは Social Networking Service（ソーシャル・
ネットワーキング・サービス）の略で、登録された
利用者同士が交流できる web サイトのサービスのこ
とです。

友だちとコミュニケー
ションを深められるし、
引っ越しても、つながって
いられるね。

今、流行っていることや、
新しいニュースを知ること
ができるね。

でも、根拠のないデマって
こともあるよ。

どこからの情報か、発信元
を確認しよう。
その情報発信のサイトの
評判を調べることも大切
だね。

音楽やゲーム、チャット、
楽しいものがいっぱい
あるよ。

でも、違法にアップロード
されたものには注意が
必要だよ。違法なものは、
アップロードもダウン
ロードも罪に問われるん
だって。

チャットでも、マナーは現
実の世界と同じ。いきなり
友だち申請したり、暴言を
吐いたり、個人情報を聞い
たりするのはマナー違反
だよ。

でも、すぐに返信しないと
いけないと思い、夜遅く
なってもやめられない。
眠る時間もなくなり、体調
不良になってしまうこと
もあるよ。

友だち同士なら、ルール
を決めるといいんだよ。
ＳＮＳはあくまでも楽しむ
ためのものなので、「今日
はもう寝るね」などと宣
言してみてはどうかな。

SNS

●アカウント
ネットワークに接続（ログイン）するための権利。
他の人が使えないよう、パスワードを設定する。

●ID
アカウントを取得するために必要な、個人と個人
情報を結びつけるための番号。アカウント名のこ
とを IDと呼ぶことも多い。

SNSに登録するために必要

総務省「国民のための情報セキュリティサイト」

安心・安全にインターネットを使うために気をつけたいこと参 考

２.フェイクニュース（インターネット上に発信・拡散される不確かな情報）に惑わされないよう、
信頼できる情報かどうか、見極めよう

１. セキュリティ対策をしよう
•OSやソフトウェアは常に最新の状態にしよう。
　古いままだと、セキュリティに弱点がある状態になり危険です。
•ウイルス対策をしよう。
•パスワードは、大文字小文字や記号を組み合わせて、長めで複雑に設定し、複数のサービスで使いまわさな
いようにしよう。

３. 悪質アプリに注意しよう
•アプリは公式マーケットから入手しよう。

４. 困ったときの相談先
•消費生活センター
　　局番なし　☎188（いやや）

•大阪府内市町村の消費生活相談窓口
　　http://www.pref.osaka.lg.jp/shouhi/madoguchi/shi.html
•インターネット・ホットラインセンター
　　http://www.internethotline.jp/
•大阪府警察｠サイバー犯罪に関する情報提供・相談窓口
　　https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/saiba/cyber_soudan/index.html
•違法・有害情報相談センター
　　https://www.ihaho.jp/
•迷惑メール相談センター（一般財団法人日本データ通信協会）
　　https://www8.cao.go.jp/youth/kankyou/internet_use/soudan_009.html

違
法
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SNSをきっかけとしたトラブル

知っ
とこ！事例

！

Ｓさんとは趣味の話で
盛り上がれるし、会って
話すと楽しそう！

このネックレスを
買ってもらえな
いと、私が社長に
怒られるの。

Ａ子ちゃんにおすすめのアクセサリー
があるの。今からお店に行きましょう。

アポイントメントセールス事例1

ひとことアドバイス

・SNSや電子メール・電話などで、販売目的を隠して呼び出し、商品などを売る商法を「アポイントメントセールス」といい
ます。

・SNSに「友だちになってください」とメッセージが届き、趣味の話などで盛り上がり「一度会いましょう」と呼び出されて
会ってみると、商品を買わされるといった手口です。これは、SNSを多用する若者に多いトラブルです。

・SNS上の相手が本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しましょう。

・若者に多い SNSをきっかけとしたトラブルでは、他にも・・・
〈モデルのオーデション開催〉

受けてみると「合格したので、うちの芸能事務所と契約して」と言われ、契約した。仕事に必要と言われ、高額なレッスン
を受けさせられたが、未だに仕事はない。

〈無料の占いサイト〉
「あなたはものすごく金運がある」などと言われ、気分がよかった。無料期間が終わりそうになると、「もう少しでもっと
運が開け、夢が叶う」などと言って有料期間まで引き延ばされ、高額なポイントを買い続けることになってしまった。

・SNSを安全に利用するために、SNSのリスクを認識しましょう。

なりすまし事例2

Ｆ子
今日は卒業式
最後の記念写真

個人情報流出事例3

ひとことアドバイス

・写真に記録される位置情報（GPS）は、撮影場所を思い出せない場合や撮影場所で写真を分類したい場合などにとても便
利です。しかし、そんな情報を残したままの写真を SNSにアップすると、位置情報の解析ソフトなどで、簡単に場所が特
定されます。主要な SNSは、位置情報が自動で削除されるようになっていますが、すべての SNSが対応しているわけで
はありません。

・位置情報がなくても、最近のカメラは非常に解像度が高く、投稿した写真に写りこんだ店舗や看板から住んでいる家や
通っている学校がわかってしまうことがあります。あなただけでなく、いっしょに写真を撮った友だちが危険な目にあう
可能性もあります。

