ウワサの保護者会

第１１回「親は心配！子どものＬＩＮＥ」
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）

高山 ：さあ尾木ママ、今日は子どものＬＩＮＥについて。
尾木

: ＬＩＮＥの問題は大変な問題を含んでいます。成績がガタ落ちになります。文科省のデータで
も出ました。民間の脳科学者も（データを）出しました。どれを見てもそう！

高山 ：今日は保護者の皆さんがとても気になる、テーマですね。
ウワサの保護者会！
本日のテーマは「親は心配！子どものＬＩＮＥ」
【今回のホゴシャーズ】
夕顔（母）

：長女・高１/次女・中１

れんげ（母）

：長男・高３/長女・中３

ダイヤモンド（母）：長女・中１
コスモス（母）：長女・大２/次女・中３
なでしこ（母）：長男・中２
モルモット（母）：長男・高３/長女・中３

子どものスマホ・ケータイ利用が激増！
小学生の所有率も、ここ２年で倍増する勢いだ。

特に多くの子どもがハマっているのが「ＬＩＮＥ」
。
メールより速いテンポで複数の友だちと、会話のように「言葉」や「スタンプ」をやりとりできる人気
のコミュニケーションツールだ。
しかし、子どもたちの間でトラブルも急増し、ＬＩＮＥ使用を禁止する学校も出てきている。
番組アンケートでも「子どものＬＩＮＥ使用について心配している」という親の声が７割を占めた。
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ウワサの保護者会

第１１回「親は心配！子どものＬＩＮＥ」
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）

学力の低下や、いわゆる「ＬＩＮＥいじめ」、個人情報の流出や、知らない人とつながって事件に巻き込
まれないかなどの心配も、数多く寄せられた。
そこで今回は、特にお悩みの多かった「友だちとのＬＩＮＥ」
「知らない人とのＬＩＮＥ」の２つについ
て、皆さんと一緒に考えていく！

高山

：まず伺いますが、友だちとのＬＩＮＥについて、保護者としては「不安を感じています」と、
お思いの方、ちょっと手を挙げていただいていいですかね。
（なでしこさん、モルモットさん、夕顔さん、ダイヤモンドさんが挙手）

高山 ：ほぼ全員の皆さま、不安を抱えてらっしゃるということですけども。
あっ！久々の覆面ホゴシャーズの方ですよ。
尾木 ：本当だ！（笑）
高山 ：今気がついたみたいに（笑）
ダイヤモンドさんは、どんなお悩みが？
ダイヤモンド：うちの娘は、今年中１なんですけれども、新学期に入って、学校のＬＩＮＥグループみ
たいなのがありまして、それからどんどん招待されるわけですね。学校全体の１００名近いＬ
ＩＮＥのグループとかもありまして、仲いい子も仲よくない子も、いろいろなグループの中で
話が進んでいって「今度、映画に行こう」っていうお誘いを受けたときに、本当は行きたくな
いんだけど断れない、とかっていうことが…皆さんありますかね？
夕顔 ：気を使っちゃっているんだ、友だちにね。
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ウワサの保護者会

第１１回「親は心配！子どものＬＩＮＥ」
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）

ダイヤモンド：断ると、なんか次の日に学校で…とか。
夕顔 ：それが、その“ＬＩＮＥ外し”みたいなイジメに発展したりとか。
平気で言っているよね、「死ね」とか。
モルモット：言ってる、言ってる。
ダイヤモンド：嫌な発言をするとすぐ（グループから）外されたりするんですよね。

尾木

：ダイヤモンドさんの親子関係がうまくいっているから、（親に）言ってくれたけど、うまくい
ってないと、親が見えないところで子どもが苦しんじゃう。
その学年ＬＩＮＥだとね、リアルな生活では嫌われているかもわからないのに、ＬＩＮＥの世
界ではボスができるわけですよ。だから、もう教師だって介入のしようがないわけですよ。
中学校に入って、これからどんな生活が始まるのかなと思っているのに、なんか見えない世界
が始まっちゃうなんて、僕らは経験してないことですもんね。

