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　2020-2022年期日本西リジョン
ガバナー　

　2020-2022年期日本西リジョンプロジェクト ガールズ・サ
ミットは新型コロナウイルス感染症という困難な状況でどの
ような形の開催が可能であるか思案しました。状況を読めな
い中、女子高校生の意見を発表する場、他の意見を聞く場を
考え今回のような形式となりました。可能性を秘めた女子高
校生が自らの視野を広げることのできる大切な時間となりま
した。
　丸子ようこ審査委員長の「SNS時代に必要なものは？」の課
題に、コロナ禍における沢山の考えをいただきました。論文の
向こうにある女子高校生の真摯な思いや、主張に至った生徒
を取り巻く環境が伝わり熱くなりました。また対面式のガール
ズ・サミットならどんなに真剣な意見交換をしただろう？と感
慨深いものがあります。私たちソロプチミストはこの論文から
学ぶことがたくさんあり今後の活動の課題となるでしょう。こ
の論文集が皆さまのお手元に届いたとき、女子高校生が思い
を書き始めた時間とこの先世に与える力を持っていることに
思いを寄せていただきたく存じます。
　ご理解ご協力くださいました関係者の皆さまに厚くお礼申
し上げます。

佐々木　民子

ごあいさつ
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　生まれた時から携帯電話やインターネットが当たり前の世代の皆さんにとって、「SNS」を今どう捉えて、どう
使っているのか教えていただけるという今回のテーマは小論文を受け取る私共も期待と不安がいっぱいです。
「SNS」に思うことを等身大の忌憚のない意見・提言を沢山お寄せいただきたいと思います。
　ネットサービスを使えば、授業でわからない言葉が出た時は勿論、日常生活を送る上でも初めて聞く言葉や
疑問も、また好きなアーティストの情報や行きたいお店の情報だって難なく手に入ってしまう。自分が出向かな
くても欲しい情報、欲しいものが欲しい時に簡単に手に入る時代になっています。友達だって結婚相手だって
世界中から見つけられるのですから、使いこなせるに越したことはありませんよね。皆さんはSNSをどう使ってい
るのでしょうか。
　しかしご存知のように「SNS」は2000年に入ってからの発展途上のコミュニケーションツール。普及によって
沢山の犯罪や問題が起きていることも事実ですね。
写真や個人情報を不用意に公開してしまうことで、最悪の場合、犯罪に巻き込まれる恐れもあります。また
精神的にも「いじめ」や「誹謗中傷記事」で心を病んだり、命を絶ったりとややもすればコロナウイルスのニュース
にかき消されそうな昨今ですが、SNS上での誹謗中傷による被害は確実に年々深刻化していると思うのです。
　悩んでるお友達はいませんか？苦しんでいる人が周りにはいませんか？そんな時、あなたはどうしますか？ 
　科学の進化は止められません。「SNS時代」をこれからどう作っていくかは未来を担う皆さんに掛かっている
のです。
　「えーそんな難しいこと私には出来るわけないよ。」という前にほんの少しの「想像力」を使って参加してほし
いと思うのです。小さな思いが大きな世界を動かす時代になってきたのです。
　未来を生きる皆さんには頭の柔らかいうちに「想像力」を培ってほしいと思うのです。
　「想像力」を使って行動する。それは100年先を思うときもあるでしょう。明日のこと、5分先といったほんの
少しの未来を見る力でもあります。同時に過去の人達の思いを想像する力でもあるのです。時空を超えるだけで
はなく、自分が、もし隣の席の○○ちゃんだったら・・・ペットの猫だったり、雲だったり・・・と他のものの目線
で物を考える力にも使えます。「想像力」は無限です。
　温故知新という言葉もありますが、私も少し古い部類の世代に入ってきましたのでSNSがなかった頃の「ネット
ワーク」の作り方を少しご紹介しておきますね。
　高校時代、放送局でアルバイトをきっかけに「声」を生業にしてきました。TVキャスターや司会業を中心に
活動してきましたが、ここまで好きなことをずっと続けてこられたのは「人との繋がり」だと確信しています。今
年で45年目となりました。会社に所属することなくフリーランスで仕事を続けてきました。一つの繋がりを確かな
ものにして信頼してもらい次の仕事へつなげてゆく。そして次の繋がりへとベクトルは伸びていき私の「ネット
ワーク」は広がっていきました。
　でもそこで考えてください。その当時、若い私の実力は100パーセントであるはずもなく、初めて会った人は
どうして私に仕事を任せてくださったのでしょう。多分それは、相手の方の「想像力」だと思うのです。直接お会
いし、お互いのその仕事に対する想いを話すうちに仕事を任せてもよいという「期待」も含めた成功への道筋が
見えてきた先に双方のネットワークは繋がっていったのだと思います。
　何か「道具（アイテム）」を使うとき、想像力を膨らますことがとても大切になってきます。どう使ってどんな
ものを作ってゆくか。
　今持っている「SNS」の使い方を考えながら、どうぞ貴女の想像力で素敵な世界をつくる道具、幸せになれる
道具にしてほしいと思います。
　変幻自在の「想像力」を使った「論文」を書いて下さる皆さんに早くお会いしたいです。

女子高校生へのメッセージ
「SNS時代に必要なものは？」

2020-2022 年期日本西リジョン
ガールズ・サミット審査委員長 /コーディネーター

丸子 ようこ

【プロフィール】

フリーランスアナウンサー、元NHK広島放送局キャスター、現在はコマーシャルナレーションや各種司会を

はじめNHK文化センター講師など「話すこと、伝えること」をテーマに講演も行う。

食育指導士、広島ペンクラブ正会員NPO法人「きぼう」（発達障害施設）理事、比治山大学同窓会会長、国際

ソロプチミスト呉会員

2020-2022年期日本西リジョン
ガールズ・サミット審査委員長/コーディネーター

丸子 ようこ

審査委員会

審査委員長／コーディネーター

　フリーランスアナウンサー

　　丸子 ようこ

審査委員

　日本西リジョン理事会

　　ガバナー　　　　　　　佐々木　民子

　　ガバナーエレクト　　　小徳　恵子 

　　セクレタリー　　　　　山田　美貴子

　　トレジャラー　　　　　南　範子

　　ボードメンバー 　 　　喜多村　美津子

　日本西リジョンプログラム奉仕委員会

　　委員長　　　　　　　　橘髙　美帆

　　委　員　　　　　　　　岩岡　麗子

　　委　員　　　　　　　　民法　小雪

　　委　員　　　　　　　　横山　敦子
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審査委員長賞 ＳＩ岡山推薦
岡山県立岡山朝日高等学校　太田　光瑠

ＳＮＳでつながっているって？
～ＳＮＳ時代に必要なもの～

　私は今、「ＳＮＳプチ断捨離」を行っている。いくつかのＳＮＳをあえて使わないことにした。私たちは
コロナ禍という不安な状況の中で、あふれる情報に振り回されていないだろうか。誰かの切り取られた日常
に一喜一憂し、周りの声に流されていないだろうか。立ち止まって考えたくなったからだ。
　私は国際ボランティア団体ＡＭＤＡ中高生会のリーダーを務めている。これまで、国内外でボランティア
活動を行ってきたが、この１年はコロナウイルスの影響でオンラインによる交流ばかりとなった。しかし、
東日本大震災以来交流を続けている被災地のみなさんや、防災訓練で連携している高知県黒潮町の高校生の
みなさん、また、バングラデシュの高校生のみなさんと「防災」をテーマにオンラインで交流できたこと
で、改めてＳＮＳのメリットを確認することができた。ＳＮＳの大きな役割は災害時に役立つことだ。災害
が起きた場所の状況をいち早く多くの人に発信することができたり、自分の居場所を知らせ、それを見た人
が拡散することで助けを求めたりすることもできる。災害が起こったあとでも、被災地の復興のために募金
を行うこともできる。このような便利さは今のコロナ禍においても同様に発揮されている。毎日のコロナ
感染者数が数時間おきに更新されたり、誰でも手軽にコロナの情報を手に入れることができる。また何より
ＳＮＳがあれば、こうして世界中の人とつながり、意見を交わすことが可能となる。
　しかし、デメリットもいくつか存在する。面と向かって言えないことをＳＮＳを使って発言する人が増え
ていることだ。私はこの春、実際にインスタグラムなどのＳＮＳのいくつかを辞めた。その理由の一つには
周りの意見に流されたくないという思いがあったからだ。様々な意見が飛び交う中で、多くの人が同意する
意見だけが必ずしも正しいとは限らない。私は他人とは異なる意見であっても自分の意見をしっかり持てる
人でありたい。違う価値観を受け入れられる人でありたい。世間ではＳＮＳでのコロナ感染者に対する誹謗
中傷も問題視されている。今の日本においては、ＳＮＳはコロナ感染がこれ以上広がらないためにも人々に
注意を促すためのものであるべきだと思う。例えば、実際に感染した人が療養中の苦しさや怖さを他者に伝
えることが大切である。感染することの怖さは感染したことのない人にとっては、いくら考えても理解する
ことはできない。正直なところ、政府の発表より身近に感じる人からの言葉のほうが心に刺さるのではない
か。
　私は、この状況だからこそ大切にしたいものがある。それは、「時間」だ。コロナウイルスが流行してか
ら悲観的な言葉を多く耳にした。例年することができた多くのことが世界中の至るところで開催できなく
なった。しかし、時間というものは平等に楽しいときも苦しいときも過ぎていくものだ。いつまでもできな
いことへの不満ばかりを言い続けるのは本当にもったいないことだ。考えてみれば、今までできていたこと
はあたりまえのことだと錯覚していたがそうではなかったのだ。ゴールデンウィーク最終日、連休中どこに
も行くことができず、少し気分も下がっていたとき、私の住む地域で突然打ち上げ花火の音がした。私は思
わず外へ飛び出した。その音を聞いた近所の人も何人か家から出てきた。大きな花火が上がると同時に
「わぁー！」っと歓声が上がった。毎年行われていた花火大会では、何とも思わなかった歓声がなぜだかと
ても嬉しかった。ＳＮＳで投稿されたスマホの中の映像では感じられない感動があった。目に見える現実に
思いを馳せることも大切だ。その時私は制限がありながらも今できていることはたくさんあるはずだと強く
感じた。
　一方で、ＳＮＳのプチ断捨離をして、ＳＮＳは時に優しさを簡単に表現できるものだと気付いた。ＳＮＳ
上だからこそ、国境を越えてその思いをたくさんの人と共有して、励まし合うこともできる。コロナ禍での
ソーシャルディスタンスは、物理的な距離だけでなく、人と人との心にも見えない距離をあけてしまったと
私は感じる。そんなときにＳＮＳの優しさを使ってみるといい。自分のしたいことを思い通りにできず、悩
んでいる人は決して一人ではない。終わりの見えないこの状況と戦っている人は周りを見渡せば数多くい
る。すべてが元通りになったときに行きたいところや、今だからできる自宅での楽しみ方などを発信するこ
とで新しいつながりもできるはずだ。誰もが我慢を強いられる状況である今、これまで以上に他者に対して
思いやりを持てる人でありたい。そしていつか、この苦難を乗り越えた先の優しさと団結力のある社会の一員
でありたい。そのためのコミュニケーション手段として、責任をもってＳＮＳでつながりたいと思う。ＳＮＳ
の使い方は私たち自身が選択できるものなのだ。

ガバナー賞 ＳＩ笠岡推薦
龍谷総合学園加盟 岡山龍谷高等学校　黒田　葉月

～ＳＮＳでつながっているって？～
「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

　LINE、Instagram、Twitter、Facebookなど、現代社会ではあらゆる人々が、自分を発信し、多くの人とつな
がることができる様々なＳＮＳが登場している。
　私も学校の授業の中でZoomやＳＮＳを用いてマレーシアの高校生と交流を行ったことがある。本来ならきっと
一生出会うことのないだろう遠く離れた人と時間を共有して、互いの国のことや自分のことを伝え合ったことは
私にとって新鮮で感動的な体験であり、世界のことに興味を持つ大きなきっかけとなった。様々な情報、自分で
は出来ない経験、見たこともない景色、そして感動などを共有することができる。そのような点でＳＮＳは、本当
に画期的なツールだと思う。
　また、ＳＮＳは世界を大きく変える力を持っている。2010年のチュニジアでの革命から始まった、“アラブ
の春”と呼ばれるアラブ諸国における民主化の動きだ。FacebookやTwitterなどのＳＮＳが、生活の変化を諦め
ていたアラブ諸国の人々に情報を与え、希望や勇気をもたらし、人々がつながっていった結果、反政府デモは
政治を変えることにつながった。
　以上のように、ＳＮＳは個人の生活だけではなく、政治や経済にも大きな影響を与え、現状を変える力を持っ
ている。
　しかし、ＳＮＳには多くの素晴らしい面がある一方で、負の面があることも事実である。ネットワークは複雑化し、
様々な犯罪や誹謗中傷、いじめが生まれる場所ともなっている。また、私たちは世界中の人とつながることがで
きるが、自分がつながっている人間のことをどれだけ理解できているのか、と問われると、わからないことも多
い。また、様々な情報が行き交う中で、誤った情報を信じて人を傷つけ、人が結びつくことにより悪意が増幅さ
れ、大きな差別や偏見などを生み出すことにもなる。また、“アラブの春”におけるＳＮＳの在り方は、一つ間違
えれば多くの人を巻き込み、争乱や混乱を起こす危険性もあるのではないか。
　ＳＮＳは“諸刃の剣”である。正しく使えばより楽しく便利に使うことができるが、一歩間違えば、悲しく恐ろ
しい事態を引き起こすこととなる。ＳＮＳが浸透した現代の世界に生きる私たちに問われることは、私たち一人
ひとりがどのような社会を作っていきたいのかという理想を持つことと、自分自身の成長ではないかと思う。
　私は、一人ひとりが思いやりの気持ちを持ち、笑顔の輪が広がっていくような社会を作りたい。ＳＮＳを使うこ
とで勇気や元気をもらって、明るく前向きに生きていけるつながりを作っていきたい。
　そのためには、私たちは日本で古代から伝えられてきた伝統的な考えを再び持つことが大切ではないか。それは、
言葉には霊力が宿るという、“言霊”の考えである。
　私は今回のテーマを考えるうえで、自らのＳＮＳでのやり取りを振り返ってみた。すると、自分が相手のメッ
セージに対して、いかに深く考えることなく、自分の思ったことを即座に打ち込んで送信しているかということに
気付いた。
　連絡手段が電話やＳＮＳではなく手紙だった時代、日本人は、相手の心情や姿、景色を思い浮かべながら、
一語一語に心を込めて和歌や俳句、文章を書いていた。言葉には“言霊”が宿るとして、大切に扱ってきた。言
葉も慎重に選んできた。そうした言葉の美しさは様々な作品に残されている。
　ところが現在、私たちは心に思った言葉を、互いに考えずにやり取りをしている。その間に相手を想像してい
るときはあるだろうか。そこで私はもう一度言葉の持つ力を意識したい。具体的にはメッセージを見たときに一旦、
目を閉じて、画面の奥にいる相手の表情や状況を想像してほしいということである。たった数秒想像するだけでも、
新たに感じること、考えることはあるだろうし、見た瞬間に打ち込む内容よりも格段に気持ちのこもったメッセージ
になるのではないだろうか。
　次に、“こころ”を育てることである。何が善で悪なのか。どう生きていけば、考えていけばよいのか。私たちは生
きていく中で多くの迷いを抱えながら生きている。そうした中で、他者や様々な物事を正しく見つめ、考えていく心を
持たなければ、いつまでも、様々な人の意見に流され、傷つけられ、そして人を傷つけることになってしまう。また、
多様な価値観に触れていく中で、偏見や差別などもなくすことができる。そうした心を育てるために私たちは知識を
増やし、様々な人と出会い、経験を積んでいくことが何よりも重要なのではないか。そしてそれは、ＳＮＳでのつなが
りや知識だけではなく、自分が実際に多くの人と触れ合い、五感を使って感じていく生身の経験なのだと思う。
　以上が、私が考えるＳＮＳの発達した社会でより大切なことである。
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審査委員長賞 ＳＩ岡山推薦
岡山県立岡山朝日高等学校　太田　光瑠

ＳＮＳでつながっているって？
～ＳＮＳ時代に必要なもの～

　私は今、「ＳＮＳプチ断捨離」を行っている。いくつかのＳＮＳをあえて使わないことにした。私たちは
コロナ禍という不安な状況の中で、あふれる情報に振り回されていないだろうか。誰かの切り取られた日常
に一喜一憂し、周りの声に流されていないだろうか。立ち止まって考えたくなったからだ。
　私は国際ボランティア団体ＡＭＤＡ中高生会のリーダーを務めている。これまで、国内外でボランティア
活動を行ってきたが、この１年はコロナウイルスの影響でオンラインによる交流ばかりとなった。しかし、
東日本大震災以来交流を続けている被災地のみなさんや、防災訓練で連携している高知県黒潮町の高校生の
みなさん、また、バングラデシュの高校生のみなさんと「防災」をテーマにオンラインで交流できたこと
で、改めてＳＮＳのメリットを確認することができた。ＳＮＳの大きな役割は災害時に役立つことだ。災害
が起きた場所の状況をいち早く多くの人に発信することができたり、自分の居場所を知らせ、それを見た人
が拡散することで助けを求めたりすることもできる。災害が起こったあとでも、被災地の復興のために募金
を行うこともできる。このような便利さは今のコロナ禍においても同様に発揮されている。毎日のコロナ
感染者数が数時間おきに更新されたり、誰でも手軽にコロナの情報を手に入れることができる。また何より
ＳＮＳがあれば、こうして世界中の人とつながり、意見を交わすことが可能となる。
　しかし、デメリットもいくつか存在する。面と向かって言えないことをＳＮＳを使って発言する人が増え
ていることだ。私はこの春、実際にインスタグラムなどのＳＮＳのいくつかを辞めた。その理由の一つには
周りの意見に流されたくないという思いがあったからだ。様々な意見が飛び交う中で、多くの人が同意する
意見だけが必ずしも正しいとは限らない。私は他人とは異なる意見であっても自分の意見をしっかり持てる
人でありたい。違う価値観を受け入れられる人でありたい。世間ではＳＮＳでのコロナ感染者に対する誹謗
中傷も問題視されている。今の日本においては、ＳＮＳはコロナ感染がこれ以上広がらないためにも人々に
注意を促すためのものであるべきだと思う。例えば、実際に感染した人が療養中の苦しさや怖さを他者に伝
えることが大切である。感染することの怖さは感染したことのない人にとっては、いくら考えても理解する
ことはできない。正直なところ、政府の発表より身近に感じる人からの言葉のほうが心に刺さるのではない
か。
　私は、この状況だからこそ大切にしたいものがある。それは、「時間」だ。コロナウイルスが流行してか
ら悲観的な言葉を多く耳にした。例年することができた多くのことが世界中の至るところで開催できなく
なった。しかし、時間というものは平等に楽しいときも苦しいときも過ぎていくものだ。いつまでもできな
いことへの不満ばかりを言い続けるのは本当にもったいないことだ。考えてみれば、今までできていたこと
はあたりまえのことだと錯覚していたがそうではなかったのだ。ゴールデンウィーク最終日、連休中どこに
も行くことができず、少し気分も下がっていたとき、私の住む地域で突然打ち上げ花火の音がした。私は思
わず外へ飛び出した。その音を聞いた近所の人も何人か家から出てきた。大きな花火が上がると同時に
「わぁー！」っと歓声が上がった。毎年行われていた花火大会では、何とも思わなかった歓声がなぜだかと
ても嬉しかった。ＳＮＳで投稿されたスマホの中の映像では感じられない感動があった。目に見える現実に
思いを馳せることも大切だ。その時私は制限がありながらも今できていることはたくさんあるはずだと強く
感じた。
　一方で、ＳＮＳのプチ断捨離をして、ＳＮＳは時に優しさを簡単に表現できるものだと気付いた。ＳＮＳ
上だからこそ、国境を越えてその思いをたくさんの人と共有して、励まし合うこともできる。コロナ禍での
ソーシャルディスタンスは、物理的な距離だけでなく、人と人との心にも見えない距離をあけてしまったと
私は感じる。そんなときにＳＮＳの優しさを使ってみるといい。自分のしたいことを思い通りにできず、悩
んでいる人は決して一人ではない。終わりの見えないこの状況と戦っている人は周りを見渡せば数多くい
る。すべてが元通りになったときに行きたいところや、今だからできる自宅での楽しみ方などを発信するこ
とで新しいつながりもできるはずだ。誰もが我慢を強いられる状況である今、これまで以上に他者に対して
思いやりを持てる人でありたい。そしていつか、この苦難を乗り越えた先の優しさと団結力のある社会の一員
でありたい。そのためのコミュニケーション手段として、責任をもってＳＮＳでつながりたいと思う。ＳＮＳ
の使い方は私たち自身が選択できるものなのだ。

