ウワサの保護者会

第 19 回「ウチの子 ＬＩＮＥ依存！？」
木曜日
土曜日

夜 10 時 25 分～10 時 49 分
昼 12 時 00 分～12 時 24 分（再）

ウワサの保護者会！
本日のテーマは、「ウチの子 ＬＩＮＥ依存！？」

【今回のホゴシャーズ】
すずらん

（母）
：長女・中１

モルモット

（母）
：長男・高３/長女・中２

めじろ

（母）
：長男・高３/長女・中２

モクレン

（母）
：長女 ・高２/次女・中２/三女・小６

マーガレット（母）
：長男・小６/次男・小１/三男・４歳
夕顔

（母）
：長女・高１/次女・中１

高山 ：さあ、尾木ママ！
今日のテーマは、前回、大変白熱いたしました“ＬＩＮＥ”の第２弾でございます。
尾木 ：とにかく、学校的に言えば、成績がガタ落ちになるの。親子関係は悪くなるしね。ＬＩＮＥは、
あんなに便利なのに、すごく今問題になっちゃったね。
高山 ：第１弾の放送のあとに、番組のホームページにいろんな反響というのが寄せられたんですね。
第１弾はよそのお宅の状況をリアルに勉強できてよかったです。第２弾が待ち遠しいです。
娘が、パスワードを勝手に指紋認証に変えてしまいました。妻はＬＩＮＥの内容をチェックするために、
寝ている娘の指をそーっとスマホに当てて、解除して内容を確認しています。娘が納得して内容をチェ
ックする方法ってあるんでしょうか？
夕顔 ：浮気チェックの方法と同じ（笑）
高山 ：でも、それぐらい子どもたちのＬＩＮＥの内容というのは気になる？
一同 ：気になります。
高山 ：まずは、こちらの映像からご覧いただきたいと思います。
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この数年、子どもたちのＬＩＮＥ利用率は、増える一方。
中学生は半分以上、小学生でも３人に１人が利用している。

親としては、イジメや事件に巻き込まれる危険性など心配が尽きない。
尾木ママは、危険を回避するためにも「親が内容チェックまですべきよ！」と警鐘を鳴らした。
が、前回の放送では・・・
夕顔 ：見ます！（スマホは）私のものですから！
あかね：そういうの、うざい！
さくら：会話の内容はあなたのじゃないから！
スマホは親のものでも、会話の内容は、子どものもの！チェックされたくない！
という意見が飛び出した。

また、こんな保護者も・・・
なでしこ：親だからって、そこまで子どものプライバシーに入っていいものなのか、ちょっとわからな
くなってしまって…。
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この、
「内容チェックがしづらい」という気持ちに対して・・・
放送を見た視聴者から「子どもにもプライバシーがあるから」など、内容までチェックすべきではない！
という賛成意見が多数届いた。
一方、「犯罪に巻き込まれてからでは遅い！」など内容をチェックすべき！という反対意見も。
チェックしない？する？あなたはどっち？
-------------------------------------------------------------------------------------------保護者による内容チェックについて、子どもたちの意見は？
親から「ＬＩＮＥの内容見せて」と言われたらどうする？
中１・中２女の子：
「イヤだ！」
中３女の子：「絶対イヤだ！」
「イヤだ！」
「イヤだ！」

親には見せられないＬＩＮＥ、いったいどんな内容？

中３女の子：
「くだらないから（見せたくない）」
中３女の子：
「くだらない会話だよね。
」
「写真の送り合い！４人で遊んだ日に、今日のプリーみたいな」
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プリーってなに～！？
見せてもらうと・・・

何十枚ものプリクラのやりとり！これ、親には見せたくないんです～！
次に聞いてみたのはこの２人！
中１女の子：
「スタバク！」
「気付いてほしくて、送りまくります」