高山 ：やっぱり、（ＬＩＮＥをしている）時間は結構長いなって感じてらっしゃいますか？
夕顔 ：長い！
コスモス：ずっと見ています。
ダイヤモンド：「ママ見て、１０００件近いよ」とか。夜中までずっとＬＩＮＥ流れていますよね。
夕顔 ：流れている、流れている。
グループなんて、例えば１００人いたら１００人が一言言っただけでどれだけの会話の量にな
るかっていうことですよね。
コスモス：今（返事を）返さないとならないからっていう感じで、ずっとやっているんで。
切れたなって思ったときに「ちょっと、やめな！」って、閉じちゃう。
尾木 ：じゃあ、お母さんまで大変じゃない。ＬＩＮＥに縛られている。
夕顔 ：何を話していたって、すぐこれ（ＬＩＮＥ）が鳴ったら見るし。
だから、私にしてみれば本当に“取りつかれている”と思うし。
尾木 ：“取りつかれている”、いい表現ね。
高山

：夕顔さんのお子さんがどんなふうにＬＩＮＥを使っているのか、取材をさせていただきました
ので、ご覧いただきましょう。
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夕顔さんの長女さくらさんはスマホ、次女のあかねさんは、携帯型音楽プレイヤーを自宅限定で使って、
暇さえあれば、ＬＩＮＥを楽しんでいる。
夕顔家のルールはこちら。

でも、娘たちには不満がいっぱい！
さくら：何でさ、テレビ見ているときにスマホを許さないのか、まずわからないね。
夕顔 ：えー！だってじゃーさあ、映画館で（映画を）見ながらゲームとかする？
さくら：それはマナーじゃん。今やっているテレビの内容とかについてさ「今こんなのやってるね、面
白いね」みたいな話をするのが、なにがいけないの？
夕顔 ：じゃあ、そもそも「ながら」はＯＫなの？
さくら：ごはんはダメだけど、テレビのときに（スマホを）触りながらテレビを見ちゃいけないってい
うのがわからない。ここにいない友だちと、一緒にテレビを見るんだよ。
夕顔 ：ええ～？わっかんな～い。
夕顔家の娘たちの言い分。

食事中や映画館でのＬＩＮＥ使用は、マナーとしてダメ。
でも、テレビは別！
番組を見ながらＬＩＮＥで友だちと感想を送りあい、一緒に楽しむことこそが大切なのだという。
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ウワサの保護者会

第１１回「親は心配！子どものＬＩＮＥ」
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）

：そもそも、スマホをずっとやっていることが嫌なの。目的を持ってやってくれるならいいの。
時間決めてやりゃあいいって言ってるじゃん。

さくら：時間決めてって言ってもさ、何時間よ。
夕顔 ：えっ？そんな１時間半とか…。
あかね：
「３時間」って言ったら「長すぎる」とかって言うじゃん。
さくら：３時間で長すぎるはマジでわからない！
友だちとの時間が大切だとはいうけれど、問題は生活が乱れること！
深夜までＬＩＮＥを続け、お風呂も入らず、スマホ片手に寝落ちしてしまうこともしばしば。
そんなときは、即、スマホを「お取り上げ」だ！

夕顔

：だいたい、あんたはそんなことした挙句の果てに、寝落ちとか、風呂入んないとか、歯を磨か
ないとか、朝起きられないとか。

さくら：だから、それは反省しているよ！
夕顔 ：この前もね、朝起きられなかったね？何時になっちゃったっけ？
あかね：たまたまでしょ。
夕顔 ：たまたまじゃないよね？
あかね：１回しかなったことないし。
夕顔 ：なんかＬＩＮＥの最終的な時間は０時１２分だったね。なんでだろうね。
さくら：見たの？
夕顔 ：見ます！私のものですから。
あかね：そういうのウザイ！
さくら：会話の内容は、あなたのじゃないから！