ガバナー賞 ＳＩ笠岡推薦
龍谷総合学園加盟 岡山龍谷高等学校　黒田　葉月

～ＳＮＳでつながっているって？～
「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

　LINE、Instagram、Twitter、Facebookなど、現代社会ではあらゆる人々が、自分を発信し、多くの人とつな
がることができる様々なＳＮＳが登場している。
　私も学校の授業の中でZoomやＳＮＳを用いてマレーシアの高校生と交流を行ったことがある。本来ならきっと
一生出会うことのないだろう遠く離れた人と時間を共有して、互いの国のことや自分のことを伝え合ったことは
私にとって新鮮で感動的な体験であり、世界のことに興味を持つ大きなきっかけとなった。様々な情報、自分で
は出来ない経験、見たこともない景色、そして感動などを共有することができる。そのような点でＳＮＳは、本当
に画期的なツールだと思う。
　また、ＳＮＳは世界を大きく変える力を持っている。2010年のチュニジアでの革命から始まった、“アラブ
の春”と呼ばれるアラブ諸国における民主化の動きだ。FacebookやTwitterなどのＳＮＳが、生活の変化を諦め
ていたアラブ諸国の人々に情報を与え、希望や勇気をもたらし、人々がつながっていった結果、反政府デモは
政治を変えることにつながった。
　以上のように、ＳＮＳは個人の生活だけではなく、政治や経済にも大きな影響を与え、現状を変える力を持っ
ている。
　しかし、ＳＮＳには多くの素晴らしい面がある一方で、負の面があることも事実である。ネットワークは複雑化し、
様々な犯罪や誹謗中傷、いじめが生まれる場所ともなっている。また、私たちは世界中の人とつながることがで
きるが、自分がつながっている人間のことをどれだけ理解できているのか、と問われると、わからないことも多
い。また、様々な情報が行き交う中で、誤った情報を信じて人を傷つけ、人が結びつくことにより悪意が増幅さ
れ、大きな差別や偏見などを生み出すことにもなる。また、“アラブの春”におけるＳＮＳの在り方は、一つ間違
えれば多くの人を巻き込み、争乱や混乱を起こす危険性もあるのではないか。
　ＳＮＳは“諸刃の剣”である。正しく使えばより楽しく便利に使うことができるが、一歩間違えば、悲しく恐ろ
しい事態を引き起こすこととなる。ＳＮＳが浸透した現代の世界に生きる私たちに問われることは、私たち一人
ひとりがどのような社会を作っていきたいのかという理想を持つことと、自分自身の成長ではないかと思う。
　私は、一人ひとりが思いやりの気持ちを持ち、笑顔の輪が広がっていくような社会を作りたい。ＳＮＳを使うこ
とで勇気や元気をもらって、明るく前向きに生きていけるつながりを作っていきたい。
　そのためには、私たちは日本で古代から伝えられてきた伝統的な考えを再び持つことが大切ではないか。それは、
言葉には霊力が宿るという、“言霊”の考えである。
　私は今回のテーマを考えるうえで、自らのＳＮＳでのやり取りを振り返ってみた。すると、自分が相手のメッ
セージに対して、いかに深く考えることなく、自分の思ったことを即座に打ち込んで送信しているかということに
気付いた。
　連絡手段が電話やＳＮＳではなく手紙だった時代、日本人は、相手の心情や姿、景色を思い浮かべながら、
一語一語に心を込めて和歌や俳句、文章を書いていた。言葉には“言霊”が宿るとして、大切に扱ってきた。言
葉も慎重に選んできた。そうした言葉の美しさは様々な作品に残されている。
　ところが現在、私たちは心に思った言葉を、互いに考えずにやり取りをしている。その間に相手を想像してい
るときはあるだろうか。そこで私はもう一度言葉の持つ力を意識したい。具体的にはメッセージを見たときに一旦、
目を閉じて、画面の奥にいる相手の表情や状況を想像してほしいということである。たった数秒想像するだけでも、
新たに感じること、考えることはあるだろうし、見た瞬間に打ち込む内容よりも格段に気持ちのこもったメッセージ
になるのではないだろうか。
　次に、“こころ”を育てることである。何が善で悪なのか。どう生きていけば、考えていけばよいのか。私たちは生
きていく中で多くの迷いを抱えながら生きている。そうした中で、他者や様々な物事を正しく見つめ、考えていく心を
持たなければ、いつまでも、様々な人の意見に流され、傷つけられ、そして人を傷つけることになってしまう。また、
多様な価値観に触れていく中で、偏見や差別などもなくすことができる。そうした心を育てるために私たちは知識を
増やし、様々な人と出会い、経験を積んでいくことが何よりも重要なのではないか。そしてそれは、ＳＮＳでのつなが
りや知識だけではなく、自分が実際に多くの人と触れ合い、五感を使って感じていく生身の経験なのだと思う。
　以上が、私が考えるＳＮＳの発達した社会でより大切なことである。
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審査委員長賞 ＳＩよさこい高知推薦
土佐女子中学高等学校　野川　愛梨

創られる「私」と真の「姫」

　七月に公開の映画「竜とそばかすの姫」は私と同じ高知県に住んでいる女子高校生が自分の分身となる
アバターを作成し、全く別の人生を生きることができる仮想世界を舞台にしている。
　人間は欲深い生き物なので「良く見られたい。」と願うあまり、「理想の自分」を作ってしまう。「理想
の自分」を作ることは、ＳＮＳが普及していなかった時代と比べ、ますます容易になってきている。2017年
の流行語大賞に選ばれた、「インスタ映え」もそれを連想させる。中身よりも外見を重視し、どう見られて
いるかを気にしている傾向にあると私は感じるのだ。では、何が人々をそうさせるのだろうか。
　人は他人に認められると、これ以上ない喜びを味わう。例えば、「運動神経が良いね。」とか「その服、
オシャレだね。」と言われると、優越感に浸り、もっと褒められたくなる。これを「承認欲求」という。
Salesforceが行った消費者のＳＮＳにおける承認欲求についてのアンケートでは、十代と二十代が最もＳＮＳ
上の承認の数を重視していると判明した。やはり、ＳＮＳに慣れ親しんでいる年代ほど、承認の数と思える
ものに縛られやすいのかもしれない。そもそも、承認欲求は劣等感から生まれる。テストの点数が友達より
も低い、周りの人達より身長が低いなどといった「自分は劣っている」と思い込むことで、優越感に浸りた
いがために他人に承認を求める。全ては自分が他人に認められるための形作りになってしまうのだ。
　ツイッターやインスタグラム、ＳＮＳ社会の中では独特の価値基準がある。それは、フォロワー数や「い
いね」の数だ。その数イコール人気度、信用度となり、それは何もＳＮＳ上だけに通用しているものではな
い。例えば、お店の味の善し悪しも、自分の舌よりもお客数で考えることが多くないだろうか。こうした
「数」によって振り回されることは、ごくありふれたことなのだ。なぜ人は「数」に振り回されるのか。そ
れは、数字はとても便利だからである。一番良い数字を出している方法や人材を採用することが最も安全で
あると考えるのは、決して不自然なことではない。非常に合理的なのである。
　だが、その一方で様々なものを捨象した上に数字は成り立っていると言っても過言ではない。明確な基準は、
目に見えて分かりやすいが、そればかりに頼り過ぎると身の周りは退屈になる。『星の王子様』に、こんな
言葉が載っている。「大人たちは、数字を見れば安心するからです。」大人たちは、数字を知っただけで、
その人たちのことを知ったつもりになるということだ。しかし、たった一つの大切なもののために他を捨象
する勇気も必要であると思う。数字に支配されてしまえば、私たちは生きる楽しみをなくされているような
ものだ。
　友達がどれくらいいるのかと人物を計られる言葉を聞くことがある。友達は人数が多いほど評価が上がる
と聞く。だが、本当に友人の数が多ければ良いのかと私は疑問に思う。少ない友人と親密な関係を築いてい
るのであれば、それでよいと思うのだ。ＳＮＳの普及により、世界中の人と瞬時に連絡を取り合うことがで
きるようになったが、ネットでの情報共有の場が承認欲求を満たすだけの場になりつつある。しかし、ＳＮＳ
だけに囚われずとも自分の個性や魅力を受け入れてくれる友達や家族がいるのなら、何もＳＮＳでの承認数
は必要ないと思うのだ。
　ＳＮＳ内では、アバターを作り、絵本や物語の中の主人公のように自分自身を主人公として生きている
が、それはあくまでも、自分の仮の姿だということを生み出した本人が忘れてはいけない。しかし、そこに
逃げ込むことで、現実では上手くいかず苦しんでいることを和らげてくれる場にもなる。これら二つは言わ
ばコインの裏表だ。私たちに今、必要なものは外面的要因だけでなく、物事の内面的な、数字には表れない
魅力や個性を見極める洞察力だと考える。何の値段も価値もつかないようなものにこそ、美しいものや面白
いものが隠れているのではないだろうか。私は、この洞察力を鍛えるために、視野を広げ、あらゆるものに
興味を持ちたい。読書をしたり、芸術作品に触れたりしてみるのだ。そうして、多角的な考えを養っていき
たい。
　何もＳＮＳの世界だけに個性の発露をとどめることはない。実生活を「充実」させればいいのだ。
　充実というのは、世間一般の求める充実ではなく、個人の生活における「充実」である。夢中になれるも
の、やりがいを見つけることが大切だ。表面的な情報にとらわれず、本当に大切なものを見つけることがで
きれば、誰もが「姫」や「王子」になり得るのだ。

審査委員長賞 ＳＩ柳井推薦
山口県立柳井高等学校　馬木　華歩

　私たちの世代は、生まれた時から携帯電話が普及していて、ものごころ付いた時にはスマートフォンがありま
した。ＳＮＳは当たり前に身近にあるもので、生活の一部です。世界中の人と簡単につながることができ、必要な
時に自分の欲しい情報が得られたり、また自分の得た情報や、意見、生活を文章や動画、写真などで伝えたりす
ることができて、自分の世界を豊かにしてくれていると思います。私自身も、ユーチューブやインスタグラム、
TikTokなどを日常的に利用しています。
　しかし、ＳＮＳの長所は短所にもなり得ます。近年はＳＮＳに関連したトラブルが増加しています。例をあげる
と、誹謗中傷が原因の自殺、スマホの過度の使用による生活リズムの乱れ、依存症、詐欺、情報漏洩、性犯罪な
ど、挙げればキリがありません。
　でも、もっと日常的な場面でも、ＳＮＳは私たちを脅かしています。以前、教師である母は、生徒たちが不安に
思うものが少しずつ変わっていると感じていると話してくれました。昔は、特定の友達が自分のことを悪く言って
いるのではないか？と心配したりしていたけれど、今の子たちは、いったい、自分の持つ不安やトラブルをいった
い、どこまで、誰が知っているのかわからないことに対する不安を強く持っていると感じるそうです。自分が話し
ていないことを直接関わりがない第三者が知っていたりすることがあるからです。ＳＮＳのつぶやきやラインのや
りとりなどで、ちょっとした日常的なこともどんどん広がっていく。その恐ろしさは、多くの若者が経験している
と思います。この「自分の世界とそれ以外の世界との曖昧さ」も、たしかにＳＮＳ時代の特徴かもしれませ
ん。自分のことをどこまでの人が知っているかわからないと思うと気が遠くなるし、周りの人を信じられなくなって、
強い孤独と恐怖を感じると思います。人とつながるはずのＳＮＳが人を孤独にし、不安や恐怖を生み出すことに
私は驚きました。見えないものに苦しめられる時代の中で、いったいどうやって生きていけばいいのだろうと心許
ない気持ちになりました。
　私は、ＳＮＳで起こっている多くの問題に共通してるものは、「ＳＮＳの世界が、自分の世界の中心、すべてに
なっていることではないか」、と考えています。
　ＳＮＳの中では、自分さえその気になれば、相手に自分の求めるイメージを抱いてもらうことはそんなに難しい
ことではありません。あくまでも、作られたコントロール可能なイメージの世界だからです。
　でも、自分の求めるイメージや世界をＳＮＳの中でいくら作っても、それは現実生活の中の自分の満足とつな
がるものでなければ、現実の自分とＳＮＳの中の自分のイメージにギャップが生じ、さらに大きなストレスを生む
のではないかと思います。つまり、現実世界を豊かにするものとして、ＳＮＳが位置づけられていかなければ、
思い通りにならない現実世界はただ辛く苦しいだけの世界になってしまうのではないでしょうか。
　私たちはＳＮＳの中の世界は現実世界ではないことを知るべきです。
　特に、私たち高校生は心身共にまだ未熟であり、自分の興味や好奇心を煽ってくるものに弱く、冷静に適切な
判断ができる、とは言えません。若い人達が飛びつき、信じてしまいそうな過激なニュース記事や、つぶやき、
写真、動画はＳＮＳ中にたくさん転がっています。私はまずこう言ったものにすぐに騙されず、落ち着いて、これ
は正しい情報なのだろうか、と考え見極める力が必要だと思います。すぐに信じず、自分の意見をしっかり持つ
こと。私も以前は自分の目に入る情報は全て正しいものとして扱っていましたが、家族や友達と話すうちに、そ
の人たちからの指摘や、自分の中にない考えを聞き、今まで自分が見ていたものは物事のほんの一部分に過ぎな
い、偏ったものになっているのかもしれない、と考えるようになりました。誰かとＳＮＳで見たことを共有するこ
とは、私のものの見方や考え方、を変えてくれたと思います。何も考えず、流されてしまえば、自分を失ってしま
います。まず、常に多角的に考え、見極め、自分を持つことが、ＳＮＳを利用する上で大事なことではないかと私
は考えます。それは、私たち世代がよく指摘される「想像力の欠如」を克服していくためにも大切なものだと思
います。
　この投稿は誰かを傷つけないだろうか？不快にさせないだろうか、自分の行動の先に、他人の人生、自分の
人生がかかっている事をきちんと自覚し、後先をきちんと考える力がＳＮＳ時代を生きる上で、ＳＮＳを利用する
上で大事な力だと思います。
　これからもどんどん発展していくであろうＳＮＳ。貪欲にそのメリットを活用しながら現実の世界でたくましく
生き抜く力を持ちたいと私は考えています。
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審査委員長賞 ＳＩよさこい高知推薦
土佐女子中学高等学校　野川　愛梨

創られる「私」と真の「姫」

　七月に公開の映画「竜とそばかすの姫」は私と同じ高知県に住んでいる女子高校生が自分の分身となる
アバターを作成し、全く別の人生を生きることができる仮想世界を舞台にしている。
　人間は欲深い生き物なので「良く見られたい。」と願うあまり、「理想の自分」を作ってしまう。「理想
の自分」を作ることは、ＳＮＳが普及していなかった時代と比べ、ますます容易になってきている。2017年
の流行語大賞に選ばれた、「インスタ映え」もそれを連想させる。中身よりも外見を重視し、どう見られて
いるかを気にしている傾向にあると私は感じるのだ。では、何が人々をそうさせるのだろうか。
　人は他人に認められると、これ以上ない喜びを味わう。例えば、「運動神経が良いね。」とか「その服、
オシャレだね。」と言われると、優越感に浸り、もっと褒められたくなる。これを「承認欲求」という。
Salesforceが行った消費者のＳＮＳにおける承認欲求についてのアンケートでは、十代と二十代が最もＳＮＳ
上の承認の数を重視していると判明した。やはり、ＳＮＳに慣れ親しんでいる年代ほど、承認の数と思える
ものに縛られやすいのかもしれない。そもそも、承認欲求は劣等感から生まれる。テストの点数が友達より
も低い、周りの人達より身長が低いなどといった「自分は劣っている」と思い込むことで、優越感に浸りた
いがために他人に承認を求める。全ては自分が他人に認められるための形作りになってしまうのだ。
　ツイッターやインスタグラム、ＳＮＳ社会の中では独特の価値基準がある。それは、フォロワー数や「い
いね」の数だ。その数イコール人気度、信用度となり、それは何もＳＮＳ上だけに通用しているものではな
い。例えば、お店の味の善し悪しも、自分の舌よりもお客数で考えることが多くないだろうか。こうした
「数」によって振り回されることは、ごくありふれたことなのだ。なぜ人は「数」に振り回されるのか。そ
れは、数字はとても便利だからである。一番良い数字を出している方法や人材を採用することが最も安全で
あると考えるのは、決して不自然なことではない。非常に合理的なのである。
　だが、その一方で様々なものを捨象した上に数字は成り立っていると言っても過言ではない。明確な基準は、
目に見えて分かりやすいが、そればかりに頼り過ぎると身の周りは退屈になる。『星の王子様』に、こんな
言葉が載っている。「大人たちは、数字を見れば安心するからです。」大人たちは、数字を知っただけで、
その人たちのことを知ったつもりになるということだ。しかし、たった一つの大切なもののために他を捨象
する勇気も必要であると思う。数字に支配されてしまえば、私たちは生きる楽しみをなくされているような
ものだ。
　友達がどれくらいいるのかと人物を計られる言葉を聞くことがある。友達は人数が多いほど評価が上がる
と聞く。だが、本当に友人の数が多ければ良いのかと私は疑問に思う。少ない友人と親密な関係を築いてい
るのであれば、それでよいと思うのだ。ＳＮＳの普及により、世界中の人と瞬時に連絡を取り合うことがで
きるようになったが、ネットでの情報共有の場が承認欲求を満たすだけの場になりつつある。しかし、ＳＮＳ
だけに囚われずとも自分の個性や魅力を受け入れてくれる友達や家族がいるのなら、何もＳＮＳでの承認数
は必要ないと思うのだ。
　ＳＮＳ内では、アバターを作り、絵本や物語の中の主人公のように自分自身を主人公として生きている
が、それはあくまでも、自分の仮の姿だということを生み出した本人が忘れてはいけない。しかし、そこに
逃げ込むことで、現実では上手くいかず苦しんでいることを和らげてくれる場にもなる。これら二つは言わ
ばコインの裏表だ。私たちに今、必要なものは外面的要因だけでなく、物事の内面的な、数字には表れない
魅力や個性を見極める洞察力だと考える。何の値段も価値もつかないようなものにこそ、美しいものや面白
いものが隠れているのではないだろうか。私は、この洞察力を鍛えるために、視野を広げ、あらゆるものに
興味を持ちたい。読書をしたり、芸術作品に触れたりしてみるのだ。そうして、多角的な考えを養っていき
たい。
　何もＳＮＳの世界だけに個性の発露をとどめることはない。実生活を「充実」させればいいのだ。
　充実というのは、世間一般の求める充実ではなく、個人の生活における「充実」である。夢中になれるも
の、やりがいを見つけることが大切だ。表面的な情報にとらわれず、本当に大切なものを見つけることがで
きれば、誰もが「姫」や「王子」になり得るのだ。