スタンプを爆打ち！
つまり、スタンプを連打する「スタバク」で着信音を連続して鳴らし、ＬＩＮＥに気付かせる！
私たちだけの合図なんです～！
つづいてはこの３人！！
中１女の子：「
（朝ごはんに）メロンパンとお味噌汁を（母から出されて）食べて、それ（この組み合わ
せ）ってどう思う？みたいな」
「変なお母さんだね」
「すごいお母さんだね」
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お母さんの朝ごはんの組み合わせがちょっとおかしいことを、朝リアルタイムで共有！
お母さんには見せられな～い！

大事な内容ではないけれど、私たちのプライバシーだから見られたくない！
という意見だった。
-------------------------------------------------------------------------------------------では、内容チェックに応じているという子どもの気持ちは？
すずらんさんのお宅を訪ねた。
せりなちゃんは、ＬＩＮＥ使用歴は３年だ。
この家のルールでは、ＬＩＮＥの内容を親に見せなければならない！

すずらん家のＬＩＮＥの内容チェック、スタート！！
すずらん：なにポコポコ鳴っているの？
せりな：今（ＬＩＮＥで）やりとりしてた。
すずらん：見せて。
せりな：えーいい。イヤだ。
すずらん：見せてよ。
せりな：じゃあ、ハイ。
（せりなちゃん、チラッと見せる）
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すずらん：男の子もいるの？
せりな：うん。
すずらん：１００人とか？
せりな：そこまでは、いないと思う。
すずらん：９０人とか？…５０人とか？
せりな：７０、８０とか。
すずらん：そんなにいたんだ。知らない人もいるの？
せりな：うん。
ん？

内容チェックというより、横からのぞいて質問しているだけのような・・・

すずらんさん、内容を見せるというルールがあるのに、なぜきちんと見ないの？
すずらん：じゃあ、裏で黙って会話の内容を見ればいいのかもしれないですけど、難しい年ごろでもあ
るし。そんなことでね、親子関係をあまり崩したくないなっていう気持ちあるとなかなか…。
反抗期を迎える時期。
親子関係にひびが入るのではというのが心配だ。
一方、せりなちゃんの気持ちは？
せりな：できるだけ見せたくない！
恋愛のこととか、ちょっと言いたくないところは飛ばして、全部は見せてない。
お年頃ですから、恋愛のことは親には話しづらい！
そこで、その場で差し支えない会話だけを選んで見せているのだという。
さらに！
以前、お母さんに見せた内容のことで・・・
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せりな：友だちと遊びに行ったときに、シャープペンをお揃いで買ったけれど、シャープペンとか鉛筆
とかは、もういらないぐらいに持っているから「また買ったの？いらなくない？」みたいなこ
とを言われて。
でも、それは友だちとの思い出で買ったものなのに、いらないとか言われると、それはちょっ
と違うんじゃないかなって。
危険や、トラブルに巻き込まれていないかをチェックされるのはしょうがないけど、細かいお小言まで
言わないでほしい。
なるほど・・・なかなか難しいＬＩＮＥの内容チェック！
みなさんは、できていますか？