5 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１１回「親は心配！子どものＬＩＮＥ」
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「スマホは母のもの」でも「会話の内容」は、私と友だちの大切なもの！母のものじゃありませんから！
夕顔 ：会話の内容なんか見ていません。時間しか。
あかね：トークルームの中に入ったってことは変わんないでしょ。
夕顔 ：あのね、必要とあればどこでも入ります！なんでもします！
あかね：うわー。
さくら：うわー。
夕顔 ：それをされたくなかったら、大丈夫なように生活してください。
朝ちゃんと起きて、忘れ物しないで！だったら入りませんから。
-------------------------------------------------------------------------------------------ねえねえ、あかねさん。一体何をそんなに話したいの？
あかね：効果音。
取材スタッフ：効果音？
あかね：効果音。なんか「うぃー」が最近キテるんですよ。
「効果音」とは、響きがかわいい、仲間内だけでの軽～い挨拶みたいなもの。
うぃーうぃー言い合うことで特別な仲間意識を感じられるんだとか。

あかね：友だちと「今こんなことしてるよ」っていう共有ですよね。そのときの自分の、今起きている
だ い ご み

ことを共有しているんでやっぱり楽しい。それが、ＬＩＮＥの醍醐味だと思います。
友だちとの会話は、もちろん「うぃー」だけではない。
夜には・・・
あかね：グループＬＩＮＥで話せないことを、個人チャットで個人で話していると、結構その子と仲良
くなったり。あと、同じ学校にいるんですけど、まだ知りあってない子と仲良くなったり。こ
の子とＬＩＮＥでつながってよかったなって思うときがあります。
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同じアニメが好きな友だちと学校ではなかなか出会えずにいたが、ＬＩＮＥでは、すぐに１対１でつな
がることができた。同じものが好きなもの同士、深い感想を言い合って盛り上がり、ついつい夜中まで、
話しこんでしまうという。
ちなみに、夜の会話の内容も、なんとか教えてもらえませんか？
あかね：うーん、ＮＧです！
会話の内容は、その友だちと２人だけの大切なものだから！ということで、ＮＧでした。

ダイヤモンド：素敵なこと言っていましたよね！
「会話の内容はお母さんのものじゃない」ってね。
夕顔 ：口ばっかり達者で！
高山

：子どもたちっていうのは、共有したいっていう気持ちを強くやっぱり抱いているのかなってい
う印象も受けました。やっぱり友だちとつながりたい。

夕顔

：ね、そうですよね。でも、なんか自分たちもそうじゃなかったですか？学校でたくさん話すん
だけど、うち帰ってきても電話で話して。でも昔はほら、電話代がかかったから「お金かかる
からやめなさい」って言われたけど。

れんげ：２階の小さいコードレス電話を自分の部屋に置いてもらっていたんで、１階の音を消して上だ
け鳴るようにして、こっそり電話していました。
高山 ：随分な手口（笑）
尾木 ：なかなかじゃん（笑）
（一同笑）
尾木 ：よくほら、女子の中学生なんかは手紙書いていたじゃない。
れんげ：書いていました。交換日記したり。
尾木

：中学生の時期とか高校の時期は友だちとつながりたいの。他律期っていって、赤ちゃんとか小
学校の低学年くらいまではずっと、親の言う通り、先生の言うことを守るでしょ。それが小学
校５年くらいになってくると反発するようになって、社会律っていって、何が大事かっていう
と友だちの社会…そこでのルールで鍛えられていくでしょ。そして、それをくぐり抜けて今度
は、青年期になって、自立期にいくわけ。だから、もう一番中学生の時期はそこ（友だち）で
つながっていたいって気持ちがむちゃくちゃ強くて、そこへ今ＬＩＮＥが入ってきたの。絶好
のツールなんですよ。もうこれ以上強力なのはないわけ。だから、ハマっていく子はもうどん
どん、ハマっちゃうわけ。
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夕顔

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

：だから、気持ちはわからなくないんですよ。ＬＩＮＥそのものを否定してない。ＬＩＮＥはす
ごい、本当に革命的なものだと思っているんです。けれど、ドローンとかだって、結局新しい
ものができて、規制は後からですよ。ＬＩＮＥだって、例えばトラブルがあったときとかに自
分持ちで、自分たちが解決しなさいっていうのは、親として無責任だと私は思っているので、
だから介入するし、文句も言う。

モルモット：私は、最初の頃は、スマホを買うときに、ルールを決めていたんですね。成績が落ちたら
取り上げるとか。それがいつの間にか、なくなってしまって、今言っても結局かえって反抗期
なんで、（文句が）返ってくるから、もう言えないんですよね。