審査委員長賞 ＳＩ柳井推薦
山口県立柳井高等学校　馬木　華歩

　私たちの世代は、生まれた時から携帯電話が普及していて、ものごころ付いた時にはスマートフォンがありま
した。ＳＮＳは当たり前に身近にあるもので、生活の一部です。世界中の人と簡単につながることができ、必要な
時に自分の欲しい情報が得られたり、また自分の得た情報や、意見、生活を文章や動画、写真などで伝えたりす
ることができて、自分の世界を豊かにしてくれていると思います。私自身も、ユーチューブやインスタグラム、
TikTokなどを日常的に利用しています。
　しかし、ＳＮＳの長所は短所にもなり得ます。近年はＳＮＳに関連したトラブルが増加しています。例をあげる
と、誹謗中傷が原因の自殺、スマホの過度の使用による生活リズムの乱れ、依存症、詐欺、情報漏洩、性犯罪な
ど、挙げればキリがありません。
　でも、もっと日常的な場面でも、ＳＮＳは私たちを脅かしています。以前、教師である母は、生徒たちが不安に
思うものが少しずつ変わっていると感じていると話してくれました。昔は、特定の友達が自分のことを悪く言って
いるのではないか？と心配したりしていたけれど、今の子たちは、いったい、自分の持つ不安やトラブルをいった
い、どこまで、誰が知っているのかわからないことに対する不安を強く持っていると感じるそうです。自分が話し
ていないことを直接関わりがない第三者が知っていたりすることがあるからです。ＳＮＳのつぶやきやラインのや
りとりなどで、ちょっとした日常的なこともどんどん広がっていく。その恐ろしさは、多くの若者が経験している
と思います。この「自分の世界とそれ以外の世界との曖昧さ」も、たしかにＳＮＳ時代の特徴かもしれませ
ん。自分のことをどこまでの人が知っているかわからないと思うと気が遠くなるし、周りの人を信じられなくなって、
強い孤独と恐怖を感じると思います。人とつながるはずのＳＮＳが人を孤独にし、不安や恐怖を生み出すことに
私は驚きました。見えないものに苦しめられる時代の中で、いったいどうやって生きていけばいいのだろうと心許
ない気持ちになりました。
　私は、ＳＮＳで起こっている多くの問題に共通してるものは、「ＳＮＳの世界が、自分の世界の中心、すべてに
なっていることではないか」、と考えています。
　ＳＮＳの中では、自分さえその気になれば、相手に自分の求めるイメージを抱いてもらうことはそんなに難しい
ことではありません。あくまでも、作られたコントロール可能なイメージの世界だからです。
　でも、自分の求めるイメージや世界をＳＮＳの中でいくら作っても、それは現実生活の中の自分の満足とつな
がるものでなければ、現実の自分とＳＮＳの中の自分のイメージにギャップが生じ、さらに大きなストレスを生む
のではないかと思います。つまり、現実世界を豊かにするものとして、ＳＮＳが位置づけられていかなければ、
思い通りにならない現実世界はただ辛く苦しいだけの世界になってしまうのではないでしょうか。
　私たちはＳＮＳの中の世界は現実世界ではないことを知るべきです。
　特に、私たち高校生は心身共にまだ未熟であり、自分の興味や好奇心を煽ってくるものに弱く、冷静に適切な
判断ができる、とは言えません。若い人達が飛びつき、信じてしまいそうな過激なニュース記事や、つぶやき、
写真、動画はＳＮＳ中にたくさん転がっています。私はまずこう言ったものにすぐに騙されず、落ち着いて、これ
は正しい情報なのだろうか、と考え見極める力が必要だと思います。すぐに信じず、自分の意見をしっかり持つ
こと。私も以前は自分の目に入る情報は全て正しいものとして扱っていましたが、家族や友達と話すうちに、そ
の人たちからの指摘や、自分の中にない考えを聞き、今まで自分が見ていたものは物事のほんの一部分に過ぎな
い、偏ったものになっているのかもしれない、と考えるようになりました。誰かとＳＮＳで見たことを共有するこ
とは、私のものの見方や考え方、を変えてくれたと思います。何も考えず、流されてしまえば、自分を失ってしま
います。まず、常に多角的に考え、見極め、自分を持つことが、ＳＮＳを利用する上で大事なことではないかと私
は考えます。それは、私たち世代がよく指摘される「想像力の欠如」を克服していくためにも大切なものだと思
います。
　この投稿は誰かを傷つけないだろうか？不快にさせないだろうか、自分の行動の先に、他人の人生、自分の
人生がかかっている事をきちんと自覚し、後先をきちんと考える力がＳＮＳ時代を生きる上で、ＳＮＳを利用する
上で大事な力だと思います。
　これからもどんどん発展していくであろうＳＮＳ。貪欲にそのメリットを活用しながら現実の世界でたくましく
生き抜く力を持ちたいと私は考えています。
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女子高生へのメッセージ
「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩ備前推薦
岡山県立和気閑谷高等学校　尾張　妃菜

　気になるあの子も今をときめくあのスターもみんな何かにハマっている。中でもＳＮＳはみんなをトリコ
にしているツールのひとつだ。「いいね」一つで喜んだり「フォロー」を外されて落ち込んだり。ＳＮＳは
一つの世界として成り立っている。
　例えばスマホ一つで友達と連絡をとったり、知らない人とでも簡単に繋がることができる。手紙でやっと
お見合いができた清少納言・紫式部時代とは大違いだ。しかし、ＳＮＳは大きな落とし穴がある。
　みんなは軽率に写真を投稿しすぎている。写真に写っている背景、瞳の写りこみ、そして持ち物なんかで
一人の人を特定することができる。しかし、私の友達は鍵アカウントなら大丈夫だと安心している。果たし
てＳＮＳは本当に安心して写真を投稿できる場なのだろうか。
　結論を言うと大丈夫ではないのだ。そもそも信用できるかさえわからないサイトやアプリに個人情報を登
録している時点で危ういのだが、鍵アカウントだといっても繋がっている人が自分の情報を伝達している可
能性がないとは断定できないからだ。最近では、週刊文集にとりあげられた元コロナ感染者の芸能人が開催
した身内限定誕生日会が有名だろう。人を信じるなと言っているのではない。慎重になれと言っているの
だ。私の友人間にもＳＮＳでのやり取りで言った、言っていないというような揉め事があったりする。この
ように、写真もそうだが、メッセージのやりとりにも気を使わなければならない。実はＳＮＳというものは
みんなが思っているよりも何倍も厄介な相手なのだ。
　多くの大人たちに耳にタコができる程教え込まれたＳＮＳ利用についての話。みんなわかっている。しか
しやめる気配は一切ない。なぜならば、自分は大丈夫だと思っているからだ。こうなってしまえば人は話を
聞かない。きっと自分が被害に遭う確率と墜落した隕石と衝突する確率を同じくらいに思っているのだろ
う。実際、その話をしてくる大抵の大人たちはＳＮＳ被害に遭った経験がなく、正直上辺にしか聞こえな
い。息を呑んでしまうような話ではない。だからこそ、「ＳＮＳで被害に遭う確率」を実際に感じることが
できない。岡山で絶えない交通事故も、自分なら大丈夫という思いが事故が減らない原因に繋がっているの
かもしれない。人間は思っているよりも傲慢で自分勝手なものなのだろう。さて、私は以前、小さな被害に
遭ったことがある。一つは身に覚えのないLINEの友達追加。もう一つはＳＮＳに無断でプリクラを投稿さ
れたことだ。もしかしたら友達がよかれと思い私のLINEを教えたのかもしれないし、勝手にプリクラを載
せることがいけないことだと知らなかっただけかもしれない。しかし、たとえ、そうだとしても情報漏洩を
助長する行為であることには変わりないし、立派な肖像権の侵害である。きっと今の高校生に足りないのは
「ＳＮＳ利用について」ではなく、「常識」についてなのだろう。それもただの「常識」ではなく、「ＳＮ
Ｓを利用するにあたっての常識」についてだ。
　このＳＮＳを利用するにあたっての常識とは友人間や繋がった人のみの小さなコミュニティだけではな
い。海外の人と繋がっているアカウントが存在したり、投稿したものが海外の人に見られる可能性があるか
らだ。その場合には不快な思いをさせないように海外の文化や常識を知る必要がある。例えばある国では
ピースをするときは手の甲をカメラに向けてはならないという常識がある。他にもあるが、このようなハン
ドサインは国際交流をする際に深く関わってくる。今後、海外との交流も増えるであろう時代に他国の仕来
りを覚えておくことは必要だろう。
　最近では、Quality of lifeが大切なものと認識されて来た。Qualityを尊重するのならば、多少のリスクがあ
ると知っていても彼らは写真投稿をやめないことだろう。そうなるとやはり、ＳＮＳによる被害を減らすた
めには人を傷つけないための配慮が重要になってくる。せっかくの先人が作ってくれた素晴らしい技術。た
とえ、ＳＮＳに魅せられて盲目になったとしても、他者への思い遣りを基盤に、人を傷付けないように行動
しようとする人が一人でも多く増えＳＮＳをもっと安心して使える社会へ変えて行きたいと、私は思いま
す。
　最後に、ＳＮＳ時代に必要なものとは、リスクを認識し自分は大丈夫という甘い考えを捨てること、そし
て、他者への思い遣りを持ち言葉を選ぶ力を身に付けることだと思います。以上の２点が実行されてもＳＮＳ
によって悲しい思いをする人がいるかもしれません。その時は、悲しみに寄り添っていける社会的な受け皿
を構築して行こうではありませんか。

「自らを止める力」

ＳＩアクアマリン呉推薦
学校法人 安田学園 安田女子中学高等学校　安達　利奈

　私たちの時代は生まれた時からインターネットが存在し、小さな時からＳＮＳに囲まれて生活している。
ＳＮＳの話をしない日もなければ、見ない日もない。だからこそ私が考えるＳＮＳ時代に必要な力は、「自
らを止める力」だと考える。衝動的な行動や発言をして他人を傷つけてしまう前に自らが気づき、一歩踏み
とどまることが大切なのではないか。
　「ＳＮＳは、便利な反面、危険性も秘めている」というのは、ＳＮＳの時代を生きる私たちにはなじみのあ
る言葉だ。しかし、私は高校生の中でこの言葉をしっかりと理解している人は少数だと感じる。現在、ＳＮＳ
を通じていつでもどこでも人とつながることができる。友人と話していてネッ友のことが話題に上がること
は珍しくない。ＳＮＳを見れば友人がリアルに何をしているのか、何が好きなのかなど、ある程度のことが
把握できてしまう。このことは、同じ趣味の人間を見つけられるなど友好関係を広げる上では利点も存在す
る。一方、これらの情報は、顔もわからない第三者が見ることが出来てしまうことによりトラブルに発展す
る可能性も秘めている。私たちが情報発信するときに、一歩踏みとどまり「これは第三者が見ても大丈夫か」
と吟味することが大切である。
　ＳＮＳ時代は情報があふれかえっている。それは、私たちのような一般の人たちが発信することが容易な
環境にあることが理由の１つである。情報の発信はこれまで一方通行だったものが、互いに発信しあえるよ
うに変化している。だからこそ、同じ内容のことでも相反することがＳＮＳ上で書かれていることがある。
また、ＳＮＳの匿名性を利用した悪質な書き込みも多く見られる。このような状況下で、高度情報社会の中で
必要とされる能力であるメディアリテラシーの持つ意味が変化していいると考えられる。テレビや新聞など
がメディアの中心だった時代においては、世論操作や情報操作など、マスメディアを使い人々の思考を操作
するということが見られた。このような情報を受け取ることが中心の時代では、「テレビや新聞で報道して
いる内容はおそらく間違いない」と人々の中で思考されやすい。だから、メディアを批判的に分析し評価す
るメディアリテラシーが必要とされた。情報が双方向になっているのが当たり前である現代では、従来の分
析・評価する力だけではなく、創造的に自己表現をしてネーションを超えて対話し行動するメディアリテラ
シーが必要とされているのではないか。それに加えて、自己表現の仕方や内容が間違っていないか客観的な
視点で考え、自らで気づき自制することが大切であると考えるのである。
　私は、今の高校生でＳＮＳを正しく使いこなせている人はさほど多くないと思う。私の考えるＳＮＳの使
い方は、「生活を豊かにし、学ぶことへの興味を増進し、知識を深める」という３つを目的としたものであ
る。実際、通っている学校での使用を例にあげる。通っている学校では昨年タブレットが配られ、授業で活
用されるようになった。そのような状況下で既に、授業中に授業とは関係ない使用が見られるなど学校で設
けたルールに対する違反が、起きている。また、ＳＮＳ上での書き込みでのトラブルが身の回りでも起きて
いることを耳にする。このような問題が起きている現状を見て見ぬふりをしていると、次の代さらに次へと
良くない影響を与えてしまう。そのような小さなルール違反は大きな問題につながるからである。例えば、
ＳＮＳによる誹謗中傷やネットアンチと呼ばれる人々など、現代においてＳＮＳでの誹謗中傷を当たり前の
ものと考えている人が多くいる。中には「有名人は表舞台に出ているから批判されて当然」ということを話
す人もいる。また、身近なところでは先程も述べたように友達の悪口をＳＮＳに書き込むという行為も後を
絶たない。これらすべてが軽率で私たち若者の考えの甘さを物語っている。書き込んでしまう前に一度想像
力を膨らませて考えてほしい。ネットに一度出てしまったものは消すことが出来ない。自分で消したとして
も、他の人が保存をしている可能性なども捨てきれない。今まさに、書き込もうとしている内容で自分自身
や書き込まれた相手の人生に大きな影響が起こるかもしれない。このようなことを考え、自分で自分を止め
なくてはならない。その力こそが身につけるべき必要な力なのだと考えるのである。
　私は現在、学校で今年から新設されたＩＣＴ委員会の委員長として活動している。この委員会はできたば
かりで、活動の土台はこれから作り出していくことになる。私は「自らを止める力」を仲間たちに身につけ
てもらうことを目標に、例えば校内で啓発していくなど、具体的なプランを考えて様々な活動をしたい。生
徒の目線に立ち、最も近いところから能力を身につける手伝いをし、生徒のために尽くしていきたい。
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女子高生へのメッセージ
「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩ備前推薦
岡山県立和気閑谷高等学校　尾張　妃菜

　気になるあの子も今をときめくあのスターもみんな何かにハマっている。中でもＳＮＳはみんなをトリコ
にしているツールのひとつだ。「いいね」一つで喜んだり「フォロー」を外されて落ち込んだり。ＳＮＳは
一つの世界として成り立っている。
　例えばスマホ一つで友達と連絡をとったり、知らない人とでも簡単に繋がることができる。手紙でやっと
お見合いができた清少納言・紫式部時代とは大違いだ。しかし、ＳＮＳは大きな落とし穴がある。
　みんなは軽率に写真を投稿しすぎている。写真に写っている背景、瞳の写りこみ、そして持ち物なんかで
一人の人を特定することができる。しかし、私の友達は鍵アカウントなら大丈夫だと安心している。果たし
てＳＮＳは本当に安心して写真を投稿できる場なのだろうか。
　結論を言うと大丈夫ではないのだ。そもそも信用できるかさえわからないサイトやアプリに個人情報を登
録している時点で危ういのだが、鍵アカウントだといっても繋がっている人が自分の情報を伝達している可
能性がないとは断定できないからだ。最近では、週刊文集にとりあげられた元コロナ感染者の芸能人が開催
した身内限定誕生日会が有名だろう。人を信じるなと言っているのではない。慎重になれと言っているの
だ。私の友人間にもＳＮＳでのやり取りで言った、言っていないというような揉め事があったりする。この
ように、写真もそうだが、メッセージのやりとりにも気を使わなければならない。実はＳＮＳというものは
みんなが思っているよりも何倍も厄介な相手なのだ。
　多くの大人たちに耳にタコができる程教え込まれたＳＮＳ利用についての話。みんなわかっている。しか
しやめる気配は一切ない。なぜならば、自分は大丈夫だと思っているからだ。こうなってしまえば人は話を
聞かない。きっと自分が被害に遭う確率と墜落した隕石と衝突する確率を同じくらいに思っているのだろ
う。実際、その話をしてくる大抵の大人たちはＳＮＳ被害に遭った経験がなく、正直上辺にしか聞こえな
い。息を呑んでしまうような話ではない。だからこそ、「ＳＮＳで被害に遭う確率」を実際に感じることが
できない。岡山で絶えない交通事故も、自分なら大丈夫という思いが事故が減らない原因に繋がっているの
かもしれない。人間は思っているよりも傲慢で自分勝手なものなのだろう。さて、私は以前、小さな被害に
遭ったことがある。一つは身に覚えのないLINEの友達追加。もう一つはＳＮＳに無断でプリクラを投稿さ
れたことだ。もしかしたら友達がよかれと思い私のLINEを教えたのかもしれないし、勝手にプリクラを載
せることがいけないことだと知らなかっただけかもしれない。しかし、たとえ、そうだとしても情報漏洩を
助長する行為であることには変わりないし、立派な肖像権の侵害である。きっと今の高校生に足りないのは
「ＳＮＳ利用について」ではなく、「常識」についてなのだろう。それもただの「常識」ではなく、「ＳＮ
Ｓを利用するにあたっての常識」についてだ。
　このＳＮＳを利用するにあたっての常識とは友人間や繋がった人のみの小さなコミュニティだけではな
い。海外の人と繋がっているアカウントが存在したり、投稿したものが海外の人に見られる可能性があるか
らだ。その場合には不快な思いをさせないように海外の文化や常識を知る必要がある。例えばある国では
ピースをするときは手の甲をカメラに向けてはならないという常識がある。他にもあるが、このようなハン
ドサインは国際交流をする際に深く関わってくる。今後、海外との交流も増えるであろう時代に他国の仕来
りを覚えておくことは必要だろう。
　最近では、Quality of lifeが大切なものと認識されて来た。Qualityを尊重するのならば、多少のリスクがあ
ると知っていても彼らは写真投稿をやめないことだろう。そうなるとやはり、ＳＮＳによる被害を減らすた
めには人を傷つけないための配慮が重要になってくる。せっかくの先人が作ってくれた素晴らしい技術。た
とえ、ＳＮＳに魅せられて盲目になったとしても、他者への思い遣りを基盤に、人を傷付けないように行動
しようとする人が一人でも多く増えＳＮＳをもっと安心して使える社会へ変えて行きたいと、私は思いま
す。
　最後に、ＳＮＳ時代に必要なものとは、リスクを認識し自分は大丈夫という甘い考えを捨てること、そし
て、他者への思い遣りを持ち言葉を選ぶ力を身に付けることだと思います。以上の２点が実行されてもＳＮＳ
によって悲しい思いをする人がいるかもしれません。その時は、悲しみに寄り添っていける社会的な受け皿
を構築して行こうではありませんか。

「自らを止める力」

ＳＩアクアマリン呉推薦
学校法人 安田学園 安田女子中学高等学校　安達　利奈

　私たちの時代は生まれた時からインターネットが存在し、小さな時からＳＮＳに囲まれて生活している。
ＳＮＳの話をしない日もなければ、見ない日もない。だからこそ私が考えるＳＮＳ時代に必要な力は、「自
らを止める力」だと考える。衝動的な行動や発言をして他人を傷つけてしまう前に自らが気づき、一歩踏み
とどまることが大切なのではないか。
　「ＳＮＳは、便利な反面、危険性も秘めている」というのは、ＳＮＳの時代を生きる私たちにはなじみのあ
る言葉だ。しかし、私は高校生の中でこの言葉をしっかりと理解している人は少数だと感じる。現在、ＳＮＳ
を通じていつでもどこでも人とつながることができる。友人と話していてネッ友のことが話題に上がること
は珍しくない。ＳＮＳを見れば友人がリアルに何をしているのか、何が好きなのかなど、ある程度のことが
把握できてしまう。このことは、同じ趣味の人間を見つけられるなど友好関係を広げる上では利点も存在す
る。一方、これらの情報は、顔もわからない第三者が見ることが出来てしまうことによりトラブルに発展す
る可能性も秘めている。私たちが情報発信するときに、一歩踏みとどまり「これは第三者が見ても大丈夫か」
と吟味することが大切である。
　ＳＮＳ時代は情報があふれかえっている。それは、私たちのような一般の人たちが発信することが容易な
環境にあることが理由の１つである。情報の発信はこれまで一方通行だったものが、互いに発信しあえるよ
うに変化している。だからこそ、同じ内容のことでも相反することがＳＮＳ上で書かれていることがある。
また、ＳＮＳの匿名性を利用した悪質な書き込みも多く見られる。このような状況下で、高度情報社会の中で
必要とされる能力であるメディアリテラシーの持つ意味が変化していいると考えられる。テレビや新聞など
がメディアの中心だった時代においては、世論操作や情報操作など、マスメディアを使い人々の思考を操作
するということが見られた。このような情報を受け取ることが中心の時代では、「テレビや新聞で報道して
いる内容はおそらく間違いない」と人々の中で思考されやすい。だから、メディアを批判的に分析し評価す
るメディアリテラシーが必要とされた。情報が双方向になっているのが当たり前である現代では、従来の分
析・評価する力だけではなく、創造的に自己表現をしてネーションを超えて対話し行動するメディアリテラ
シーが必要とされているのではないか。それに加えて、自己表現の仕方や内容が間違っていないか客観的な
視点で考え、自らで気づき自制することが大切であると考えるのである。
　私は、今の高校生でＳＮＳを正しく使いこなせている人はさほど多くないと思う。私の考えるＳＮＳの使
い方は、「生活を豊かにし、学ぶことへの興味を増進し、知識を深める」という３つを目的としたものであ
る。実際、通っている学校での使用を例にあげる。通っている学校では昨年タブレットが配られ、授業で活
用されるようになった。そのような状況下で既に、授業中に授業とは関係ない使用が見られるなど学校で設
けたルールに対する違反が、起きている。また、ＳＮＳ上での書き込みでのトラブルが身の回りでも起きて
いることを耳にする。このような問題が起きている現状を見て見ぬふりをしていると、次の代さらに次へと
良くない影響を与えてしまう。そのような小さなルール違反は大きな問題につながるからである。例えば、
ＳＮＳによる誹謗中傷やネットアンチと呼ばれる人々など、現代においてＳＮＳでの誹謗中傷を当たり前の
ものと考えている人が多くいる。中には「有名人は表舞台に出ているから批判されて当然」ということを話
す人もいる。また、身近なところでは先程も述べたように友達の悪口をＳＮＳに書き込むという行為も後を
絶たない。これらすべてが軽率で私たち若者の考えの甘さを物語っている。書き込んでしまう前に一度想像
力を膨らませて考えてほしい。ネットに一度出てしまったものは消すことが出来ない。自分で消したとして
も、他の人が保存をしている可能性なども捨てきれない。今まさに、書き込もうとしている内容で自分自身
や書き込まれた相手の人生に大きな影響が起こるかもしれない。このようなことを考え、自分で自分を止め
なくてはならない。その力こそが身につけるべき必要な力なのだと考えるのである。
　私は現在、学校で今年から新設されたＩＣＴ委員会の委員長として活動している。この委員会はできたば
かりで、活動の土台はこれから作り出していくことになる。私は「自らを止める力」を仲間たちに身につけ
てもらうことを目標に、例えば校内で啓発していくなど、具体的なプランを考えて様々な活動をしたい。生
徒の目線に立ち、最も近いところから能力を身につける手伝いをし、生徒のために尽くしていきたい。
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「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩイースト愛媛推薦
愛媛県立三島高等学校　西川　ひなみ