教材10 SNSⒷ

消費者庁「社会への扉」より 消費者庁「社会への扉」より

アポイントメントセールスは

Ｆ子　　　
卒業式の帰りに
みんなで

断りたいけど、
やさしいSさんの
頼みだし、断われ
ないよー。

プラスα

てっよに法約契者費消、合場たし約契で況状なんこ ➡
契約を取り消すことができる。

◎事実と違う説明をされた。
◎メリットだけ説明され、デメリットを説明されなかった。
◎「帰って」と言っても営業マンに居座られて勧誘された。
◎「帰りたい」と言っても店から帰らせてくれず勧誘された。

クーリング・オフができない場合、
契約はやめられる？

ひとことアドバイス

・うっかり自分のアカウントを他人に知られてしまったり、他人があなたの名前でアカウントを作ったりすることで、なり
すましの被害にあうことがあります。芸能人などの有名人やそのマネージャーになりすましているアカウントからメッ
セージが届くこともあります。
⇨なりすましにあってしまったら
　　①アカウントを特定する。　　②特定ができたら、運営者に通報する。
　　③アカウントが偽ものであったり、自分がなりすまし被害にあったことをコメント（公表）する。

・なりすましは名誉毀損やプライバシー侵害などの罪に問われ逮捕に至るケースもあります。
き そん

友だちになって
ください。
一度
会いませんか。 え？ そんなつもりはなかったけど

Sさんが勧めるなら、いいかな。

Ｂくん、なんで
悪口ばっかり
つぶやいてる
の？

え？ 
なんの話？
そんなことし
てないよ

なんだ、これ！
僕じゃないよ！

誰かが僕になりすまして、友だちの
悪口を書き込んでいる！
みんな、すごく怒っている！Ｃ男は野球部で一番

足が遅くてお荷物だ

Ｄ子をかわいいと
思っているのは本人
だけｗｗ

大
阪
府
立

　▲
●
高
等
学
校

▲▼市の●◆町に
住んでるんだね

昨日、帰りに見かけ
たよ。
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もずやん

ＳＮＳ 年　　　組　　　番　（　　　　　　　　　　）

1　文章を読んで、正しいものには○を、間違っているものには×をつけよう。

ａ. インターネットに接続して検索をしたかったので、友だちのスマホを勝手に使った。

 （　　　　）

ｂ. ID やパスワードは、できるだけ覚えやすい誕生日などに設定し使い回しするのがよい。

 （　　　　）

ｃ．お得な情報が手に入るので、位置情報サービスは常にONにしておくのがよい。 

（　　　　）

ｄ．すべての情報は発信する人の自己責任で自由に行われているが、必ずしも事実が表現され

ているとは限らない。 （　　　　）

ｅ．インターネット上には「まちがった情報」、「偏った情報」、「古い情報」などがあるので、すぐ

に信じるのではなく、確認し利用する能力が必要だ。 （　　　　）

ｆ．一度ネット上に掲載された情報は、コピーされる可能性があるので、完全に削除することは

できないと考えるのがよい。 （　　　　）

ｇ．スマホやアプリはセキュリティ対策のために、初期設定のままで、アップデートや設定変更

する必要はない。 （　　　　）

2　J男が、K子、L 子、M夫と撮った写真を SNS にアップした。数日後、J男、K子、L 子、M夫に、不審

なメールが届いたり、見知らぬ人に後をつけられたりした。この投稿写真のどこがいけなかった

のか、考えて、例にならって書き出してみよう。

Ｆ モデル授業をもとにしたワークシート（大阪府消費生活センターHPからダウンロードすることができます）

書き出してみよう

例：ハッシュタグで、化学部であることが
わかる。

Ｊ男@jeyo
# なかよし　# 化学部
# クラスメイト

２年５組

今
日
の
日
直

Ｌ
子

Ｒ
雄

祝！優勝 !!
令和２年度
●▲市高校生化学コンクール

おしらせ

●▲高校

プラス

・フェイクニュースを投稿したり、不適切な写真や動画を拡散したりすること、また、不祥事を起こした人について、たとえ
正義感にかられてでも悪口を書き込むことは、「そもそもやってはいけないこと」です。不適切な投稿を探して拡散するこ
とを楽しむ人もいます。匿名だから、非公開だからといっても、技術的に情報の発信者を特定することはでき、罪に問わ
れるかもしれません。

・一度インターネットに掲載されてしまった情報を消すことはできません。就職や結婚にも影響があるかもしれません。投稿
する前に、もう一度内容を見直してから送信しましょう。将来の自分を苦しめることのないようにしましょう。

大変！
みんなに知らせ
なくっちゃ

フェイクニュース事例4

ひとことアドバイス

・インターネットは便利です。検索機能を使えば、知りたいことが調べられます。しかし、すべてが真実とは限りません。誰
が書いたものかわからない記事は、信用できるものかどうかがわかりません。公共機関や大手メディア、公式サイトなど、
信頼できるところで情報を集めることが大切です。

・必要な情報を収集・分析し、活用する能力を「情報リテラシー」といいます。

《緊急速報！》
彗星が大接近！
3日後には、日本に落下
するとのこと。今すぐ避
難を呼びかけています。

彗星が日本に墜落
するんだって！

マジで⁉

みんな、ごめん

彗星って
デマじゃん

よく調べろよ!

34

めざそう！消費者市民