高山 ：すずらんさんは、内容チェックしていますという割には、“チラッ”と遠慮気味だったり。
すずらん：親子関係を崩したくないなというところと、そうやっていい関係を作ることで、何か困った
ときには、
「ママ、こんなメール来ているんだけど、返信したほうがいいのかな」とか、「返信
しないほうがいいのかな」ということを、聞いてきてくれるので。
高山 ：歯切れが悪いですね。内容チェックはできているんでしょうか、できてないんでしょうか。
すずらん：できて…ないですかね…（苦笑）
モクレン：わが家も同じようなことをやっているなと思って。中２の娘が、
“顔認証”にしちゃって。
夕顔 ：顔認証？ああ、目とかだよね。あれはちょっと破れない！
めじろ：私は自分自身が内容を見られたらイヤだなと思うので、子どもの内容チェックまでには至らな
いんです。
高山 ：モルモットさん、どうですか？
前回、内容チェックなんてとんでもないと、手が震えていらっしゃいましたけど。
モルモット：いや、とんでもないです。ＬＩＮＥがピロピロ鳴っていると、気になって見ようとするけ
ど、ひっくり返されて。もう、見せないんですよ。
言うことを聞くかなくて…。言うと、ふたつ返事、
「はい、はい」で、もうパーッと流されちゃ
うから。
高山 ：マーガレットさんは、今は内容をちゃんと把握されているそうですね。
マーガレット：なんか今日は子どもの様子が違うな…と思ったときとかは、見るようにするんですけど。
以前、ＬＩＮＥグループの中で、１回トラブルがあって、それをきっかけに内容を見始めたん
ですけど。
何かあったなというのは、子どもの顔を見てわかるじゃないですか。でも、それは自分が何か
言われた側であって、たぶん、加害者側とかになった場合って、親にはわからないんじゃない
かなと思うんですよね。
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：子どもを守るために内容を確認をするだけで、意地悪をしようと思ってやっているわけではな
いですよね。
そんな中で、先ほどすずらんさんの娘さんのシャープペンの話がありましたけど、お小言を言
われるのがちょっとイヤだって。

すずらん：全然記憶にないというか…。
尾木 ：あら、記憶にないの？
すずらん：本当にポロッと言っただけ…なんですよね。それを娘は覚えていて。
尾木 ：そりゃそうよ。
高山

：何かくだらないことを怒られるんじゃないかなっていう気持ちが、どこかにあるのかもしれな
いですね。

すずらん：プリクラとかをお友だちと楽しく撮っていて、素晴らしいと思う。だから、見せてほしいと
思うんですけど。
高山 ：
（つい）
「これ、何枚撮ったの！？」とか？（笑）
すずらん：
「いくら使ったの！？」とかね（笑）
ついつい出てしまうお小言。夕顔さんには、それを避ける心がけがあるという。
夕顔 ：時間が遅いとか、短時間ですごい人数が関わっているとか。ＮＧワードね、暴力的な言葉とか、
「死ね」とかですよね。そういう“情報”を拾い集めるという感じなんですよ。

尾木 ：なるほど。それ、大事なところですよね。
夕顔 ：時間がおかしいと思ったら「宿題やっている時間じゃなかったの？」とか。
イヤがられてもやらなきゃいけないことは、やらなきゃいけないという感じ。
高山 ：やるべきだということですね。
夕顔 ：本当に、性暴力的なことまで男の子って言うじゃないですか。
調子に乗って、
「おかす」とかね。
「おまえ、おかしてやる」とか。
すずらん：そういう会話になったときに、どういうアドバイスをされるんですか？
夕顔

：いや、もう犯罪ですから！「ちょっと座りなさい」ということをしなきゃいけないし、ダメな
ことなんだというふうに気づくようにする、言われて面白がっていてもいけないし。
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き ぜん

尾木 ：うん。言われて喜んでいたらダメなんです。気付いたら、やっぱり毅然と、
「これ、おかしいよ。
それ犯罪だよ」と、イジメも同じですけども、ちゃんと教えるのが大人の責任ですよね。
ほら、いいことを言っちゃった（笑）

すずらん：子どもたちもそういうことになったら、これはいけないなと思って、親に隠しますよね。
マーガレット：削除とかも、できますしね。
夕顔

：でも、私は削除も結構いいと思っていて。削除するということは「まずい」って気付いている
ことじゃない？ガミガミですけど、言うことによって子どもたちも、気を付ける。恐い雷おば
さんが出て行って、止めるべきだと私は思っているんですね。

尾木

き ぜん

：やっぱりね、こういう夕顔さんの毅然とした姿勢というのは友だちにも伝わるわけでしょう。
「え？２週間取り上げられているんだ」って、それがガードになって子どもを守ることになる
わけ。
き ぜん