　「ＳＮＳ時代に必要なもの」、それはコミュニケーションをとることです。コミュニケーションとは、
お互いの考えや気持ち、価値観を伝える行為です。自分の気持ちを相手にしっかり伝える事、自分で考える
事などが大切だと思います。ＳＮＳは誰とでも繋がる事ができますし、自分の生活を豊かにする事が出来て
とても便利です。
　しかし、そんな魅力的なＳＮＳにもデメリットがあると思います。ＳＮＳは、コミュニケーションにどの
ような影響をもたらすのでしょうか。
　ＳＮＳは、人との直接の会話を減らし、コミュニケーション力を落としてしまっていると思います。
　私は、中学３年生の頃からスマホを持ち、ＳＮＳを利用し始めました。スマホを持っていなかった頃より
も家族との会話の時間が少し減ってしまったように思います。直に向き合って言葉を投げかけ、言葉を返して
もらうという言葉のキャッチボール、つまりコミュニケーションをあまり取っていないという事で、コミュ
ニケーション力を落としてしまっていると感じました。家族でいる時は、会話をしてコミュニケーションを
とることを優先したいと思います。
　また、自分の気持ちを相手にしっかりと伝えるという事も減ってきていると思います。言いづらい事は全て
ネット頼みにして直接伝えないという事が増えています。実際に私も同様です。
　しかし、将来社会に出て、仕事をしたり、結婚して家庭を持ち、子育てをしたり、いろいろな人に出会い
ながら人付き合いをしていく際には、面と向かって話をすることが避けられません。相手のしぐさや表情を
読み取りながら、言葉を発していく行為、人間関係の基本となっているコミュニケーション力をしっかり磨
きたいと思います。文字だけが独り歩きするＳＮＳだけでは人間関係は築けません。嫌なことを避けて、
ネットを使って楽な方法をとるのではなく、人と直接向き合っていくことで、コミュニケーション力を身に
付けていきたいと思います。
　「ありがとう」や「ごめんね」の言葉一つにしても直接言うのと、ＳＮＳで送るのとでは大分違っている
と思います。そこには、人の表情も気持ちも付いてきます。言われた自分自身が気持ちが良いと思うこと
は、逆に自分から発信すれば、相手も気持ちがいいという事です。直接コミュニケーションをとることに
は、こんなメリットがあります。
　また、自分で考えるという能力も少なくなっています。ＳＮＳを使えば何でも答えが出てくるので、自分
で考えるという機会も減っています。分からない事をすぐに調べる事も大切で良い事だと思いますが、自分
で考えて「創造力」や「思考力」を上げる事も大切だと思います。自分一人で考えるのではなく、コミュニ
ケーションをとって誰かと一緒に考えればさらに世界が広がります。
　ＳＮＳをたくさん使うにつれて、「誹謗中傷」も増えています。命を絶つ人もいます。私たちは言葉一つで
人を死に追い詰めてしまうのです。ネットでも日常生活でも誰もが誹謗中傷の言葉を使うのではなく、誰か
を守ったり良い言葉を使う事が必要で大切なことです。ＳＮＳでも日常生活でも人が喜ぶ言葉を選んで使っ
ていきたいです。
　ＳＮＳには便利な事もたくさんありますが、デメリットもたくさんある事がわかりました。ＳＮＳに頼る
ことでコミュニケーション力が落ちてしまっています。楽な方法で自分の想いを伝えるのではなく、家族や
友達に対して言いづらい事でも直接向き合ってコミュニケーションをとりたいです。ＳＮＳを使う時には使い
すぎず、人とコミュニケーションをとることを大切にして、人を傷つけないようにしていきたいです。そし
て、皆が良いＳＮＳの使い方をして素敵な世界を作り、皆が幸せいっぱいな気持ちになれるようにしていき
たいです。

「ＳＮＳに対する女子高生のホンネ！」

ＳＩ道後推薦
松山東雲中学・高等学校　木谷　綾音

　ＳＮＳとはソーシャルネットワーキングサービスの略称を表す。日本の高校生が最もよく使っているＳＮＳ
はＬＩＮＥで、二番目がInstagramとなっている。
　私の周りでもたくさんのＳＮＳアプリを利用し、複数のアカウントを持っている人が多い。私たちは、こ
のようなＳＮＳを通して日々新しい刺激を受けている。私にとってＳＮＳとは、情報収集の手段や、さまざ
まな意見に触れる機会となっている。また、世界中の友達とのやりとりをする手段としても利用している。
私たち若者の、日常生活のなかで、ＳＮＳはなくてはならないものの一つである。ＳＮＳは、使い方によっ
て私たちの人生に良い影響も悪い影響ももたらす。私は、ＳＮＳを利用するすべての人がマナーを守り、み
んなが心地よく利用できるように整備していく必要があると考える。確かに、ＳＮＳを利用することで新た
な情報と出会い、自分自身を成長させることができる。
　私の場合は、高校三年生の五月まで将来の夢ややりたいことは無かった。そんな時、いつものようにＳＮＳ
を眺めていると一つの短い動画に出会った。それは、コロナ禍の原宿の街の様子を表した動画だった。動画
の投稿者は原宿で働いており、私の憧れだった原宿はたくさんのお店にシャッターが閉まり、閉店を表す貼
り紙がしてあった。その様子は私にとって衝撃的であった。元々の原宿の街は、日本人以外の観光客も多
く、街中が活気に溢れていた。その映像を見た時、私は街を元気にしたいと思った。私は祖母が松山の商店
街でテナントを誘致する会社を経営しており、幼い頃からまちづくりの大切さや商店街にかける思い、人が
溢れる街にしたいという話を聞いて育ってきた。原宿の街に閉店や時短営業の貼り紙が出され、人通りの途
絶えた様子を映し出した動画は、私に原宿の街の危機を教えてくれた。そして今では、都市開発や地域創
生、都市デザインについて大学で学びたいと考えている。私のように、新たな夢や希望をＳＮＳで見つけた
若者も多くいる。
　しかし、ＳＮＳは良いことばかりではない。2020年にＳＮＳで誹謗中傷され亡くなった木村花さんは、ＳＮＳで
１日100通をも超える誹謗中傷のメッセージを受け取っていた。ＳＮＳは匿名でメッセージを送れることか
ら過激なメッセージが飛び交いやすい。また、相手の顔が見えないことを利用して言葉のストッパーが作用
しにくい。
　その他にも、高校生のＳＮＳの使用時間が多いことも問題であると考える。私が生徒会長をしていた時
に、より良く充実した学校生活にするための改善方法の一つとして、全校生徒にスマートフォン・インター
ネットについてのアンケートを行った。その結果、中学生・高校生のスマートフォンの平均使用時間が約３
時間だった。私の学校では、校則上、制服着用時や校内のスマートフォンの持ち込みを禁止している。その
中でも多くの時間が使われていることが分かる。
　学校以外で過ごす時間は、少なくとも８時間はあることになるが、その少ない時間の中で、３時間もスマート
フォンを使用しているということは、十分な睡眠時間や家庭での学習ができていないことになる。睡眠が少ない
と学校の授業に集中できず、学生の本業である、勉強や部活動に本腰を入れることができない。
　このことより、私は、幼い頃からＳＮＳやスマートフォンについて教育をしていく必要があると考える。
　私たちの世代は幼いころからさまざまな情報で溢れている社会を生きてきた。そしてこれからも情報社会
であるということは、変わらないと考えている。
　そのためにも、例えば、小学生の頃からＳＮＳを日記のような形で用いることが有効的だと思う。国語の
勉強とともに、ＳＮＳのマナーについて深く勉強していくことができる。
　私自身、これからの情報社会生きていく中で一度ＳＮＳに投稿した内容は消えることがないということを
忘れず、今を楽しんで生きていきたい。
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「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩイースト愛媛推薦
愛媛県立三島高等学校　西川　ひなみ

　「ＳＮＳ時代に必要なもの」、それはコミュニケーションをとることです。コミュニケーションとは、
お互いの考えや気持ち、価値観を伝える行為です。自分の気持ちを相手にしっかり伝える事、自分で考える
事などが大切だと思います。ＳＮＳは誰とでも繋がる事ができますし、自分の生活を豊かにする事が出来て
とても便利です。
　しかし、そんな魅力的なＳＮＳにもデメリットがあると思います。ＳＮＳは、コミュニケーションにどの
ような影響をもたらすのでしょうか。
　ＳＮＳは、人との直接の会話を減らし、コミュニケーション力を落としてしまっていると思います。
　私は、中学３年生の頃からスマホを持ち、ＳＮＳを利用し始めました。スマホを持っていなかった頃より
も家族との会話の時間が少し減ってしまったように思います。直に向き合って言葉を投げかけ、言葉を返して
もらうという言葉のキャッチボール、つまりコミュニケーションをあまり取っていないという事で、コミュ
ニケーション力を落としてしまっていると感じました。家族でいる時は、会話をしてコミュニケーションを
とることを優先したいと思います。
　また、自分の気持ちを相手にしっかりと伝えるという事も減ってきていると思います。言いづらい事は全て
ネット頼みにして直接伝えないという事が増えています。実際に私も同様です。
　しかし、将来社会に出て、仕事をしたり、結婚して家庭を持ち、子育てをしたり、いろいろな人に出会い
ながら人付き合いをしていく際には、面と向かって話をすることが避けられません。相手のしぐさや表情を
読み取りながら、言葉を発していく行為、人間関係の基本となっているコミュニケーション力をしっかり磨
きたいと思います。文字だけが独り歩きするＳＮＳだけでは人間関係は築けません。嫌なことを避けて、
ネットを使って楽な方法をとるのではなく、人と直接向き合っていくことで、コミュニケーション力を身に
付けていきたいと思います。
　「ありがとう」や「ごめんね」の言葉一つにしても直接言うのと、ＳＮＳで送るのとでは大分違っている
と思います。そこには、人の表情も気持ちも付いてきます。言われた自分自身が気持ちが良いと思うこと
は、逆に自分から発信すれば、相手も気持ちがいいという事です。直接コミュニケーションをとることに
は、こんなメリットがあります。
　また、自分で考えるという能力も少なくなっています。ＳＮＳを使えば何でも答えが出てくるので、自分
で考えるという機会も減っています。分からない事をすぐに調べる事も大切で良い事だと思いますが、自分
で考えて「創造力」や「思考力」を上げる事も大切だと思います。自分一人で考えるのではなく、コミュニ
ケーションをとって誰かと一緒に考えればさらに世界が広がります。
　ＳＮＳをたくさん使うにつれて、「誹謗中傷」も増えています。命を絶つ人もいます。私たちは言葉一つで
人を死に追い詰めてしまうのです。ネットでも日常生活でも誰もが誹謗中傷の言葉を使うのではなく、誰か
を守ったり良い言葉を使う事が必要で大切なことです。ＳＮＳでも日常生活でも人が喜ぶ言葉を選んで使っ
ていきたいです。
　ＳＮＳには便利な事もたくさんありますが、デメリットもたくさんある事がわかりました。ＳＮＳに頼る
ことでコミュニケーション力が落ちてしまっています。楽な方法で自分の想いを伝えるのではなく、家族や
友達に対して言いづらい事でも直接向き合ってコミュニケーションをとりたいです。ＳＮＳを使う時には使い
すぎず、人とコミュニケーションをとることを大切にして、人を傷つけないようにしていきたいです。そし
て、皆が良いＳＮＳの使い方をして素敵な世界を作り、皆が幸せいっぱいな気持ちになれるようにしていき
たいです。

「ＳＮＳに対する女子高生のホンネ！」

ＳＩ道後推薦
松山東雲中学・高等学校　木谷　綾音

　ＳＮＳとはソーシャルネットワーキングサービスの略称を表す。日本の高校生が最もよく使っているＳＮＳ
はＬＩＮＥで、二番目がInstagramとなっている。
　私の周りでもたくさんのＳＮＳアプリを利用し、複数のアカウントを持っている人が多い。私たちは、こ
のようなＳＮＳを通して日々新しい刺激を受けている。私にとってＳＮＳとは、情報収集の手段や、さまざ
まな意見に触れる機会となっている。また、世界中の友達とのやりとりをする手段としても利用している。
私たち若者の、日常生活のなかで、ＳＮＳはなくてはならないものの一つである。ＳＮＳは、使い方によっ
て私たちの人生に良い影響も悪い影響ももたらす。私は、ＳＮＳを利用するすべての人がマナーを守り、み
んなが心地よく利用できるように整備していく必要があると考える。確かに、ＳＮＳを利用することで新た
な情報と出会い、自分自身を成長させることができる。
　私の場合は、高校三年生の五月まで将来の夢ややりたいことは無かった。そんな時、いつものようにＳＮＳ
を眺めていると一つの短い動画に出会った。それは、コロナ禍の原宿の街の様子を表した動画だった。動画
の投稿者は原宿で働いており、私の憧れだった原宿はたくさんのお店にシャッターが閉まり、閉店を表す貼
り紙がしてあった。その様子は私にとって衝撃的であった。元々の原宿の街は、日本人以外の観光客も多
く、街中が活気に溢れていた。その映像を見た時、私は街を元気にしたいと思った。私は祖母が松山の商店
街でテナントを誘致する会社を経営しており、幼い頃からまちづくりの大切さや商店街にかける思い、人が
溢れる街にしたいという話を聞いて育ってきた。原宿の街に閉店や時短営業の貼り紙が出され、人通りの途
絶えた様子を映し出した動画は、私に原宿の街の危機を教えてくれた。そして今では、都市開発や地域創
生、都市デザインについて大学で学びたいと考えている。私のように、新たな夢や希望をＳＮＳで見つけた
若者も多くいる。
　しかし、ＳＮＳは良いことばかりではない。2020年にＳＮＳで誹謗中傷され亡くなった木村花さんは、ＳＮＳで
１日100通をも超える誹謗中傷のメッセージを受け取っていた。ＳＮＳは匿名でメッセージを送れることか
ら過激なメッセージが飛び交いやすい。また、相手の顔が見えないことを利用して言葉のストッパーが作用
しにくい。
　その他にも、高校生のＳＮＳの使用時間が多いことも問題であると考える。私が生徒会長をしていた時
に、より良く充実した学校生活にするための改善方法の一つとして、全校生徒にスマートフォン・インター
ネットについてのアンケートを行った。その結果、中学生・高校生のスマートフォンの平均使用時間が約３
時間だった。私の学校では、校則上、制服着用時や校内のスマートフォンの持ち込みを禁止している。その
中でも多くの時間が使われていることが分かる。
　学校以外で過ごす時間は、少なくとも８時間はあることになるが、その少ない時間の中で、３時間もスマート
フォンを使用しているということは、十分な睡眠時間や家庭での学習ができていないことになる。睡眠が少ない
と学校の授業に集中できず、学生の本業である、勉強や部活動に本腰を入れることができない。
　このことより、私は、幼い頃からＳＮＳやスマートフォンについて教育をしていく必要があると考える。
　私たちの世代は幼いころからさまざまな情報で溢れている社会を生きてきた。そしてこれからも情報社会
であるということは、変わらないと考えている。
　そのためにも、例えば、小学生の頃からＳＮＳを日記のような形で用いることが有効的だと思う。国語の
勉強とともに、ＳＮＳのマナーについて深く勉強していくことができる。
　私自身、これからの情報社会生きていく中で一度ＳＮＳに投稿した内容は消えることがないということを
忘れず、今を楽しんで生きていきたい。



─12─

「これからのＳＮＳ時代」

ＳＩ福山推薦
広島大学付属福山中・高等学校　山田　あいか

　ＳＮＳの線引きはどこなのだろう。オンラインの世界とオフラインの世界を同一のものとして捉えてもよい
のだろうか。ＳＮＳが身近になり、様々な人と簡単に連絡が取れるようになった時代にこの線引きがこれから
必要になると考えた。
　ＳＮＳが登場し、従来まではテレビなど、一方向でしか情報が伝わらなかったのに対し、双方向のコミュニ
ケーションが簡単にとれるようになった。利用者も年々増加し、今や世代を超えて利用されている。ＳＮＳの
登場により私たちの生活は大きく変わった。見知らぬ人とも関わりを持て、様々な情報が得られるようになっ
たのがＳＮＳ時代の特徴だ。今までは手紙や電話などを使い、対話の相手が誰なのかが特定することができ、
相手に関する知識もあった。現代のように見ず知らずの人とオンラインでつながれるようになったのはＳＮＳ
のおかげである。ＳＮＳを使って友人と連絡を取ることもあれば、友人の投稿を見て繋がりを感じることもで
きる。場所、時間にかかわらず連絡がとれるようになり私たちの生活は便利になった。コロナ禍で人と直接話
すことや会うことが格段に減ったが、オンライン上でつながりを感じ、それを心の支えにした人も多いだろ
う。さらに、簡単に不特定多数の人へ意見を発信できるようになった。ＳＮＳが発端でデモや社会現象が起こ
ることもあり、オンラインでの発信が多くの人の心を動かし、それが人々を動かすほどの大きな力を持つこと
もある。今まで小さなコミュニティーで完結していた関係を、ＳＮＳを使って一気に全世界へと広げることが
できるようになったのはこのような時代の進歩のおかげである。
　しかし、オンラインの繋がりとオフラインの繋がりを全く同じものと捉えてよいのだろうか。ＳＮＳ上に
アカウントを作る際、メールアドレスがあれば誰でも作成することができる。その手軽さこそ、世界中で利用
されるようになった理由の一つだと考える。そして、ＳＮＳ上には多種多様な人が集まる。各々が自由に発言
するため、中には信憑性に欠けるものもある。その情報を見たとき、それが与えるインパクトで判断してはい
けない。デマによる風評被害や、見ず知らずの人からの誹謗中傷など、オンラインとオフラインの区別を誤っ
たがゆえに起きた事件が増えた。オンラインでは、その人と直接的な関わりがないため、その人がどのような
人なのか判断する材料がない。その人がＳＮＳにあげている情報、または、他の人の発信から推測しなければ
ならない。しかし、その推測はあくまでも予想であり、真実ではない。私たちは客観的にものを判断しようと
するがどうしても自分の物差しを使って物事を見てしまう。特にＳＮＳでは様々な人が混在するため、それぞ
れで基準とする物差しが異なる。友人間では問題にならなかったことがオンラインに出て、様々な人に見られ
ることでしばしば思いもよらない問題を引き起こすことがある。発言の善し悪しを決める基準は大変曖昧でも
ある。オンライン上の会話では、相手の文面からその人の心情を推測するしかない。オフラインの世界と違い、
相手の顔色をうかがうことは不可能である。相手のことを知った状態で会話が行われるオフラインの世界と
オンラインの世界では、それぞれ対応が変わってくるはずだ。
　私たちはＳＮＳを使い、世界への発信者になることができる。その発信が誰かの共感を得て、悩みの解決に
繋がるかもしれない。反対に、その発言が誰かを悩ませ、傷つけるかもしれない。その発言が何十年後かに見
られ、何か問題を引き起こす可能性もある。また、私たちは世界からの情報の受信者になることもある。その
ときに覚えておくべきことは、ＳＮＳ上の情報は常に正しいとは限らないと言うことだ。ＳＮＳのトレンドは
常に変わっていき、人の関心興味も変わっていく。多くの人が支持していたとしてもそれが正しいとは限らな
い。様々なバックグランドを持つ人たちで構成されているＳＮＳでは、自分のアイデンティティを自分で固辞
しなければならない。時には情報の取捨選択も必要であろう。直接的な繋がりはなくても、見えないところで
影響が出る恐れがあるのがＳＮＳの特徴だ。発信する際は十分に責任を持ち、相手の物差しと自分の物差しの
ずれに気づくことが重要である。このような曖昧な世界でどのように対応するべきかを私たちそれぞれが考え
なければならない。
　ＳＮＳはこれからも社会に大きな影響を与えるだろう。世界中の人々と繋がり、様々な意見を見聞きするこ
とで私たちの選択肢は広がり、大きな社会が作られるようになった。そして、世界は今までよりも身近になっ
た。技術の進歩はめまぐるしい。それに負けないぐらい人間も進歩しなければならない。オンラインでもオフ
ラインでも人との関わり方は大切である。ＳＮＳを賢く使いながら、お互いを認め合い、多様な社会を作って
いきたい。