夕顔 ：お取り上げダメなの？
モルモット：お取り上げなんかとんでもない。
尾木 ：ふるえている！（笑）
モルモット：とんでもないですよ。そんなことしたらもう暴れちゃいますよ、きっと。
夕顔 ：ああそう？私、取っ組み合いとかあるけど！
モルモット：本当ですか？私、そこまで…。
夕顔 ：本当にこんな感じで。こんな感じで。
尾木 ：おー！怖い！手だけじゃなくて足まで出たよ。
ルールの中身だと思う。“成績落ちたら取り上げよう”なんていうのはもう誰もが思うじゃな
い。例えば、“お母さんが見てちょっとまずいなと思ったら取り上げ”っていうのが夕顔さん
もあったけど「それは親の判断じゃん！」って言われたら、モルモットさんが今苦しんでいる
みたいに本格的に反抗期になってくると、聞かなくなっちゃったときに困っちゃうんですよ。
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尾木

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

：ルールでいえばね「ＬＩＮＥは９時までね」とか「９時半までね」とか、何時間じゃなくて、
時刻設定をして「何時まで！」これで「うちのママ怖いのよ」「うち何時からはＬＩＮＥダメ、
ごめんね」っていうのが、みんなに知れ渡れば、それでいけるんです。

夕顔

：ルールが崩れたときは、どうすればいいですか？崩れたらまた戻す、っていう作業の繰り返
しですか？

尾木

：うん。そうだと思うし「ルールはお互いに修正していく」っていうルールも中に入っていると
いいね。例えば、自分のベッドルームにスマホを持っていくと寝落ちして、これはまずいなと
思ったら、じゃあルールとして「スマホはリビングに置いて部屋には持ち込まないようにしよ
うというのを提案したいんだけどどうか」とかってね。そしたら娘さんのほうが「いやこうい
うふうにするから私はいいんじゃないかと思う」と、そこで話し合って合意すると。だから、
やっぱり「合意」っていうのがすごく大事だと思う。

夕顔

：でも、私は合意しているつもりなんだけど、向こう（子どもたち）はなんか勝手に合意を破っ
たりすることがあるんですよね。

尾木 ：それ、「合意」って言わないのよ（笑）
夕顔 ：（笑）強制を言いかえただけ…。
高山 ：気になるのが…。勉強する時期ですからね。勉強とのバランスっていうのは、どうですか？
モルモット：（中学）１年の３学期の期末テスト、もうずっとスマホやっていて、勉強しなかったんで
すよ。全然。だから、結果も教えてくれないし。
尾木 ：勉強しなかったっていうのは、もう本当に全然してない感じ？
モルモット：うん！本当です。
尾木 ：あの、子どもは普通はそう言ってもやっているものなんですけどね。
（一同笑）
尾木

：今、文科省も、脳科学の権威の先生なんかもデータ出しているんですけど、１日３時間ってい
ったらもう確実に“依存”のレベルに入ってきて、学力も落ちてきますね。３時間越えたら、
これはもう“依存”だと思っていいと思うくらいで、やって（対処して）いかないと、子ども
を守れないと思う。キツい言い方かもしれないけど。
なんか急に静かになっちゃった。
（一同笑）
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ＬＩＮＥに関するもう１つの大きなお悩みは子どもが「知らない人」と繋がってしまうことだ。
スマホ・ケータイを持っている子どものうち、ネットで知り合った人と実際に会ったことがある、と回
答したのは、およそ１５人に１人の割合。知り合うきっかけとして一番多いのがＬＩＮＥだ。

高山

：全く会ったこともないような人と、つながってしまうＬＩＮＥについてなんですけど、モルモ
ットさん、随分その知らない人とのＬＩＮＥについて不安を抱いていらっしゃると？