毅然としたものを持たなければ、わが子がどこへいくかわからない。死の世界かもわからない
というほど、僕は深刻だと思いますよ。
めじろ：今、皆さんの話を聞いていると、何かしら“小さなチェック”でもこういうときにはちょっと
見せてということは作っておかないといけないなっていう、危機感があります。
尾木 ：あるいは、毎週日曜日の夜は、
「どう？ 今週１週間、何かトラブルとか心配なことなかった？」
って親のほうから聞いてみるのもいいかもしれないね。
高山

：確かに、画面をチェックするというところから入りがちですけど、なんとなく日常の会話の中
で気になることを聞いて、
「じゃあ、ちょっとその画面を見せて」というのだったら、チェック
できるのかなという気にもなりますね。

9 ページ
Copyright NHK(Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.許可なく転載することを禁じます。

ウワサの保護者会

第 19 回「ウチの子 ＬＩＮＥ依存！？」
木曜日
土曜日

夜 10 時 25 分～10 時 49 分
昼 12 時 00 分～12 時 24 分（再）

本日飛び出したホゴシャーズの知恵！

みなさん、ぜひ試してみてください！

番組アンケートで、
長時間ＬＩＮＥを使用しているわが子が「依存では？」と心配する保護者が３８％だ！

そこで、小中学生にどれくらいＬＩＮＥしているか、聞いてみると・・・
小６女の子：
「１１時くらいまで」
「
（夜中の）３時くらいに来るよね」
中１女の子：
「
（平日）３時間くらい」
中２女の子：
「
（平日）４時間くらい」
中１女の子：
「やめられない！」
「気づいたら持っているみたいな！無意識」
みんなＬＩＮＥがやめられなーい！
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その理由をせりなちゃんに聞いてみた。
せりな：みんなの今日遊びに行ったとかいう（やりとり）を見ているのも楽しいし。
あと、返さなきゃって思う。既読とかつけちゃうと、返さなきゃっていうのもあるし。
この日も、夏休みの自由研究を見せ合うなど、友だちとのやりとりは朝から１００件以上だ！
尾木ママによると、小学校高学年までは親の言うことを重視する時期。
だが、そのあとの中学生のうちは、親よりも友だちが大事な「社会律期」という時期。
これを乗り越え、自立してゆくのだ。
いつでも大事な友だちとつながることができるＬＩＮＥは、
この年齢が特にハマりやすく、なかなかコントロールが効かない。

それにしても、平日３時間というせりなちゃんのＬＩＮＥ生活・・・
リビングでは・・・クッションを駆使し、長時間やりとりしても疲れない体勢を３つも編み出している！
勉強中も・・・
参考書の上がスマホ置き場！勉強とＬＩＮＥと、行ったり来たり忙しい！
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そしてスマホを持ってトイレにも行く！スマホを置くスペースが確保されている！
そして、寝る時間。
ヘトヘトになるまでＬＩＮＥのやりとりが続く！

すずらん：うーん…依存ですかね。
高山 ：でもね、勉強しながら、あんなにキンコンキンコン鳴っちゃうと…。
モクレン：子ども部屋の電気がついていたから消しに行ったら、もう夜中１２時ぐらいですよ。子ども
は寝落ちしている状態なんですけど、ベッドのほうからキンコンキンコン鳴るんで、音を消そ
うと思っていったら、
「起きてるから！」とか言って。
すずらん：でも、中学のときって、私たちもそれぐらいの時間まで起きていませんでした？
ＬＩＮＥはなかったですけど。
マーガレット：起きていたい年頃ではありますよね。
すずらん：テレビはリビングしかない時代なので、ラジオ聞いたりとか、というのがＬＩＮＥに変わっ
ているだけという考え方は甘いですかね。