「ＳＮＳ時代に必要なもの」

ＳＩ府中推薦
広島県立福山誠之館高等学校　石田　佳菜江

　近年ＳＮＳが大きく発達すると同時にＳＮＳに触れる人々が増えてきている。そのためＳＮＳは人々の生
活にはかかせないものとなりつつある。ＳＮＳはテレビや新聞よりも速く手軽に多くの情報を得ることがで
きる。その他にも様々な点でＳＮＳを利用するメリットはある。が、その反面多くの危険がひそんでいる。
それを知った上で使用すればＳＮＳを楽しく使うことができる。これからＳＮＳの便利な点と気をつける点
を紹介する。
　まず、ＳＮＳは一般人でも大衆に向かって自分の意見を発信することができる。また、匿名で使用できる
ため、自分の口で言うよりも自身の考えを言いやすい。そのため心の中では思っていてもなかなか口に出せ
ないような悩みを大勢の人に知ってもらうことができる。また、芸術の面においてもＳＮＳは便利である。
最近はTwitterなどに絵や漫画を載せている人も多い。プロではない普通の学生でも有償で絵を描く依頼を
受ける人だっている。ＳＮＳがきっかけでプロになる人も少なくない。ＳＮＳはそのようなダイヤの原石を
発掘できる絶好の市場でもあるのだ。現実では才能を発揮できなくてもＳＮＳならば自分のことを知らない
不特定多数の人々が自分に注目してくれるし、交友関係を広げることができる。今やＳＮＳは現実とは違う
もう一つの世界のようなものになっている。ＳＮＳの世界が現実世界と繋がっている部分には利点がある。
災害が起こった時の人々の団結力は驚くべきものである。多くの人々が災害時にとるべき行動や避難生活で
役に立つ知恵を与えてくれる。それらのアドバイスによって救われる命もあると思うとＳＮＳのすごさが分
かるだろう。
　前述したとおりＳＮＳにはすばらしい点が多くある。しかしその反面気をつけなければならない危険な点も
多くある。まず個人情報の管理には十分な注意が必要だ。秘密主義かと疑われるほど気をつけるくらいが
ちょうど良い。また、写真を載せる時は写真を入念に確認しなければならない。今日の様々な技術を使えば
水面や目の中に反射して映っている風景から場所を特定することさえ可能となっている。もっと言うとアクセス
源を特定して住所を割り出すことも不可能ではない。そこまでのことは普段ＳＮＳを利用する中でされるこ
とはない。住所特定はＳＮＳ上で炎上した時に行われることが多い。もっとも、炎上する原因になるのは
不謹慎な発言や誹謗中傷だ。良識のある判断ができるのなら心配することはない。つまり住所特定は、不謹
慎な発言や誹謗中傷から身を守る安全装置でもあるのだ。ただ女性の場合、ＳＮＳ上に顔写真を載せていた
らストカーを作ってしまう原因になるかもしれない。学生なら友人と撮ったプリクラなどを載せたいだろう
と思う。そのような時は現実の知り合いとつながるアカウントを非公開（鍵アカ）にすれば良い。そうすれ
ば投稿を知らない人に見られることはない。ただし鍵アカにしたからと言ってそれで満足してはならない。
フォローリクエストを送ってくる人の中には学生になりすましている人もいる。どんなに丈夫な金庫を用意
しても解碇方法が簡単すぎては意味がないことと同じでフォローリクエストを送ってくれた人全員を承認し
ていたら意味がないのである。そのため承認する人は自分が話したことのある人、知り合いだと確信できる
人が良いだろう。自分と同じ学校名がプロフィール文に載せてあるだけで承認するのは危険だ。もし承認し
てしまった場合、そのように怪しい人達はすぐＤＭを送ってきて話をしたがるので知り合いでもないのに急
にＤＭを送ってきたら即ブロックするべきだ。他にも、突然知らないＵＲＬがＤＭやリプライに貼られたら
絶対のそのＵＲＬ先に飛んではいけない。ウイルスに感染したりアカウントを勝手に売買されたりしてしま
う。それと同時にアカウントを乗っ取られることも多い。以前多くの人が急にＤＭに送られたＵＲＬを踏ん
でアカウントを乗っ取られ自分達のフォロワーにＤＭでそのＵＲＬを知らぬ間に送られる被害が相次いだ。
アカウントを乗っ取られると好き勝手なことを呟かれかねない。そうすると被害を受けるだけでなく自分の
フォロワーに被害を与える加害者になることだってある。
　ここまでＳＮＳのメリット・デメリットをあげてきたが危険性を知った上でＳＮＳを楽しく使ってもらい
たい。このような文を読んだ人々はたいてい「自分は大丈夫」などと感じてあまり重要視しない。けれどそ
んなことはない。今すぐインスタグラムのフォロワーを見て、誰か分からない人がいないかどうか探した方
が良いだろう。もしかしたら、うっかり自分が被害者や加害者になっているかもしれない。
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「これからのＳＮＳ時代」

ＳＩ福山推薦
広島大学付属福山中・高等学校　山田　あいか

　ＳＮＳの線引きはどこなのだろう。オンラインの世界とオフラインの世界を同一のものとして捉えてもよい
のだろうか。ＳＮＳが身近になり、様々な人と簡単に連絡が取れるようになった時代にこの線引きがこれから
必要になると考えた。
　ＳＮＳが登場し、従来まではテレビなど、一方向でしか情報が伝わらなかったのに対し、双方向のコミュニ
ケーションが簡単にとれるようになった。利用者も年々増加し、今や世代を超えて利用されている。ＳＮＳの
登場により私たちの生活は大きく変わった。見知らぬ人とも関わりを持て、様々な情報が得られるようになっ
たのがＳＮＳ時代の特徴だ。今までは手紙や電話などを使い、対話の相手が誰なのかが特定することができ、
相手に関する知識もあった。現代のように見ず知らずの人とオンラインでつながれるようになったのはＳＮＳ
のおかげである。ＳＮＳを使って友人と連絡を取ることもあれば、友人の投稿を見て繋がりを感じることもで
きる。場所、時間にかかわらず連絡がとれるようになり私たちの生活は便利になった。コロナ禍で人と直接話
すことや会うことが格段に減ったが、オンライン上でつながりを感じ、それを心の支えにした人も多いだろ
う。さらに、簡単に不特定多数の人へ意見を発信できるようになった。ＳＮＳが発端でデモや社会現象が起こ
ることもあり、オンラインでの発信が多くの人の心を動かし、それが人々を動かすほどの大きな力を持つこと
もある。今まで小さなコミュニティーで完結していた関係を、ＳＮＳを使って一気に全世界へと広げることが
できるようになったのはこのような時代の進歩のおかげである。
　しかし、オンラインの繋がりとオフラインの繋がりを全く同じものと捉えてよいのだろうか。ＳＮＳ上に
アカウントを作る際、メールアドレスがあれば誰でも作成することができる。その手軽さこそ、世界中で利用
されるようになった理由の一つだと考える。そして、ＳＮＳ上には多種多様な人が集まる。各々が自由に発言
するため、中には信憑性に欠けるものもある。その情報を見たとき、それが与えるインパクトで判断してはい
けない。デマによる風評被害や、見ず知らずの人からの誹謗中傷など、オンラインとオフラインの区別を誤っ
たがゆえに起きた事件が増えた。オンラインでは、その人と直接的な関わりがないため、その人がどのような
人なのか判断する材料がない。その人がＳＮＳにあげている情報、または、他の人の発信から推測しなければ
ならない。しかし、その推測はあくまでも予想であり、真実ではない。私たちは客観的にものを判断しようと
するがどうしても自分の物差しを使って物事を見てしまう。特にＳＮＳでは様々な人が混在するため、それぞ
れで基準とする物差しが異なる。友人間では問題にならなかったことがオンラインに出て、様々な人に見られ
ることでしばしば思いもよらない問題を引き起こすことがある。発言の善し悪しを決める基準は大変曖昧でも
ある。オンライン上の会話では、相手の文面からその人の心情を推測するしかない。オフラインの世界と違い、
相手の顔色をうかがうことは不可能である。相手のことを知った状態で会話が行われるオフラインの世界と
オンラインの世界では、それぞれ対応が変わってくるはずだ。
　私たちはＳＮＳを使い、世界への発信者になることができる。その発信が誰かの共感を得て、悩みの解決に
繋がるかもしれない。反対に、その発言が誰かを悩ませ、傷つけるかもしれない。その発言が何十年後かに見
られ、何か問題を引き起こす可能性もある。また、私たちは世界からの情報の受信者になることもある。その
ときに覚えておくべきことは、ＳＮＳ上の情報は常に正しいとは限らないと言うことだ。ＳＮＳのトレンドは
常に変わっていき、人の関心興味も変わっていく。多くの人が支持していたとしてもそれが正しいとは限らな
い。様々なバックグランドを持つ人たちで構成されているＳＮＳでは、自分のアイデンティティを自分で固辞
しなければならない。時には情報の取捨選択も必要であろう。直接的な繋がりはなくても、見えないところで
影響が出る恐れがあるのがＳＮＳの特徴だ。発信する際は十分に責任を持ち、相手の物差しと自分の物差しの
ずれに気づくことが重要である。このような曖昧な世界でどのように対応するべきかを私たちそれぞれが考え
なければならない。
　ＳＮＳはこれからも社会に大きな影響を与えるだろう。世界中の人々と繋がり、様々な意見を見聞きするこ
とで私たちの選択肢は広がり、大きな社会が作られるようになった。そして、世界は今までよりも身近になっ
た。技術の進歩はめまぐるしい。それに負けないぐらい人間も進歩しなければならない。オンラインでもオフ
ラインでも人との関わり方は大切である。ＳＮＳを賢く使いながら、お互いを認め合い、多様な社会を作って
いきたい。

「ＳＮＳ時代に必要なもの」

ＳＩ府中推薦
広島県立福山誠之館高等学校　石田　佳菜江

　近年ＳＮＳが大きく発達すると同時にＳＮＳに触れる人々が増えてきている。そのためＳＮＳは人々の生
活にはかかせないものとなりつつある。ＳＮＳはテレビや新聞よりも速く手軽に多くの情報を得ることがで
きる。その他にも様々な点でＳＮＳを利用するメリットはある。が、その反面多くの危険がひそんでいる。
それを知った上で使用すればＳＮＳを楽しく使うことができる。これからＳＮＳの便利な点と気をつける点
を紹介する。
　まず、ＳＮＳは一般人でも大衆に向かって自分の意見を発信することができる。また、匿名で使用できる
ため、自分の口で言うよりも自身の考えを言いやすい。そのため心の中では思っていてもなかなか口に出せ
ないような悩みを大勢の人に知ってもらうことができる。また、芸術の面においてもＳＮＳは便利である。
最近はTwitterなどに絵や漫画を載せている人も多い。プロではない普通の学生でも有償で絵を描く依頼を
受ける人だっている。ＳＮＳがきっかけでプロになる人も少なくない。ＳＮＳはそのようなダイヤの原石を
発掘できる絶好の市場でもあるのだ。現実では才能を発揮できなくてもＳＮＳならば自分のことを知らない
不特定多数の人々が自分に注目してくれるし、交友関係を広げることができる。今やＳＮＳは現実とは違う
もう一つの世界のようなものになっている。ＳＮＳの世界が現実世界と繋がっている部分には利点がある。
災害が起こった時の人々の団結力は驚くべきものである。多くの人々が災害時にとるべき行動や避難生活で
役に立つ知恵を与えてくれる。それらのアドバイスによって救われる命もあると思うとＳＮＳのすごさが分
かるだろう。
　前述したとおりＳＮＳにはすばらしい点が多くある。しかしその反面気をつけなければならない危険な点も
多くある。まず個人情報の管理には十分な注意が必要だ。秘密主義かと疑われるほど気をつけるくらいが
ちょうど良い。また、写真を載せる時は写真を入念に確認しなければならない。今日の様々な技術を使えば
水面や目の中に反射して映っている風景から場所を特定することさえ可能となっている。もっと言うとアクセス
源を特定して住所を割り出すことも不可能ではない。そこまでのことは普段ＳＮＳを利用する中でされるこ
とはない。住所特定はＳＮＳ上で炎上した時に行われることが多い。もっとも、炎上する原因になるのは
不謹慎な発言や誹謗中傷だ。良識のある判断ができるのなら心配することはない。つまり住所特定は、不謹
慎な発言や誹謗中傷から身を守る安全装置でもあるのだ。ただ女性の場合、ＳＮＳ上に顔写真を載せていた
らストカーを作ってしまう原因になるかもしれない。学生なら友人と撮ったプリクラなどを載せたいだろう
と思う。そのような時は現実の知り合いとつながるアカウントを非公開（鍵アカ）にすれば良い。そうすれ
ば投稿を知らない人に見られることはない。ただし鍵アカにしたからと言ってそれで満足してはならない。
フォローリクエストを送ってくる人の中には学生になりすましている人もいる。どんなに丈夫な金庫を用意
しても解碇方法が簡単すぎては意味がないことと同じでフォローリクエストを送ってくれた人全員を承認し
ていたら意味がないのである。そのため承認する人は自分が話したことのある人、知り合いだと確信できる
人が良いだろう。自分と同じ学校名がプロフィール文に載せてあるだけで承認するのは危険だ。もし承認し
てしまった場合、そのように怪しい人達はすぐＤＭを送ってきて話をしたがるので知り合いでもないのに急
にＤＭを送ってきたら即ブロックするべきだ。他にも、突然知らないＵＲＬがＤＭやリプライに貼られたら
絶対のそのＵＲＬ先に飛んではいけない。ウイルスに感染したりアカウントを勝手に売買されたりしてしま
う。それと同時にアカウントを乗っ取られることも多い。以前多くの人が急にＤＭに送られたＵＲＬを踏ん
でアカウントを乗っ取られ自分達のフォロワーにＤＭでそのＵＲＬを知らぬ間に送られる被害が相次いだ。
アカウントを乗っ取られると好き勝手なことを呟かれかねない。そうすると被害を受けるだけでなく自分の
フォロワーに被害を与える加害者になることだってある。
　ここまでＳＮＳのメリット・デメリットをあげてきたが危険性を知った上でＳＮＳを楽しく使ってもらい
たい。このような文を読んだ人々はたいてい「自分は大丈夫」などと感じてあまり重要視しない。けれどそ
んなことはない。今すぐインスタグラムのフォロワーを見て、誰か分からない人がいないかどうか探した方
が良いだろう。もしかしたら、うっかり自分が被害者や加害者になっているかもしれない。
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取捨選択という「選択」

ＳＩ平和広島推薦
ＡＩＣＪ中学・高等学校　髙井　若菜

　̶「今の若者はＳＮＳに囚われている」̶
　最近は、スマートフォンの使いすぎやＳＮＳの使いすぎが、自律神経を乱し精神疾患の原因にもなると謳わ
れる。しかし「ＳＮＳ時代」にはＳＮＳの使用が欠かせない世の中になっている。私たちがそんなＳＮＳ時代
を生きていくためにはＳＮＳが普及する今の社会でスキルを身に着けていかなければならない。
　ＳＮＳといえば、TwitterやInstagramなどが日本でも多く普及している。私はＳＮＳを知り合いや同じコ
ミュニティに属する人のプライベートを知るためのもの・その人たちの嗜好を把握し、対面で会った時の話の話
題に展開するなど対面でのコミュニケーションに役立つ物として使用している。
　「ＳＮＳで人と人が繋がる」とは口で言葉を発さずとも、画面上のやり取りだけで人と何かしらの関係性
（知り合いだとか友達）を持てるという意味だと考える。自分の趣味と同じものを好きな人と繋がって、自分
のコミュニティを広げていく事ができる。たとえば最近の事象で、「高校・大学に進級するときに新しい友達
を入学式で見つける前に、ＳＮＳであらかじめ友達を作っておく」事があげられる。ＳＮＳにおけるタグとい
う機能を使用して友達を見つける若者がＳＮＳで頻繁に見受けられる。こうすることで多くの人が体験するで
あろう「新しい環境での友達作り・新しい人間関係の構築への腐心」を体験することを避け、「安定」を図る
傾向がある。今のコロナ禍において一番適切な人間関係の築き方ではないかと思う。しかし「ＳＮＳで人と繋
がる」ことには弊害が伴う。ＳＮＳは相手の素性も表情や佇まい・反応を知らず、スクリーン上の文字だけで
その人を把握する。画面上の文字は声色もなく、具体的な相手の心情を汲み取ることはできない。つまり相手
の与える情報は真贋が問えない。先程あげた例においても、問題が浮き彫りになった。ある新入生が「Ｘ大学
Ｙ学部新入生、友達になりましょう」とＳＮＳにて声掛けをしたところあるユーザーと話が広がっていった。
だんだんと仲良くなっていったある時、何故か性的な画像を要求されてしまい挙句出会ったユーザーは大学の
新入生でもない人間がなりすましていたことが発覚した事件だ。ＳＮＳには出会った相手の素性がわからない
故に、誰かになりすまして自分の利益のために近づいてくる悪意を持った人と繋がってしまうこともある。知
らない人とトラブルに繋がるだけではない。素性の分かる友達であってもそれが起こり得る。ＳＮＳというも
のは相手の表情も反応も推し量ることができない。つまりは対面でのコミュニケーションよりも意思疎通がし
にくくなる。その結果、ＳＮＳ上でのやりとりの末、相手に誤解を与えたり、誤解してしまったり、自分の意
図した方向に進まずトラブルが発生するケースもある。ＳＮＳの特性は、是が非でも影響する。友達や同僚間
においてＳＮＳ上で軋轢が起きてしまった場合、いじめや無視などといった現実での軋轢に直結する。した
がってＳＮＳでの事象は現実においての事象とリンクする危険性を孕んでいる。
　ＳＮＳが当たり前のこの時代にはこのようなトラブルは不可避である。ではＳＮＳが当たり前の現代には何
が必要なのか。私が考えるものは二つある。ＳＮＳの特性によって対面でのコミュニケーションよりも意思疎
通がしにくくなる。一つ目の対策は、「対面でのコミュニケーションとの相違点を理解して、ＳＮＳを使いこ
なさなければならない。」
ＳＮＳの特性をきちんと理解し、現実でのコミュニケーションと違うことを理解すれば、意思疎通の弊害に
よって起こるいじめや軋轢を予防できるであろう。
二つ目の対策は、「その人の存在をインターネットにあるとして、100％現実の存在と同じだと思わないこ
と。」ＳＮＳはいくらでも素性を偽ることができ、現実における本人とは違っていることを理解していなけれ
ばならない。例えば、私の経験の中で、自分のプライベートを投稿できるＳＮＳではいくらでも承認欲求を満
たすために見栄を張ることができる。それを本物と据えることで自分自身を追い込んでしまうようになった人
が多く存在するのも事実だ。つまりは存在を100％そのままだと受け入れないようにすることも、ＳＮＳ上での
友達探しのときの失敗を事前に防ぐことに繋がるであろう。
　ＳＮＳが普及したこの時代で、ＳＮＳを使用しないというのはほとんど不可能だ。私たちがＳＮＳを使用す
るためには、使い方をしっかりと自分の中で定めることが必要なのではないか。
　私が思う理想のＳＮＳの使い方は、「見た情報をそのまま受け入れずに深慮する」ことだ。情報リテラシー
や取捨選択という言葉があるように、真贋の分からないＳＮＳにはこれが大切なのではないかと考えている。