モルモット：そうですね。（娘が）小学校６年生のときだったんですけども、そのときはまだタブレッ
トを使ってＬＩＮＥをしていまして、そのときはＬＩＮＥを見られたんです。見たら、知らない
男の人の写真が載っていて、それで会話をしているんですよ。
夕顔 ：怖っ！
モルモット：それで「いくつ？」と聞かれて、娘が「２２歳」とか言って…。
尾木 ：相当ごまかしているじゃない。
モルモット：それで「遊びに行く？」とか言われて「ちょっと無理。行けない」とか言って…。
尾木 ：遊びに行こうなんて誘われたの？うわあ、危険！危険！
モルモット：その頃は私がブロックをして、やり取りしないようにしましたけど。それで終わってくれ
たからよかったですけれど、今は個人のスマホにしているから、全然見られないんですよね。
本当にすごく心配ですね。
コスモス：うちの娘はある俳優さんが好きで、チケットとかが「何月何日のチケットありますよ」みた
いな感じで売られていて。でも知らない人じゃないですか。「イヤだよ。どうやって受け取る
のよ。」って言って、結局やめよう、娘も怖いって言って。
夕顔 ：そうそう、怖いと思ってくれればいいけどね。
コスモス：でも、その「怖い」というところを越えちゃって、欲しいほうが強くなっちゃったときに怖
いかなって。
高山 ：夕顔さんは腕を組んでいますけれど。
夕顔 ：とんでもないですよ！とんでもないですよ！知らない人は本当にやめてほしい！
高山

：どうして子どもたちは知らない人とつながりたいという思いになるのか、今度はそのあたりを
探っていきたいと思います。
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ここで再び、夕顔さんの長女さくらさんが登場。
さくら：
（母に）ヘンタイがネットにはうじゃうじゃいるからダメだと言われました。

夕顔家では、ネットでの「知らない人とのやり取り」は絶対禁止！
でも、さくらさんは、知らない人とつながることも、自分には必要だと主張する。
学校で「漫画研究会」に入ってはいるが、さくらさんが一番好きな漫画の同じキャラクターを好きな子
は、学校にはいないのだという。そのキャラクターへの熱い思いをＬＩＮＥのファングループなどでと
ことん語り合いたい！と思っているのだ。
さくら：学校で話せなくて、言ってもわかってもらえなかった私が一番好きなこの漫画のキャラとか学
校のメンバーとは話せないことが多いから、やっぱりネットに行きたいなって思います。
もちろん、危険性についても考えているという。
さくら：親のほうはそのヘンタイと話すだけで、もうダメだって言うけど、話す分にはいいんじゃない
かなーって。危険なものはちゃんと危険って思っているつもりなんですけど。
「知らない人」と会話をするだけでは危険は起きない！と主張する。
-------------------------------------------------------------------------------------------知らない人たちとのＬＩＮＥって、実際、どんな感じなの？
「同じ趣味をもつ知らない人たち」と、ＬＩＮＥを楽しんでいるという子にも話を聞いた。
すーさんは、毎日片道５０分の自転車通学をがんばる、高校１年生！部活はソフトボール部で、忙しく
も充実した高校生活を送っている。
そんなすーさんにとっての大切なひととき。それは、帰宅後、寝るまでのＬＩＮＥの時間。
好きなアイドルのファン同士、顔も本名も知らない、２０人とつながっている。
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すー ：三重県とか関西のほうの人とか結構います。
部活の子とうまくいってないとか、最近あった悩みのこととかもいろいろ話したりします。顔
を知らないからこそ、友だちとかにウワサで自分の情報が回ることもないし、逆に安心できる
ところがあると思う。
先輩や友だちに対する、ちょっとした愚痴や悩み。ウワサで広まるから学校の友だちには話せない。
でも、顔を知らないＬＩＮＥ上だけの相手には、そうした気遣いはいらない。
悩みを打ち明けるだけで楽になり、また明日がんばれる。
ちなみにＬＩＮＥ上だけのお付き合い。それは「友だち」なの？
すー ：友だちだと私は思っています。
そんなすーさんがＬＩＮＥでつながる中には「オトナ」もいる。そのうちの１人は、なんと！