尾木 ：超甘いんだけど。
我慢できずに言っちゃった！意味が全く違う。いわゆる他律期から、社会律期に入っていくわ
けでしょ？つまり、お母さんとかお父さんとか学校の先生の権威から離れて、自立しようとし
ているわけ。でも、自立できないから、友だちに依存するわけ。ちょっと前はね、すずらんさ
ん世代は、ラジオを聞きながら想像の世界を膨らませたりして、きわめて健康的なんですよね。
ラジオ聞きながら、「うーん、私はダメだな」とか悩んだりね、「この目、大きくなんないか」
とかやってみたり…。
夕顔 ：あった！（笑）
尾木 ：あったでしょう？
自分と向き合う時間がなくなるの。そうすると、成長できない。自立できないんです。これじ
ゃあ、あと１０年たったときに日本全体が沈没すると、それぐらい危機的な意識持っているの。
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娘のＬＩＮＥ依存を心配するホゴシャーズモルモットさんのお宅だ！
ＬＩＮＥのルールも決めず、いくちゃんを自由にさせていたところ・・・
いく ：今日（朝の）５時くらいまでやっていました。
朝の５時までＬＩＮＥ！？
夏休みには、お昼の１２時まで寝て、起きてまた、朝までＬＩＮＥしていた。
これってＬＩＮＥ依存？
-------------------------------------------------------------------------------------------ネット依存治療の第一人者樋口進先生に聞いてみた！

「すべての人たちが、依存の入り口まできているんですよ。成績が明らかに下がっている、睡眠不足が
明確だとかですね。親子のケンカが絶えないとかですね。それはもう依存と考えてもいいかなと」
ＬＩＮＥをしながら「通学」
「勉強」一見生活できているように見えていても、実は「ＬＩＮＥ依存」の
可能性があるという。

13 ページ
Copyright NHK(Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.許可なく転載することを禁じます。

ウワサの保護者会

第 19 回「ウチの子 ＬＩＮＥ依存！？」
木曜日
土曜日

夜 10 時 25 分～10 時 49 分
昼 12 時 00 分～12 時 24 分（再）

依存の特徴的な症状は、

こうなる前に、親は子どもとスマホ使用のルールを決めるべきだという。
-------------------------------------------------------------------------------------------このままではいけない！とモルモットさん！意を決してルール作りを切り出した！
モルモット：とにかくスマホは控えなきゃダメ！（夜）１０時以降はやめよう！
いく ：なんで？１０時以降はひどくない？付き合いもあんだよ、いろいろ！
モルモット：ちゃんと勉強もやんなきゃだめだよ！ねぇ、わかります？ちゃんと人の話聞いてよ！
いく ：聞いてる！
モルモット：１０時以降（禁止）ね！
いく ：おばはん年代のあれを、押し付けないでほしい！
モルモット：ある程度決まりごとしないとダメだよ！きりがないでしょ！
１０時以降はスマホはやらない！
いく ：それはひどい！１２時！
モルモット：１２時…基本１０時ね！
いく ：チッ！
インコ：チチチチチッ！

モルモット：ほら、みんな言ってるよ！「そうしな！そうしな！」って。ね？
いく ：それは、いくの自由だから！
モルモット：…。
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ウワサの保護者会

第 19 回「ウチの子 ＬＩＮＥ依存！？」
木曜日
土曜日

夜 10 時 25 分～10 時 49 分
昼 12 時 00 分～12 時 24 分（再）

折り合いはつかず、撃沈・・・
先生曰く、先にルールを決めなければあとから好きなものを制限するのは難しい。
じゃあ、いったいどうしたらいいんですか？
「それはですね、ＬＩＮＥより楽しい親子の時間をですね、１日１時間は作ることだと思いますよ」
依存の打開策は、１日１時間、スマホをさわらない楽しい時間を親子で過ごすことなのだ！
そういえば、モルモット家の食後の時間・・・
同じ部屋にいるのにそれぞれがスマホとゲームで会話がない。
皆さんも思い当たる節、ないですか？
こんな状態でＬＩＮＥを忘れる楽しい親子の時間作れるの？
-------------------------------------------------------------------------------------------ところがある日・・・
いくちゃんが、今一番興味があるファッションのお店を、お母さんとはしごしたときは、気付けば２時
間、珍しくスマホをほとんど触らなかったのだ！
モルモット：家だとそれぞれのことやっているから話すことないけどね！
いく ：テレビ見るときしか話さない！
ＬＩＮＥ依存への打開策は、親子での楽しい時間。
皆さん、作れますか？