「人間の知恵と可能性を信じて」

ＳＩ萩推薦
萩光塩学院中学校・高等学校　中村　帆夏

　2020年、新型コロナウイルスは、私達の生活を大きく変えた。「普通の暮らし」はできなくなり、今私達は、
新たな試練に直面している。全国一斉休校により、授業はもちろん、部活動や行事など全ての学校生活が奪
われ、友達との交流も絶たれた。それまで普通だと思っていたことができなくなり、私達の未来における
「普通のくらし」とは何かを考えたとき、「つながる」ということの意味に行き着いた。確かに、コロナ以前
も人とのつながりの大切さは社会的な課題であった。しかし、コロナによる社会の変化は、未来を生きる私達に、
その課題とどのように向き合っていくのかという、さらなる課題を突きつけてきた。
　コロナの影響で、人と直接会って交流することができないという孤独を感じていたとき、LineやTwitterで
友達とつながっていることに安堵し、オンライン授業によりかろうじて帰属意識を確認することができた。
それは大きな喜びと安心感であった。ＳＮＳが人とのつながりを可能にしてくれるということに改めて気づ
かされた。ＳＮＳとは、社会的ネットワークを構築するサービスの略称である。コロナ禍にあってなお、情
報の発信、学校や組織の中でのコミュニケーションの活性化、地域の情報格差の是正など、人と人とをつな
げる重要な道具となっている。コロナ禍であるばかりでなく、核家族化、少子化の進んだ現代社会は人と人
とのつながりが希薄になりがちである。しかし、ＳＮＳを正しく使えば、そのつながりをより強くすること
ができる。そのために必要なものが、Ｓ＝作法、Ｎ＝仲間、Ｓ＝想像力だと私は考えた。
　一つ目のＳは「作法」（マナー）である。勝手に個人情報を公開しない、個人の誹謗中傷をしないなど、
マナーやモラルを守ることが大切だ。個人情報の漏洩、またそれが元となって引き起こされる個人への誹謗
中傷による事件があとを断たない。昨年も、ＳＮＳ上で誹謗中傷された女子プロレスラーの自殺という悲し
い事件があった。本来は人と人とをつなげるはずのＳＮＳの誤った使い方により、そのつながりは断たれ、
命まで絶たせてしまった。私の身の回りでもＳＮＳのトラブルで悩んでいる友人がいる。誤った使い方をし
ないためにも、マナーやモラルを守ることが必要なのである。
　二つ目のＮは「仲間」である。LINEやTwitterのグループ内では、共通の話題で盛り上がることができ
る。実際に会って話のできる友人も大切だが、ＳＮＳ上での広がりは、世界をもっと広げてくれる。学校の
友達だけでなく、日本中の、そして世界中の人とつながることができるのだ。もちろん、楽しいつながりを
もつためには、ここでもモラルを守ることが必要であり、仲間意識をもつことで相手を大切にし、傷つける
こともなくなるのだ。ＳＮＳをよりよく活用することができれば、私達は孤独を乗り越えられるのではない
だろうか。
　最後のＳは「想像力」を働かせることだ。これからは、ＳＮＳの可能性を想像し、未来を創造することが
大切であると考えている。例えば、大人は、ＳＮＳは「悪いもの」と考えがちだが決してそうではない。友
達の誕生日には、動画の相手の好きなアーティストの曲を付けてメッセージを送る。そうすれば文章では表
現できない気持ちを贈ることができる。「おめでとう」という気持ちを伝えるにも、そのアイデアは無限な
のだ。また、国際交流活動で知り合った外国の友達とも、帰国後もＳＮＳ上でつながり、情報交換すること
で、より強い絆をつくることができる。ＳＮＳは時間と国境を越えて、人と人とをつないでくれる魔法の道
具なのだ。未来の女子高生は、きっと今の女子高生の使い方をさらに越えていくはずだ。今より、もっと良
い方向へ広く……。
　私は、ＳＮＳが秘めている大きな可能性を想像しながら、人と人とが正しく、温かくつながる輝かしい未来を
創造することが必要だと考えている。自分の未来を大切にし、想像力を使って行動すれば、間違った判断で
人を傷つけることがなくなるはずだ。
　今、私たちの身の回りには、スマートフォンやタブレットなどＩＣＴ機器が溢れている。コロナ禍にあっ
て、その有用性は実証されつつある。そしてますますＳＮＳの可能性は広がっていくだろう。そんな時代に
生きていく私達だからこそ、ＳＮＳを使うとき、正しい「作法」、「仲間」とつながることの楽しさ、そし
て先を見通す「想像力」が大切なのだと思う。ＳＮＳとは、人と人とを強く結びつけるものであり、どこに
いても人とのつながりを感じることができる素敵な社会を作るためのものである。そのためには、人間が
人間自身をもっと信じてあげることが必要なのではないだろうか。
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取捨選択という「選択」

ＳＩ平和広島推薦
ＡＩＣＪ中学・高等学校　髙井　若菜

　̶「今の若者はＳＮＳに囚われている」̶
　最近は、スマートフォンの使いすぎやＳＮＳの使いすぎが、自律神経を乱し精神疾患の原因にもなると謳わ
れる。しかし「ＳＮＳ時代」にはＳＮＳの使用が欠かせない世の中になっている。私たちがそんなＳＮＳ時代
を生きていくためにはＳＮＳが普及する今の社会でスキルを身に着けていかなければならない。
　ＳＮＳといえば、TwitterやInstagramなどが日本でも多く普及している。私はＳＮＳを知り合いや同じコ
ミュニティに属する人のプライベートを知るためのもの・その人たちの嗜好を把握し、対面で会った時の話の話
題に展開するなど対面でのコミュニケーションに役立つ物として使用している。
　「ＳＮＳで人と人が繋がる」とは口で言葉を発さずとも、画面上のやり取りだけで人と何かしらの関係性
（知り合いだとか友達）を持てるという意味だと考える。自分の趣味と同じものを好きな人と繋がって、自分
のコミュニティを広げていく事ができる。たとえば最近の事象で、「高校・大学に進級するときに新しい友達
を入学式で見つける前に、ＳＮＳであらかじめ友達を作っておく」事があげられる。ＳＮＳにおけるタグとい
う機能を使用して友達を見つける若者がＳＮＳで頻繁に見受けられる。こうすることで多くの人が体験するで
あろう「新しい環境での友達作り・新しい人間関係の構築への腐心」を体験することを避け、「安定」を図る
傾向がある。今のコロナ禍において一番適切な人間関係の築き方ではないかと思う。しかし「ＳＮＳで人と繋
がる」ことには弊害が伴う。ＳＮＳは相手の素性も表情や佇まい・反応を知らず、スクリーン上の文字だけで
その人を把握する。画面上の文字は声色もなく、具体的な相手の心情を汲み取ることはできない。つまり相手
の与える情報は真贋が問えない。先程あげた例においても、問題が浮き彫りになった。ある新入生が「Ｘ大学
Ｙ学部新入生、友達になりましょう」とＳＮＳにて声掛けをしたところあるユーザーと話が広がっていった。
だんだんと仲良くなっていったある時、何故か性的な画像を要求されてしまい挙句出会ったユーザーは大学の
新入生でもない人間がなりすましていたことが発覚した事件だ。ＳＮＳには出会った相手の素性がわからない
故に、誰かになりすまして自分の利益のために近づいてくる悪意を持った人と繋がってしまうこともある。知
らない人とトラブルに繋がるだけではない。素性の分かる友達であってもそれが起こり得る。ＳＮＳというも
のは相手の表情も反応も推し量ることができない。つまりは対面でのコミュニケーションよりも意思疎通がし
にくくなる。その結果、ＳＮＳ上でのやりとりの末、相手に誤解を与えたり、誤解してしまったり、自分の意
図した方向に進まずトラブルが発生するケースもある。ＳＮＳの特性は、是が非でも影響する。友達や同僚間
においてＳＮＳ上で軋轢が起きてしまった場合、いじめや無視などといった現実での軋轢に直結する。した
がってＳＮＳでの事象は現実においての事象とリンクする危険性を孕んでいる。
　ＳＮＳが当たり前のこの時代にはこのようなトラブルは不可避である。ではＳＮＳが当たり前の現代には何
が必要なのか。私が考えるものは二つある。ＳＮＳの特性によって対面でのコミュニケーションよりも意思疎
通がしにくくなる。一つ目の対策は、「対面でのコミュニケーションとの相違点を理解して、ＳＮＳを使いこ
なさなければならない。」
ＳＮＳの特性をきちんと理解し、現実でのコミュニケーションと違うことを理解すれば、意思疎通の弊害に
よって起こるいじめや軋轢を予防できるであろう。
二つ目の対策は、「その人の存在をインターネットにあるとして、100％現実の存在と同じだと思わないこ
と。」ＳＮＳはいくらでも素性を偽ることができ、現実における本人とは違っていることを理解していなけれ
ばならない。例えば、私の経験の中で、自分のプライベートを投稿できるＳＮＳではいくらでも承認欲求を満
たすために見栄を張ることができる。それを本物と据えることで自分自身を追い込んでしまうようになった人
が多く存在するのも事実だ。つまりは存在を100％そのままだと受け入れないようにすることも、ＳＮＳ上での
友達探しのときの失敗を事前に防ぐことに繋がるであろう。
　ＳＮＳが普及したこの時代で、ＳＮＳを使用しないというのはほとんど不可能だ。私たちがＳＮＳを使用す
るためには、使い方をしっかりと自分の中で定めることが必要なのではないか。
　私が思う理想のＳＮＳの使い方は、「見た情報をそのまま受け入れずに深慮する」ことだ。情報リテラシー
や取捨選択という言葉があるように、真贋の分からないＳＮＳにはこれが大切なのではないかと考えている。

「人間の知恵と可能性を信じて」

ＳＩ萩推薦
萩光塩学院中学校・高等学校　中村　帆夏

　2020年、新型コロナウイルスは、私達の生活を大きく変えた。「普通の暮らし」はできなくなり、今私達は、
新たな試練に直面している。全国一斉休校により、授業はもちろん、部活動や行事など全ての学校生活が奪
われ、友達との交流も絶たれた。それまで普通だと思っていたことができなくなり、私達の未来における
「普通のくらし」とは何かを考えたとき、「つながる」ということの意味に行き着いた。確かに、コロナ以前
も人とのつながりの大切さは社会的な課題であった。しかし、コロナによる社会の変化は、未来を生きる私達に、
その課題とどのように向き合っていくのかという、さらなる課題を突きつけてきた。
　コロナの影響で、人と直接会って交流することができないという孤独を感じていたとき、LineやTwitterで
友達とつながっていることに安堵し、オンライン授業によりかろうじて帰属意識を確認することができた。
それは大きな喜びと安心感であった。ＳＮＳが人とのつながりを可能にしてくれるということに改めて気づ
かされた。ＳＮＳとは、社会的ネットワークを構築するサービスの略称である。コロナ禍にあってなお、情
報の発信、学校や組織の中でのコミュニケーションの活性化、地域の情報格差の是正など、人と人とをつな
げる重要な道具となっている。コロナ禍であるばかりでなく、核家族化、少子化の進んだ現代社会は人と人
とのつながりが希薄になりがちである。しかし、ＳＮＳを正しく使えば、そのつながりをより強くすること
ができる。そのために必要なものが、Ｓ＝作法、Ｎ＝仲間、Ｓ＝想像力だと私は考えた。
　一つ目のＳは「作法」（マナー）である。勝手に個人情報を公開しない、個人の誹謗中傷をしないなど、
マナーやモラルを守ることが大切だ。個人情報の漏洩、またそれが元となって引き起こされる個人への誹謗
中傷による事件があとを断たない。昨年も、ＳＮＳ上で誹謗中傷された女子プロレスラーの自殺という悲し
い事件があった。本来は人と人とをつなげるはずのＳＮＳの誤った使い方により、そのつながりは断たれ、
命まで絶たせてしまった。私の身の回りでもＳＮＳのトラブルで悩んでいる友人がいる。誤った使い方をし
ないためにも、マナーやモラルを守ることが必要なのである。
　二つ目のＮは「仲間」である。LINEやTwitterのグループ内では、共通の話題で盛り上がることができ
る。実際に会って話のできる友人も大切だが、ＳＮＳ上での広がりは、世界をもっと広げてくれる。学校の
友達だけでなく、日本中の、そして世界中の人とつながることができるのだ。もちろん、楽しいつながりを
もつためには、ここでもモラルを守ることが必要であり、仲間意識をもつことで相手を大切にし、傷つける
こともなくなるのだ。ＳＮＳをよりよく活用することができれば、私達は孤独を乗り越えられるのではない
だろうか。
　最後のＳは「想像力」を働かせることだ。これからは、ＳＮＳの可能性を想像し、未来を創造することが
大切であると考えている。例えば、大人は、ＳＮＳは「悪いもの」と考えがちだが決してそうではない。友
達の誕生日には、動画の相手の好きなアーティストの曲を付けてメッセージを送る。そうすれば文章では表
現できない気持ちを贈ることができる。「おめでとう」という気持ちを伝えるにも、そのアイデアは無限な
のだ。また、国際交流活動で知り合った外国の友達とも、帰国後もＳＮＳ上でつながり、情報交換すること
で、より強い絆をつくることができる。ＳＮＳは時間と国境を越えて、人と人とをつないでくれる魔法の道
具なのだ。未来の女子高生は、きっと今の女子高生の使い方をさらに越えていくはずだ。今より、もっと良
い方向へ広く……。
　私は、ＳＮＳが秘めている大きな可能性を想像しながら、人と人とが正しく、温かくつながる輝かしい未来を
創造することが必要だと考えている。自分の未来を大切にし、想像力を使って行動すれば、間違った判断で
人を傷つけることがなくなるはずだ。
　今、私たちの身の回りには、スマートフォンやタブレットなどＩＣＴ機器が溢れている。コロナ禍にあっ
て、その有用性は実証されつつある。そしてますますＳＮＳの可能性は広がっていくだろう。そんな時代に
生きていく私達だからこそ、ＳＮＳを使うとき、正しい「作法」、「仲間」とつながることの楽しさ、そし
て先を見通す「想像力」が大切なのだと思う。ＳＮＳとは、人と人とを強く結びつけるものであり、どこに
いても人とのつながりを感じることができる素敵な社会を作るためのものである。そのためには、人間が
人間自身をもっと信じてあげることが必要なのではないだろうか。
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「ＳＮＳとのつきあい方について」

ＳＩ光推薦
山口県立光高等学校　皆木　彩那

　ＳＮＳは私たちの生活に欠かせないものになっている。最近の流行を調べたり、自分の趣味で作ったもの
を投稿したり、好きな芸能人の情報を調べたりなど多くの人がＳＮＳで情報のやり取りをしていると思う。
そんな便利なＳＮＳだが使い方を誤ると自分の人生に関わる大きな問題となってしまうことを私たちは理解
して使つかわなければならない。
　まず、注意すべきなのは送信する相手だ。
　ＳＮＳは利便性の一つに投稿のしやすさがあると私は思う。ＳＮＳのアカウントは匿名で作ることがで
き、相手からは自分がどこに住んでいるのか何歳なのか男なのか女なのか、全くわからない。だからこそ、
気軽に投稿することができるというのがＳＮＳの良いところだろう。
　しかし、この匿名性は逆もまたしかりであることを覚えてなければならない。やり取りをしている人が本当
に同じ性別で、同じ年なのかは、誰にも判断することができない。どれだけ仲が良く、趣味が合う人だった
としてもそれは言えることだろう。所謂、愚痴アカウントや病みアカウントを作る女子学生は多いと思う。
「愚痴アカ」「病みアカ」と呼ばれるそれらは、誰にも言えない日々の愚痴や悩みをＳＮＳを使って吐き出
すためのアカウントだ。以前ニュースで13歳の女子中学生が遺体で見つかったというニュースを見た。この
事件の犯人と女子中学生が関わりを持ったのは女子中学生のＳＮＳである。この犯人はＳＮＳを通じて女子
中学生を誘い出したとされている。少女たちが出したＳＯＳを利用し、手を差し伸べる優しい人のふりをし
て少女たちを誘拐などの犯罪に巻き込もうとする大人がいることを忘れてはいけない。
　次に、投稿する内容にも気を付けていかなければならない。
　自分の住んでいるところにしかないものや、そこに住んでいる人にしか分からない発言、そういったもの
から自分の住んでいる住所、通っている学校などが特定される可能性がある。ＳＮＳに投稿する上で全世界
の不特定多数の人が自分の投稿を見ることができるということを頭に入れておくことが重要である。最近で
は、自分の写真の瞳に映った景色からも撮った場所を特定されることがある。以前アイドルをしている女性
がＳＮＳにあげていた写真の瞳に映っていた景色から自宅の住所を特定されたという事件があった。この事
件のように急速に進んでいる携帯カメラの高解像度化で素人でも容易に細かいとこまで調べることができ、
写真に映っている本人も意図しないものが自分を危険に陥れるのかもしれない時代になってきているのは確
かだろう。
　三つめに、ＳＮＳを使う上では、その情報がほんとに正しいのか見極める力も必要になるだろう。今自分の
見ている情報は本当に正しいのか、デマではないのかを調べなければならない。あおり運転の危険性を世の
中に知らしめた茨城県の高速道路で起きた事件で話題となった女性。この女性が逮捕される前、人違いで別
の女性が犯人と間違われ、多くの人から誹謗中傷や嫌がらせを受けるという事件があった。その女性のＳＮＳア
カウントには千件以上の誹謗中傷のＤＭと三百件以上の嫌がらせの電話があったらしい。周囲の人がそう
やって言っているから、そういう投稿があったからと自分を正当化して発言をする前に、本当にその判断は
正しいのか、今自分の見ている情報は本当に信じても大丈夫なものなのかを見極めていかなければならない
だろう。
　ＳＮＳは私たちの生活を豊かにし、多くの情報を与えてくれると同時に、多くの危険な面も持ち合わせて
いる。「匿名だから何を言っても良い」ではなく、「匿名だからこそ、何を言えばいいのか」を考えなけれ
ばならない。また、どれだけ仲が良くても会いに行かない、そもそも、知らない人からのＤＭは受け取らな
いように設定したり、写真をあげる際にも、自分のいる場所が特定されるようなものは映ってないか、瞳を
アプリ等で加工し周りの景色が映りこまないようにしたりすることが大切である。便利なものほど慎重に、
考えながら使わなければならないだろう。また、得た情報をどう判断し、どう信頼するのか。それが、自分
自身や周りの人たちをＳＮＳトラブルに巻き込まないために、重要になると私は思う。

「ＳＮＳと自己理解」

ＳＩ東下関推薦
山口県立光高等学校　窪野　星夢

　今では、当たり前のように生活に便利さや娯楽を提供してくれる魅力的なＳＮＳ。受験の情報や授業、健康に
ついて、或いは観光地又は飲食店など、何かを成し遂げたい時や旅行の準備や調べ物には、とても便利である。
その人の置かれた環境にとらわれず、多くの情報収集を簡単に、気軽にできることが良い面の一つである。使い
方に気をつけていれば、自分のプラスになることは多々ある。
　しかし、ＳＮＳを利用することが、場合によっては、マイナス面、中でも自己理解の妨げにつながるのではない
かと私は考える。そしてそれは、ＳＮＳに潜む大きな危険になるのではないか。
　自己理解の妨げになると考える理由は、三つある。
　一つ目の理由として、去年の新型コロナ感染症の影響による自粛期間の休校中にかなりＳＮＳを利用していた私
の視点からみて、ＳＮＳは、読者の自己肯定感の低下につながる可能性があると考えられることが挙げられる。
　ＳＮＳ上では、人生の充実した部分だけがピックアップされていることが原因で、それを見る人が自分の人生
の価値を低く感じてしまうおそれがあるのではないか、という話を友人がしてくれた。私もそれに同感である。
　私は、その問題について、読者がＳＮＳに振り回されず、自分や身近な人たちを認めることも心がけつつ、自己
にふさわしい自己肯定感を持って生きていこうと気をつけることが大切だと考えている。
　自己理解を妨げる理由の二つ目は、ＳＮＳで時間を潰してしまうからである。自分の目標のために考えて行動
するために使うはずであった時間をＳＮＳのために失ってしまうことは自己理解のためにも大きな損失である。
　テスト期間の休日などに一日中スマホを触っていて、気づいたら一日が終わっていたとか、受験体験談でスマ
ホ依存で第一志望に落ちてしまって後悔している、とかいった話をよく耳にする。それは、すき間時間にＳＮＳに
娯楽を求めることをきっかけに、ついずるずると自分の貴重な時間をＳＮＳに与えてしまうという過程に続く結果
ではないだろうか。
　もしそうなったら、日々、自分の目標に対する取り組み方を反省していき、使わない時間帯を決めるなど、簡単
なことから習慣化していくことがＳＮＳに自己理解の時間を奪われることへの対策になると私は考える。
　三つ目の理由として、本物を知ろうとすることへの妨げになりうるからである。
　出会ったこともない人々や物事で溢れたＳＮＳの世界では、自分が実際に体験できないことを知ることができ
る良さもある。
　しかし、実際に体験し初めて触れて、実感によって気づかされることはたくさんある。
　例えば、トレーニングで走る時に感じる、調子が良い時の足の動きや、雨上がりや日の入りの薄暗い中で走る
快適さで、いつもより気分が上がること、それは実感以外の何ものでもない。
　そういった貴重な経験は、ＳＮＳではなく自分で経験すべきだと思う。画面上で見ただけで終わりだ満足だ、
ということは、長い人生の中でとてももったいなく、寂しいことだ。
　また、ＳＮＳ上の繋がりだけでなく、普段接している身の回りの人から、自分にとって必要な意見を聞き入れて
いくことで、自分の性格や傾向をより深く知ることができたり、新たな発見や経験を通して、自信を持って歩んで
いったりすることもできていく。
　『百聞は一見に如かず』という諺があるように、人から聞くよりも、実際に自分の足で行って見ることで多くを感
じとり体験することが自分自身の成長に繋がる良いことだと思うし、ＳＮＳ上のＨＰで見たり、聞いたりしたものだ
けでは、自分の中で好きか嫌いか、情報が曖昧で十分に判断できないことがある。例えば、飲食店や観光地などだ。
　そこに自分で実際に行って食べてみれば、苦手だと思っていたけれど意外と好みだったなど、生きていく面白味が
生まれることもあるのではないか。ＳＮＳ上だけで持つことのできなかった興味や思い出、他者とのコミュニケーショ
ンがきっかけで、人生の楽しみがより増えていき、自分にとっての幸せが何なのか、わかってくるのではないか。
　以上に述べた三点から、時にＳＮＳは自己理解の妨げになる、と私は考えている。
　最後に、ＳＮＳにはそのほかにも大きな社会問題があることに触れておきたい。
例えば、モラルの側面から見たＳＮＳの問題は、ストーカーや個人情報の流出、それによる被害などの様々問題
がたくさんある。したがって、それらの問題に留意しながら使いたいと考える。
　ＳＮＳには、悪い面だけがあるのではない。自分にとって必要な情報をしっかり判断しながら使い、自分自身で
ＳＮＳが自己理解の妨げにならないように気をつけていきたい。
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「ＳＮＳとのつきあい方について」