一同 ：えーっ！
高山 ：れんげさんでした。
れんげ：楽しくやっています。
私が女子中高生と一緒にグループを組んでいて、自分自身は大人ですよっていうことは言って
あって。
尾木 ：それはいいわね。
高山 ：ちなみにスーさんは会ったことは？
れんげ：ないです。
高山 ：顔は？
れんげ：知らないです。けど、同じアイドルグループの同じ人のファンです。
高山 ：子どもとつながって、何か役に立てたんだって思うことってなにかありました？
れんげ：新学期で居場所がなくて本当に困っていて「どうしようって学校も行きたくないよ」って言っ
ている子がいたんで、その時は「一緒に声をかけてみな」「隣の子から席に近くの子から声を
かけてみな」とか、いろいろアドバイスしてみたり。
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尾木 ：でも、それはれんげさんのバーチャル性というよりも実像として若いお姉さんで信頼できる。
れんげ：いや、いや、いや。
尾木 ：やだ、もう！お世辞に決まっているじゃないの！
つまり、信頼できるお母さん的な人だっていうのがわかっているから相談してくるんだと思う。
夕顔 ：本当、れんげさんだったらうちの娘ともいいですよ。
れんげ：実際ライブ会場とかに行ったときに「１人だと心細いんです。一緒にいてくれませんか？」と
か言われたときに「おばさんですけど、いいですか？」って正直に言ったら「いいです」って
言って、開幕時間までは一緒にいてあげたりとか。
夕顔 ：そういう素敵な出会いだったらね、すごくありがたいけど、おじさんが来ちゃうかもと思うと。
危機感のバランスが取れていればいいけれど、人対人なのでそこに温かいコミュニケーション
が生まれること、それはわかるんですけど…。
尾木

：つながりたい、ここの気持ちの背景なんですけれど、今おっしゃったように、れんげさんが、
子どもの寂しいという気持ちをわかってあげるとか、話を聞いてほしいだけだとか、それから
さっきの２２歳ってごまかしてみるような冒険心とか、そういう気持ちを、みんな背景に持っ
ているわけ。だから、スポってはまっちゃうのね。
いいところにはまればいいんだけれど。れんげさんのところみたいに。そうじゃないのが結構
あるんだから、やっぱり僕は原則として“知らない人とは関わらない”っていうのは、基本原
則だと思う。

なでしこ：ＬＩＮＥは、知っている人、目に見える人とだけつながっていると私は思いこんでいて、自
分がそうなので。スマホを買い与えるときに「契約者はお父さんだから、スマホをいつでも見
られるようにしてください」って言って。たまたま、ちょっとＬＩＮＥで見たいことがあって。
自分のＬＩＮＥにあげたものがどうやって子どものＬＩＮＥにあがっているんだろうと単純に
見ようと思ったら、ＬＩＮＥのロックがかかっていて！
でも、さすがに「それもはずしなさい！」って、そこまでプライバシーに親だからって入って
い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。ちょっとショックだったんです
よ。開けないっていうことに。
コスモス：最初に決めたんだから、気づいたときに「なんでロックがかかっているんだろう」って聞い
ていいと思う。
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ダイヤモンド：タイミング大事ですよね？
なでしこ：もう１年…（前から言えていない）。
尾木

：えー！？それは認めたのと同じことになっちゃった！それはミスですよ。でもね、これ海外で
言えば、履歴を見ていくのは常識ですよ。
だって、さっきおっしゃったように親が買って貸しているわけでしょ。見たいときには見るよ
っていう、それは前提でなきゃダメですよ。それは親としての責任放棄と、僕は同じだと思う。
きつい言い方をしたら。ゴメンね。１年近く悩んでいたのに。

高山

：皆さん、残念ながら、収録テープがもうなくなってしまうので、子どものＬＩＮＥの中身が気
になる、チェックすべきかどうかは、ぜひ第２弾を。

尾木 ：大賛成。第２弾やるっていうのは。
あのね、今“依存”のことがね、今回聞いていても非常に危険なギリギリのラインだなと思っ
たわけ。全世界に今広がっているんですよ。日本はそういう基準も作っていないの。国の対策
も完全に遅れているから。
高山 ：ぜひ第２弾。やりましょう。
ウワサの保護者会は、これからも、子育てにまつわる様々なテーマをお送りします。お楽しみに！
みんなの知恵が集まる、ホームページも必見！
（終）
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