高山 ：第１弾でいろんなことを学んだモルモットさんは、頑張っていましたよ。
モルモット：頑張って約束たんですけど、変わらない。どうしたらいいんでしょうかね？
尾木 ：そういう姿勢が大事だと思う！
彼女もルール決めるのはイヤだと言ってなくて、１２時と言っているわけでしょ？
そしたらそれは素晴らしいことなの。
子どもと意見が折り合わない場合のアドバイスとしては１２時までを３日間。
そのあとで１０時までを３日間、どちらも実験してみて結論を出す。
これが「親子が合意したルールを作るポイント」だ。
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ウワサの保護者会

第 19 回「ウチの子 ＬＩＮＥ依存！？」
木曜日
土曜日

尾木

夜 10 時 25 分～10 時 49 分
昼 12 時 00 分～12 時 24 分（再）

：実験やってみて。それを、友だちにもちゃんとお知らせしといてね、「うちのママ、このごろ、
元気出してきてうるさいんだよ」って。

モルモット：さらにさらに、頑張りたいと思います。
だが、ここで、ＶＴＲの中の、このシーンの話に・・・
尾木 ：さっき、モルモットさんが、すごくゲームやっていたじゃない？
モルモット：あのときは（笑）
高山 ：家族みんなが見ている画面が違うという、ね。
すずらん：結構、私もゲームとかハマっちゃって…。
尾木 ：ひょっとしたら、親のほうも軽い依存になっている可能性あるよね。
モクレン：なっていると思います。
すずらん：だから、子どもの気持ちがわかっちゃうというか…。私も、スマホ取り上げられたら自分が
きついって思うんですね。
だから、親子でスマホをさわらない時間を作ったらいいのかなと思いましたね。
モルモット：私も、改めてＶＴＲを見て思いましたね。
「そういえば、２人で出かけたときはスマホを触
ってなかったな」と。
高山 ：いくちゃんの、表情が全然違いました。
モルモット：やっぱり、生き生きして楽しそうに、オシャレしていましたから。
高山

：１日１時間、家族でＬＩＮＥを超える楽しい時間を過ごしましょうと樋口先生はおっしゃって
いるわけなんですけど、どうですか？

すずらん：一緒に料理作るとか？
モルモット：一緒にドラマを見るとか？
マーガレット：うち、金曜日の夜は家族みんなで金曜ロードショーを見るんですよ。
高山 ：そのとき、スマホは触っていない？
マーガレット：みんな触らないです。
「おもしろいね」って見るから。
めじろ：うちの娘がダンスを習い始めていて、ダンスから帰ってきたときは、自分から話しかけてくる
んですよね。これ怒られちゃったとか。習い事から帰ってきた時間は、親も付き合うつもりで
いなきゃと思いました。
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ウワサの保護者会

第 19 回「ウチの子 ＬＩＮＥ依存！？」
木曜日
土曜日

夕顔

夜 10 時 25 分～10 時 49 分
昼 12 時 00 分～12 時 24 分（再）

：そうですね。子どもの空いた時間に、親が子どものほうに付き合うということかもしれないで
すね。

モルモット：やっぱり、寄り添うことが大事かなと思いますね。
高山 ：いいこと言いますね。
尾木 ：今、言おうと思っていたセリフを言っちゃった、もう！
昔は携帯依存だったんですけども、依存になる子はね「親が嫌い」とか「家が嫌いなんです」
と言った子が１００％だったというので、やっぱり親子関係が基本だと思う！
ＬＩＮＥ依存を防ぐための知恵！

みなさん、ぜひ試してみてください！
みなさんの意見や体験談、ウワサの保護者会番組ホームページまでお寄せください！
（終）
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