ＳＩ光推薦
山口県立光高等学校　皆木　彩那

　ＳＮＳは私たちの生活に欠かせないものになっている。最近の流行を調べたり、自分の趣味で作ったもの
を投稿したり、好きな芸能人の情報を調べたりなど多くの人がＳＮＳで情報のやり取りをしていると思う。
そんな便利なＳＮＳだが使い方を誤ると自分の人生に関わる大きな問題となってしまうことを私たちは理解
して使つかわなければならない。
　まず、注意すべきなのは送信する相手だ。
　ＳＮＳは利便性の一つに投稿のしやすさがあると私は思う。ＳＮＳのアカウントは匿名で作ることがで
き、相手からは自分がどこに住んでいるのか何歳なのか男なのか女なのか、全くわからない。だからこそ、
気軽に投稿することができるというのがＳＮＳの良いところだろう。
　しかし、この匿名性は逆もまたしかりであることを覚えてなければならない。やり取りをしている人が本当
に同じ性別で、同じ年なのかは、誰にも判断することができない。どれだけ仲が良く、趣味が合う人だった
としてもそれは言えることだろう。所謂、愚痴アカウントや病みアカウントを作る女子学生は多いと思う。
「愚痴アカ」「病みアカ」と呼ばれるそれらは、誰にも言えない日々の愚痴や悩みをＳＮＳを使って吐き出
すためのアカウントだ。以前ニュースで13歳の女子中学生が遺体で見つかったというニュースを見た。この
事件の犯人と女子中学生が関わりを持ったのは女子中学生のＳＮＳである。この犯人はＳＮＳを通じて女子
中学生を誘い出したとされている。少女たちが出したＳＯＳを利用し、手を差し伸べる優しい人のふりをし
て少女たちを誘拐などの犯罪に巻き込もうとする大人がいることを忘れてはいけない。
　次に、投稿する内容にも気を付けていかなければならない。
　自分の住んでいるところにしかないものや、そこに住んでいる人にしか分からない発言、そういったもの
から自分の住んでいる住所、通っている学校などが特定される可能性がある。ＳＮＳに投稿する上で全世界
の不特定多数の人が自分の投稿を見ることができるということを頭に入れておくことが重要である。最近で
は、自分の写真の瞳に映った景色からも撮った場所を特定されることがある。以前アイドルをしている女性
がＳＮＳにあげていた写真の瞳に映っていた景色から自宅の住所を特定されたという事件があった。この事
件のように急速に進んでいる携帯カメラの高解像度化で素人でも容易に細かいとこまで調べることができ、
写真に映っている本人も意図しないものが自分を危険に陥れるのかもしれない時代になってきているのは確
かだろう。
　三つめに、ＳＮＳを使う上では、その情報がほんとに正しいのか見極める力も必要になるだろう。今自分の
見ている情報は本当に正しいのか、デマではないのかを調べなければならない。あおり運転の危険性を世の
中に知らしめた茨城県の高速道路で起きた事件で話題となった女性。この女性が逮捕される前、人違いで別
の女性が犯人と間違われ、多くの人から誹謗中傷や嫌がらせを受けるという事件があった。その女性のＳＮＳア
カウントには千件以上の誹謗中傷のＤＭと三百件以上の嫌がらせの電話があったらしい。周囲の人がそう
やって言っているから、そういう投稿があったからと自分を正当化して発言をする前に、本当にその判断は
正しいのか、今自分の見ている情報は本当に信じても大丈夫なものなのかを見極めていかなければならない
だろう。
　ＳＮＳは私たちの生活を豊かにし、多くの情報を与えてくれると同時に、多くの危険な面も持ち合わせて
いる。「匿名だから何を言っても良い」ではなく、「匿名だからこそ、何を言えばいいのか」を考えなけれ
ばならない。また、どれだけ仲が良くても会いに行かない、そもそも、知らない人からのＤＭは受け取らな
いように設定したり、写真をあげる際にも、自分のいる場所が特定されるようなものは映ってないか、瞳を
アプリ等で加工し周りの景色が映りこまないようにしたりすることが大切である。便利なものほど慎重に、
考えながら使わなければならないだろう。また、得た情報をどう判断し、どう信頼するのか。それが、自分
自身や周りの人たちをＳＮＳトラブルに巻き込まないために、重要になると私は思う。

「ＳＮＳと自己理解」

ＳＩ東下関推薦
山口県立光高等学校　窪野　星夢

　今では、当たり前のように生活に便利さや娯楽を提供してくれる魅力的なＳＮＳ。受験の情報や授業、健康に
ついて、或いは観光地又は飲食店など、何かを成し遂げたい時や旅行の準備や調べ物には、とても便利である。
その人の置かれた環境にとらわれず、多くの情報収集を簡単に、気軽にできることが良い面の一つである。使い
方に気をつけていれば、自分のプラスになることは多々ある。
　しかし、ＳＮＳを利用することが、場合によっては、マイナス面、中でも自己理解の妨げにつながるのではない
かと私は考える。そしてそれは、ＳＮＳに潜む大きな危険になるのではないか。
　自己理解の妨げになると考える理由は、三つある。
　一つ目の理由として、去年の新型コロナ感染症の影響による自粛期間の休校中にかなりＳＮＳを利用していた私
の視点からみて、ＳＮＳは、読者の自己肯定感の低下につながる可能性があると考えられることが挙げられる。
　ＳＮＳ上では、人生の充実した部分だけがピックアップされていることが原因で、それを見る人が自分の人生
の価値を低く感じてしまうおそれがあるのではないか、という話を友人がしてくれた。私もそれに同感である。
　私は、その問題について、読者がＳＮＳに振り回されず、自分や身近な人たちを認めることも心がけつつ、自己
にふさわしい自己肯定感を持って生きていこうと気をつけることが大切だと考えている。
　自己理解を妨げる理由の二つ目は、ＳＮＳで時間を潰してしまうからである。自分の目標のために考えて行動
するために使うはずであった時間をＳＮＳのために失ってしまうことは自己理解のためにも大きな損失である。
　テスト期間の休日などに一日中スマホを触っていて、気づいたら一日が終わっていたとか、受験体験談でスマ
ホ依存で第一志望に落ちてしまって後悔している、とかいった話をよく耳にする。それは、すき間時間にＳＮＳに
娯楽を求めることをきっかけに、ついずるずると自分の貴重な時間をＳＮＳに与えてしまうという過程に続く結果
ではないだろうか。
　もしそうなったら、日々、自分の目標に対する取り組み方を反省していき、使わない時間帯を決めるなど、簡単
なことから習慣化していくことがＳＮＳに自己理解の時間を奪われることへの対策になると私は考える。
　三つ目の理由として、本物を知ろうとすることへの妨げになりうるからである。
　出会ったこともない人々や物事で溢れたＳＮＳの世界では、自分が実際に体験できないことを知ることができ
る良さもある。
　しかし、実際に体験し初めて触れて、実感によって気づかされることはたくさんある。
　例えば、トレーニングで走る時に感じる、調子が良い時の足の動きや、雨上がりや日の入りの薄暗い中で走る
快適さで、いつもより気分が上がること、それは実感以外の何ものでもない。
　そういった貴重な経験は、ＳＮＳではなく自分で経験すべきだと思う。画面上で見ただけで終わりだ満足だ、
ということは、長い人生の中でとてももったいなく、寂しいことだ。
　また、ＳＮＳ上の繋がりだけでなく、普段接している身の回りの人から、自分にとって必要な意見を聞き入れて
いくことで、自分の性格や傾向をより深く知ることができたり、新たな発見や経験を通して、自信を持って歩んで
いったりすることもできていく。
　『百聞は一見に如かず』という諺があるように、人から聞くよりも、実際に自分の足で行って見ることで多くを感
じとり体験することが自分自身の成長に繋がる良いことだと思うし、ＳＮＳ上のＨＰで見たり、聞いたりしたものだ
けでは、自分の中で好きか嫌いか、情報が曖昧で十分に判断できないことがある。例えば、飲食店や観光地などだ。
　そこに自分で実際に行って食べてみれば、苦手だと思っていたけれど意外と好みだったなど、生きていく面白味が
生まれることもあるのではないか。ＳＮＳ上だけで持つことのできなかった興味や思い出、他者とのコミュニケーショ
ンがきっかけで、人生の楽しみがより増えていき、自分にとっての幸せが何なのか、わかってくるのではないか。
　以上に述べた三点から、時にＳＮＳは自己理解の妨げになる、と私は考えている。
　最後に、ＳＮＳにはそのほかにも大きな社会問題があることに触れておきたい。
例えば、モラルの側面から見たＳＮＳの問題は、ストーカーや個人情報の流出、それによる被害などの様々問題
がたくさんある。したがって、それらの問題に留意しながら使いたいと考える。
　ＳＮＳには、悪い面だけがあるのではない。自分にとって必要な情報をしっかり判断しながら使い、自分自身で
ＳＮＳが自己理解の妨げにならないように気をつけていきたい。
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「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩ井原推薦
岡山県立矢掛高等学校　藤永　ゆかり

　ＳＮＳ時代と言われている今、多くの人がＳＮＳを利用し情報交換を行っている。私たちはそれらの情報を
ただ見るだけでなく、趣味が合う人たちと会話したり、自分の好きなことを発信したりできる。そのようなＳＮＳ
の利用方法は人によって大きく変わることもあるため、ＳＮＳ時代に必要なものも人それぞれかもしれない。
しかし私の場合、ＳＮＳ時代だからこそ、現実から乖離することなく、現実社会の中でも自分らしくいられる
ことが必要だと考える。
　この考えのきっかけになった出来事がある。高校に入ったある日、「あなたの将来の夢はなんですか？」と
聞かれた。その時自分の夢をはっきりと答えることができなかった。今まで目指していた「小学校の先生」と
いう夢は、何となく違うのではないかと思ってしまった。
　私は、今までいろんなことを経験してきた。様々な習い事にもしてきたし、学校生活では運営委員長や、
生徒会、その他いろいろなボランティアにも参加してきた。それは、活動が楽しく、経験がたくさん積めるか
らだった。
　高校に入り、生徒会やＨＲ委員長、神楽がかりなどを始めた。しかし、自分の夢に自信を失ってからは、
活動する理由は以前と大きく変わってしまった。たくさんの活動に参加し、たくさんの人と関わり、経験を積めば、
いつか自分に一番合っている、「自分らしい夢」が見つかると期待しながら活動をするようになった。
　そう意識をしながら活動する中で、一番自分に合っていると思う活動は神楽がかりだ。神楽がかりは、伝統
文化である備中神楽をたくさんの人に知ってもらうために活動しているグループだ。活動を初めて１年しか
たっていないが、４人だったメンバーが今は15人に増えている。
　神楽がかりの大体の活動は、学校の文化祭や地域のお祭りで舞を披露することだ。地域の人たちが、私たちが
作ったチラシを読んでくれたり、その場で感想やアドバイスをもらえたりすると、とても励みになるし、
頑張ってよかったと心から思える。
　また神楽がかりはＳＮＳ上での活動もしている。例えば、TwitterやInstagramなどＳＮＳを活用し普段の日常
やイベントの感想を投稿している。また６月にはリモートでアメリカの学生と交流を行った。画面越しでの交流
だったが、私たちの活動を通して備中神楽を知ってもらえていることが実感できてとてもうれしかった。
　このように、主な活動は現実世界で、しかしＳＮＳもうまく利用しながら活動の幅を広げていき、たくさん
の人と繋がっていることが身をもって実感できる。それだけでなく、活動の幅が広がって多くの人に発信する
ようになり、メンバーの数が増えても、神楽がかりらしさを無くすことなく、メンバー一人一人が自分らしく
いられる環境を大切にしている。だから神楽がかりをやっていてほんとによかったと思う。
　神楽がかりを含め、様々な活動を１年間以上やってきたが、未だに自分らしい夢は見つかっていない。しか
し、神楽がかりやボランティアなどで活動していく中で歴史に深く興味を持つ自分や、誰かのためになること
をする喜びを感じる自分といった、自分らしさがだんだんわかってきたように感じる。そして徐々に自分らし
い夢を見つけられてきていると思う。今まで辞めたいと思うこともたくさんあった。しかし今は、たくさんの
ことに挑戦してきた自分は間違ってなかったと思える。
　この私の経験を通して、今のＳＮＳ時代には、ＳＮＳの中だけで自分らしさを表現するだけでなく、現実社会
でも自分らしくいられることが必要だと思う。批判の多いこの世の中で自分らしさを貫くことは難しいだろ
う。だからといって挑戦しなければ何も始まらない。またもう一つ大切なことがある。それは自分らしさをた
だ押し付けるだけでなく、相手らしさをしっかりと受け入れることだ。ＳＮＳ上でも、現実社会の中でも、
自分らしさと相手らしさを互いに受け止めることができる。そうすれば、お互いにお互いらしくいられる環境
を作っていけると私は信じている。しかし、この世に生きているすべての人がそれぞれ違った個性や生き方を
持っているため、どうしても分かり合えないこともあるだろう。だからと言ってそこで諦めて突き放すのでは
なく、分かり合えるところを見つける努力をしてみる。そうすれば、特にＳＮＳで問題となっている誹謗中傷
や炎上なども減っていくだろう。そうしてだんだんと生きにくい社会から生きやすい社会に変わってほしい。
　私には、まだまだやってみたいことがたくさんある。挑戦できる多くの機会がある今を無駄にしないように
過ごしたい。そして、いつか本当に自分が目指す夢を見つけてその夢に向かって一生懸命進んでいく。

「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩ防府推薦
野田学園高等学校　嶋谷　美乃莉

　ここ数年でＳＮＳ上は急激に普及した。ＳＮＳは電話や放送より情報を早く収集することができ、災害時な
どの緊急時に素早く情報を発信したり、受信したりできるなど様々なメリットがある。その一方で、四六時中
使用して、依存症になる人もいるなどのデメリットもある。私たちは今、ＳＮＳに囲まれた生活を送ってい
る。ＳＮＳを使用する私たちが、その功罪をしっかり踏まえ、人に対する「優しさ」をもって利用することが
求められていると思う。
　ＳＮＳによる繋がりを考える時、私はまず「人と人との距離の近さ」を思い浮かべる。ＳＮＳは今では世界
中で利用されており、どこにいてもメールを送ったり、電話をすることが可能だ。私がカナダに短期留学をし
た際には、ＳＮＳで家族や友人たちとチャットをしたり、アプリを通じて今自分がどこにいるのかを把握でき
るようにしていた。それだけではなく、ＳＮＳ上では、共通の趣味をもった人と仲良くなることもできる。私
にも共通のグループがきっかけとなり、仲良くなった友達がいる。ＳＮＳの普及・発展により、近くにいなく
ても、たとえ遠く離れていても、普段と変わらぬように容易に家族や仲間と連絡を取り合うことができる。こ
のように互いの距離を感じさせないのが、ＳＮＳの特徴であり、多くの人に利用される理由なのではないかと
思う。
　現在、新型コロナウイルスが蔓延している中、私たちには大きな行動制限が強いられている。実際、学校や
会社などでは、オンライン授業やテレワークといった取組がなされており、３密を避けるという観点からする
と、非常に功を奏していると言える。しかし、こうした取組では、発信者側が伝えたい内容を発信できても、
受信する側の反応が分かりづらく、発信側も受信側も双方とも、自分の考えを発信するのが容易ではない面が
ある。私も、学校の休校時に行われたオンライン授業で、自分が発表した後に他の人がどう思っているのか分
かりづらく、聴く側の反応が得られにくい状況で、どうすれば自分の考えを的確に人に伝えることができるか
と、ずいぶん苦労をした。互いの顔が映し出されている対面型のコミュニケーションでさえこうであれば、画
像や文字上でのやりとりが中心となっているＳＮＳでは、なおさら、自分の表現したいことや言いたいことが
うまく伝わらず、相手に誤解を与えたり、場合によっては、相手の気持ちを傷つけてしまうようなことも起こ
りうる。後先考えずに、LINEで衝動的に発信した一言が、友達関係を悪くするというのはよく耳にする話だ。
不用意に発信するのではなく、受け取る側が自分の意図を正確に理解してくれるかどうか、相手の立場に立っ
て考え、慎重に発信することが必要だ。また、一方でＳＮＳは、誤った情報を受け取りやすいというデメリッ
トもある。ＳＮＳ上の情報を鵜呑みにして、簡単に「いいね」したり、リツイートするのは危険だ。時間がか
かっても、自分の手で調べ、情報の真贋を見極めることが大切だと思う。
　ＳＮＳのような情報メディアの世界は、利便性を求めて絶えず進化を続けている。しかし、利便性ばかりに
目を向けていると、見落としてしまうものがある。例えば、普段は車で行くところを、時間をかけて歩いて行
くことで、路上に小さな花が咲いているのを見つけたり、いつの間にか新しい店舗が建っているのに気づくこ
とがあるように。ＳＮＳが普及したお陰で確かに便利になった。今では、手紙や年賀状を出す代わりに、これ
らをＳＮＳ上のやり取りで簡単に済ますこともできる。しかし、友達から郵送されてきた１枚の年賀状を見て
気づいたことがある。友からの年賀状には、写真や手書きのメッセージが添えられており、私のために時間を
かけて丹精込めて年賀状を作ってくれたことがわかり、友達の私に対する「思い」や「温もり」が感じられ
た。人と人が繋がる上で大切なことは、相手を慮かる「優しさ」だと気づかされた。たとえ、紙媒体からＳＮＳへ
と伝達手段が変わり、利便性が高まろうとも、この点は見落としてはならないと思う。
　ＳＮＳ上は誰でも気軽にすばやく投稿、掲載できるという便利さや利点があるが、反面、誤った情報を発信・
受信してしまうという脆弱性も有している。情報技術の進化により、今後ＳＮＳはますます利便性を高め、
その需要も高くなっていくだろうが、人と人をつなぐツールとして、ＳＮＳ上の功罪をしっかり受け止め、
他人のことを慮りながら利用することが、ＳＮＳの時代に生きる私たちに求められていることだと思う。
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「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩ井原推薦
岡山県立矢掛高等学校　藤永　ゆかり

　ＳＮＳ時代と言われている今、多くの人がＳＮＳを利用し情報交換を行っている。私たちはそれらの情報を
ただ見るだけでなく、趣味が合う人たちと会話したり、自分の好きなことを発信したりできる。そのようなＳＮＳ
の利用方法は人によって大きく変わることもあるため、ＳＮＳ時代に必要なものも人それぞれかもしれない。
しかし私の場合、ＳＮＳ時代だからこそ、現実から乖離することなく、現実社会の中でも自分らしくいられる
ことが必要だと考える。
　この考えのきっかけになった出来事がある。高校に入ったある日、「あなたの将来の夢はなんですか？」と
聞かれた。その時自分の夢をはっきりと答えることができなかった。今まで目指していた「小学校の先生」と
いう夢は、何となく違うのではないかと思ってしまった。
　私は、今までいろんなことを経験してきた。様々な習い事にもしてきたし、学校生活では運営委員長や、
生徒会、その他いろいろなボランティアにも参加してきた。それは、活動が楽しく、経験がたくさん積めるか
らだった。
　高校に入り、生徒会やＨＲ委員長、神楽がかりなどを始めた。しかし、自分の夢に自信を失ってからは、
活動する理由は以前と大きく変わってしまった。たくさんの活動に参加し、たくさんの人と関わり、経験を積めば、
いつか自分に一番合っている、「自分らしい夢」が見つかると期待しながら活動をするようになった。
　そう意識をしながら活動する中で、一番自分に合っていると思う活動は神楽がかりだ。神楽がかりは、伝統
文化である備中神楽をたくさんの人に知ってもらうために活動しているグループだ。活動を初めて１年しか
たっていないが、４人だったメンバーが今は15人に増えている。
　神楽がかりの大体の活動は、学校の文化祭や地域のお祭りで舞を披露することだ。地域の人たちが、私たちが
作ったチラシを読んでくれたり、その場で感想やアドバイスをもらえたりすると、とても励みになるし、
頑張ってよかったと心から思える。
　また神楽がかりはＳＮＳ上での活動もしている。例えば、TwitterやInstagramなどＳＮＳを活用し普段の日常
やイベントの感想を投稿している。また６月にはリモートでアメリカの学生と交流を行った。画面越しでの交流
だったが、私たちの活動を通して備中神楽を知ってもらえていることが実感できてとてもうれしかった。
　このように、主な活動は現実世界で、しかしＳＮＳもうまく利用しながら活動の幅を広げていき、たくさん
の人と繋がっていることが身をもって実感できる。それだけでなく、活動の幅が広がって多くの人に発信する
ようになり、メンバーの数が増えても、神楽がかりらしさを無くすことなく、メンバー一人一人が自分らしく
いられる環境を大切にしている。だから神楽がかりをやっていてほんとによかったと思う。
　神楽がかりを含め、様々な活動を１年間以上やってきたが、未だに自分らしい夢は見つかっていない。しか
し、神楽がかりやボランティアなどで活動していく中で歴史に深く興味を持つ自分や、誰かのためになること
をする喜びを感じる自分といった、自分らしさがだんだんわかってきたように感じる。そして徐々に自分らし
い夢を見つけられてきていると思う。今まで辞めたいと思うこともたくさんあった。しかし今は、たくさんの
ことに挑戦してきた自分は間違ってなかったと思える。
　この私の経験を通して、今のＳＮＳ時代には、ＳＮＳの中だけで自分らしさを表現するだけでなく、現実社会
でも自分らしくいられることが必要だと思う。批判の多いこの世の中で自分らしさを貫くことは難しいだろ
う。だからといって挑戦しなければ何も始まらない。またもう一つ大切なことがある。それは自分らしさをた
だ押し付けるだけでなく、相手らしさをしっかりと受け入れることだ。ＳＮＳ上でも、現実社会の中でも、
自分らしさと相手らしさを互いに受け止めることができる。そうすれば、お互いにお互いらしくいられる環境
を作っていけると私は信じている。しかし、この世に生きているすべての人がそれぞれ違った個性や生き方を
持っているため、どうしても分かり合えないこともあるだろう。だからと言ってそこで諦めて突き放すのでは
なく、分かり合えるところを見つける努力をしてみる。そうすれば、特にＳＮＳで問題となっている誹謗中傷
や炎上なども減っていくだろう。そうしてだんだんと生きにくい社会から生きやすい社会に変わってほしい。
　私には、まだまだやってみたいことがたくさんある。挑戦できる多くの機会がある今を無駄にしないように
過ごしたい。そして、いつか本当に自分が目指す夢を見つけてその夢に向かって一生懸命進んでいく。

「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩ防府推薦
野田学園高等学校　嶋谷　美乃莉

　ここ数年でＳＮＳ上は急激に普及した。ＳＮＳは電話や放送より情報を早く収集することができ、災害時な
どの緊急時に素早く情報を発信したり、受信したりできるなど様々なメリットがある。その一方で、四六時中
使用して、依存症になる人もいるなどのデメリットもある。私たちは今、ＳＮＳに囲まれた生活を送ってい
る。ＳＮＳを使用する私たちが、その功罪をしっかり踏まえ、人に対する「優しさ」をもって利用することが
求められていると思う。
　ＳＮＳによる繋がりを考える時、私はまず「人と人との距離の近さ」を思い浮かべる。ＳＮＳは今では世界
中で利用されており、どこにいてもメールを送ったり、電話をすることが可能だ。私がカナダに短期留学をし
た際には、ＳＮＳで家族や友人たちとチャットをしたり、アプリを通じて今自分がどこにいるのかを把握でき
るようにしていた。それだけではなく、ＳＮＳ上では、共通の趣味をもった人と仲良くなることもできる。私
にも共通のグループがきっかけとなり、仲良くなった友達がいる。ＳＮＳの普及・発展により、近くにいなく
ても、たとえ遠く離れていても、普段と変わらぬように容易に家族や仲間と連絡を取り合うことができる。こ
のように互いの距離を感じさせないのが、ＳＮＳの特徴であり、多くの人に利用される理由なのではないかと
思う。
　現在、新型コロナウイルスが蔓延している中、私たちには大きな行動制限が強いられている。実際、学校や
会社などでは、オンライン授業やテレワークといった取組がなされており、３密を避けるという観点からする
と、非常に功を奏していると言える。しかし、こうした取組では、発信者側が伝えたい内容を発信できても、
受信する側の反応が分かりづらく、発信側も受信側も双方とも、自分の考えを発信するのが容易ではない面が
ある。私も、学校の休校時に行われたオンライン授業で、自分が発表した後に他の人がどう思っているのか分
かりづらく、聴く側の反応が得られにくい状況で、どうすれば自分の考えを的確に人に伝えることができるか
と、ずいぶん苦労をした。互いの顔が映し出されている対面型のコミュニケーションでさえこうであれば、画
像や文字上でのやりとりが中心となっているＳＮＳでは、なおさら、自分の表現したいことや言いたいことが
うまく伝わらず、相手に誤解を与えたり、場合によっては、相手の気持ちを傷つけてしまうようなことも起こ
りうる。後先考えずに、LINEで衝動的に発信した一言が、友達関係を悪くするというのはよく耳にする話だ。
不用意に発信するのではなく、受け取る側が自分の意図を正確に理解してくれるかどうか、相手の立場に立っ
て考え、慎重に発信することが必要だ。また、一方でＳＮＳは、誤った情報を受け取りやすいというデメリッ
トもある。ＳＮＳ上の情報を鵜呑みにして、簡単に「いいね」したり、リツイートするのは危険だ。時間がか
かっても、自分の手で調べ、情報の真贋を見極めることが大切だと思う。
　ＳＮＳのような情報メディアの世界は、利便性を求めて絶えず進化を続けている。しかし、利便性ばかりに
目を向けていると、見落としてしまうものがある。例えば、普段は車で行くところを、時間をかけて歩いて行
くことで、路上に小さな花が咲いているのを見つけたり、いつの間にか新しい店舗が建っているのに気づくこ
とがあるように。ＳＮＳが普及したお陰で確かに便利になった。今では、手紙や年賀状を出す代わりに、これ
らをＳＮＳ上のやり取りで簡単に済ますこともできる。しかし、友達から郵送されてきた１枚の年賀状を見て
気づいたことがある。友からの年賀状には、写真や手書きのメッセージが添えられており、私のために時間を
かけて丹精込めて年賀状を作ってくれたことがわかり、友達の私に対する「思い」や「温もり」が感じられ
た。人と人が繋がる上で大切なことは、相手を慮かる「優しさ」だと気づかされた。たとえ、紙媒体からＳＮＳへ
と伝達手段が変わり、利便性が高まろうとも、この点は見落としてはならないと思う。
　ＳＮＳ上は誰でも気軽にすばやく投稿、掲載できるという便利さや利点があるが、反面、誤った情報を発信・
受信してしまうという脆弱性も有している。情報技術の進化により、今後ＳＮＳはますます利便性を高め、
その需要も高くなっていくだろうが、人と人をつなぐツールとして、ＳＮＳ上の功罪をしっかり受け止め、
他人のことを慮りながら利用することが、ＳＮＳの時代に生きる私たちに求められていることだと思う。
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ＳＩいしづち推薦
愛媛県立小松高等学校　髙橋　彩美

　私は、ＳＮＳを幸せな道具にするためには相手の気持ちを考えて、責任感を持ち、使い方を見直すことが必
要だと考える。
　なぜなら、相手の気持ちを考えて責任感を持ち使い方を見直すとＳＮＳでのいじめや誹謗中傷やネットで
の犯罪などがきっかけで苦しむ人や自ら命を絶つ人が減ると考えるからだ。
　インターネットは人それぞれの様々な使い方がある。例えば、授業で分からない言葉や内容が理解できな
かった時に、インターネットで調べて勉強することができる。私もテスト勉強や復習や予習の時に使ってい
る。もちろん日常生活を送る上でも、初めて聞く言葉や疑問も、好きなアーティストや行きたいお店の情報
もＳＮＳを使って調べることで、難なく情報を手に入れることができる。
　また、ＳＮＳで活動して収入を得て生活をしている人や夢を叶えるために使っている人もいれば、ＳＮＳ
で世界中の人とつながっている人もいる。このように、ＳＮＳはとても便利なものだ。これらの内容だけを
見るとＳＮＳは便利で幸せな道具と多くの人が錯覚してしまう。しかし、これは表の部分だけで実際はたく
さんの問題が存在する。
　一つ目は、LINEのグループで仲間はずれにされたり、悪口を書かれたりするなどのＳＮＳを使ったいじ
めだ。ＳＮＳを使ったいじめは、直接的ないじめと違って目に見えにくく、周りが気づきにくい場合が多
い。
　二つ目は、ＳＮＳでアップした行動が炎上してしまうことだ。これは有名人だけの問題ではない。自分で
ＳＮＳに投稿していなくても、友達やそれを見ていた人が、してはいけない行動の様子を撮影し、ＳＮＳに
アップしたことで炎上してしまう事件が多く起きている。一度ネット上で公開されてしまった内容を完全に
削除することは難しく、その後の人生にも影響を及ぼすかもしれない。
　三つ目は、ＳＮＳアカウントの乗っ取りだ。これは、アカウントが乗っ取られて詐欺に利用されたり、盗
撮や盗聴をされたりする可能性があり、近年大きな問題になっている。
　このように、ＳＮＳにはたくさんの問題が存在し、これらの問題で苦しんでいる人や自ら命を絶つ人が大勢
いるという悲しい事実がある。そして、私たちは、その被害者や加害者にいつでもなり得るということを忘
れてはならない。特に問題なのはＳＮＳが進化し続ける一方で、問題点が年々増え、ＳＮＳがきっかけで悩
み苦しんでいる人、自ら命を絶つ人が世界全体で増えていることだ。このような問題がある限り、ＳＮＳを
幸せな道具にすることはできないだろう。なぜ、ＳＮＳが進化しているのにも関わらず、問題点は年々深刻
化しているのだろうか。また、ＳＮＳに必要なものとは何だろうか。これはどちらも、ＳＮＳを使う人の責任
感の問題だと考える。
　昔は、高校生や大人になってからスマートフォンを持つという人がほとんどだったが、現代では、小学生
からスマートフォンを使っているという人が増加した。そして、ＳＮＳがきっかけで苦しんでいる人も未成
年に多いというのも事実である。これは、未成年者がＳＮＳの正しい使い方、怖さを知らないまま使用して
いるからだと考えられる。未成年者の問題を減らすためには、保護者がしっかりと正しい使い方と怖さを教
える必要がある。家庭内でも使っていい時間を決めるなどルールを作るといいのではないだろうか。また、
ＳＮＳを使う人は、ひとつひとつの行動や言動に責任感を持ち、相手がどう思うか、投稿をする前に公開し
ても大丈夫かどうか考えてみてほしい。ひとりひとりの責任感を持った行動と、自分の行動や言動を振り返
る時間を持つという少しの心がけだけで、苦しむ人を世界からゼロにすることは難しくても、減らすことは
できるはずだ。これは、ＳＮＳを幸せな道具とするために必要なことだ。
　ＳＮＳ上はもともと、人と人が世界中でコミュニケーションをとるために作られたものだ。これを、人を
傷つける道具に使ってはいけない。ＳＮＳを幸せな道具として未来に残していくためには、ひとりひとりが
行動を見直す必要がある。そして、ＳＮＳについて正しく知り、上手く付き合っていくことが大切だ。

ＳＩ今治推薦
愛媛県立今治西高等学校　長谷川　怜子

　私たち女子高生にとって、ＳＮＳは、すでに生活の一部となっている。インスタグラム、LINE、
Twitter...、これらはほとんどの高校生のスマートフォンにインストールされているのではないか。21世紀を
生きる私たちは、そこから流行を知ったり新しい友人を見つけたりしている。それを可能にしているのは、
ＳＮＳの有する「つなぐ」能力である。ＳＮＳは人と人とをつなぐ。人と情報をつなぐ。思い出と思い出を
つなぐことも、思いと人をつなぐこともできる。しかし、ＳＮＳは人と犯罪とをつなぐことがある。悪意と
悪意をつなぐことも、危険とつなぐこともある。ＳＮＳの「つなぐ」能力は、私たちにあらゆる可能性を与
えるのだ。
　私も、インスタグラムやLINEを使用している。必要不可欠だとまでは思わないが、どちらも非常に便利
なものである。しかし私は、自分の友人を含めた身の回りにいる高校生の、ＳＮＳに対する警戒心のなさと
過信に、これでいいのかと考え込んでしまうことが度々ある。女子高校生の中には、インスタグラムへの投稿が
日課のようになっている人も多い。友達と行ったカフェ、学校からの帰り道の様子など、思いついたらすぐ
に投稿する。その写真には、制服姿でピースサインをしている友達の姿や自宅の近くの店などが写ってい
る。危険である。軽い気持ちで投稿した写真は、学校や通学路、ひいては自分や友人の名前や住所まで読み
取られ、ひどい場合は犯罪につながる可能性を含んでいる。もちろん、この危険性は高校生ならだれでも
知っているはずのものだ。私の学校でも、ＳＮＳの使い方やその危険性についての講座を開いたり、情報モ
ラルとマナーについてのビデオを見て考える機会を設けたりしている。つまり、皆その危険性を理解してい
ながらも、どこかで自分は大丈夫だと過信しているのだ。ＳＮＳに対する過信は、別の場面でも見られる。
友達が「Ａちゃんにインスタグラムのフォローを外されていたので、もう友達でいるのをやめよう。」など
と言うとき、私はとても怖くなる。インスタグラムのつながり＝人間同士のつながりなのか。もしそうだと
すれば、それは本当のつながりなのか。私はそうは思わない。ＳＮＳ上では情報の一面しか見えないことが
多い。それに踊らされているうちは、表面上の関係しか成り立っていないのだ。そして、その関係は、私た
ちが考えているものよりもずっともろい。しかし、ＳＮＳの情報を、そこでのつながりを、私たち女子高校
生は過信している。そして、恐ろしいことに、その過信に気付いている高校生は決して多くはない。
　プロレスラーの木村花さんが、インターネット上での誹謗中傷が原因で命を絶ってしまってからもう一年
がたった。誹謗中傷していた人たちのほとんどは、木村さんが傷つくことを考えなかったという。その中には、
「自分が正しいと思ったので、思ったことをそのまま書いた。」という意見があった。私はそのインタ
ビュー記事を読んで、やはり過信していると感じた。まさに自分の正義感への過信である。それは時に人の
命を奪うことも可能にするのだと気づいたとき、あまりの恐ろしさに鳥肌が立った。
　こうしたさまざまな危険が潜むＳＮＳ時代に生きる私たちには、想像力が必要である。それも、自分の日
頃の考えを一歩越えた想像力だ。ＳＮＳでは、ネットの向こう側にいる人の顔が見えない。触れることもで
きない。だから私たちは、自分の発するメッセージを受け取るのが生身の人間であることを忘れてしまう。
そして、自分の情報を簡単に発信してしまったり、言葉の凶器を使ったりしてしまうのだ。向こう側にいる
のは、自分と同じ生身の人間であることを決して忘れてはいけない。自分の発した情報で、泣いている人が
いるかもしれない。その情報を犯罪に使おうとする人がいるかもしれない。そして、命を絶ってしまう人も
いるかもしれない。もしその人が目の前にいたとしても、自分はこのメッセージを発することができるの
か、投稿する前に一度考える必要がある。それができるようになるためには、自分とは違う考え方に積極的
に触れると良い。例えば、私たち高校生なら、教室で毎日顔を合わせる友達と気になるニュースについて話
し合ってみたり、人間関係の悩みを親や先生に打ち明けたりするだけでも良い。面と向かって他者と話すこ
とで、自分とは違う考え方を簡単に知ることができる。自分が当たり前だと思っていることや一時の感情を
過信せず、想像力を働かせることが大切だ。世界中のどこかにいる、ＳＮＳを利用する人は皆、命ある人
間、自分と同じ一人の人間であるということを忘れなければ、思いやれるはずである。ＳＮＳは、人を笑顔
にすることもできる。よくも悪くも変幻自在なのだ。ＳＮＳを人の命までも奪う凶器としてしまうか、日常
をさらに良くするツールとして使うかは、私たちの想像力にかかっている。
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ＳＩいしづち推薦
愛媛県立小松高等学校　髙橋　彩美

　私は、ＳＮＳを幸せな道具にするためには相手の気持ちを考えて、責任感を持ち、使い方を見直すことが必
要だと考える。
　なぜなら、相手の気持ちを考えて責任感を持ち使い方を見直すとＳＮＳでのいじめや誹謗中傷やネットで
の犯罪などがきっかけで苦しむ人や自ら命を絶つ人が減ると考えるからだ。
　インターネットは人それぞれの様々な使い方がある。例えば、授業で分からない言葉や内容が理解できな
かった時に、インターネットで調べて勉強することができる。私もテスト勉強や復習や予習の時に使ってい
る。もちろん日常生活を送る上でも、初めて聞く言葉や疑問も、好きなアーティストや行きたいお店の情報
もＳＮＳを使って調べることで、難なく情報を手に入れることができる。
　また、ＳＮＳで活動して収入を得て生活をしている人や夢を叶えるために使っている人もいれば、ＳＮＳ
で世界中の人とつながっている人もいる。このように、ＳＮＳはとても便利なものだ。これらの内容だけを
見るとＳＮＳは便利で幸せな道具と多くの人が錯覚してしまう。しかし、これは表の部分だけで実際はたく
さんの問題が存在する。
　一つ目は、LINEのグループで仲間はずれにされたり、悪口を書かれたりするなどのＳＮＳを使ったいじ
めだ。ＳＮＳを使ったいじめは、直接的ないじめと違って目に見えにくく、周りが気づきにくい場合が多
い。
　二つ目は、ＳＮＳでアップした行動が炎上してしまうことだ。これは有名人だけの問題ではない。自分で
ＳＮＳに投稿していなくても、友達やそれを見ていた人が、してはいけない行動の様子を撮影し、ＳＮＳに
アップしたことで炎上してしまう事件が多く起きている。一度ネット上で公開されてしまった内容を完全に
削除することは難しく、その後の人生にも影響を及ぼすかもしれない。
　三つ目は、ＳＮＳアカウントの乗っ取りだ。これは、アカウントが乗っ取られて詐欺に利用されたり、盗
撮や盗聴をされたりする可能性があり、近年大きな問題になっている。
　このように、ＳＮＳにはたくさんの問題が存在し、これらの問題で苦しんでいる人や自ら命を絶つ人が大勢
いるという悲しい事実がある。そして、私たちは、その被害者や加害者にいつでもなり得るということを忘
れてはならない。特に問題なのはＳＮＳが進化し続ける一方で、問題点が年々増え、ＳＮＳがきっかけで悩
み苦しんでいる人、自ら命を絶つ人が世界全体で増えていることだ。このような問題がある限り、ＳＮＳを
幸せな道具にすることはできないだろう。なぜ、ＳＮＳが進化しているのにも関わらず、問題点は年々深刻
化しているのだろうか。また、ＳＮＳに必要なものとは何だろうか。これはどちらも、ＳＮＳを使う人の責任
感の問題だと考える。
　昔は、高校生や大人になってからスマートフォンを持つという人がほとんどだったが、現代では、小学生
からスマートフォンを使っているという人が増加した。そして、ＳＮＳがきっかけで苦しんでいる人も未成
年に多いというのも事実である。これは、未成年者がＳＮＳの正しい使い方、怖さを知らないまま使用して
いるからだと考えられる。未成年者の問題を減らすためには、保護者がしっかりと正しい使い方と怖さを教
える必要がある。家庭内でも使っていい時間を決めるなどルールを作るといいのではないだろうか。また、
ＳＮＳを使う人は、ひとつひとつの行動や言動に責任感を持ち、相手がどう思うか、投稿をする前に公開し
ても大丈夫かどうか考えてみてほしい。ひとりひとりの責任感を持った行動と、自分の行動や言動を振り返
る時間を持つという少しの心がけだけで、苦しむ人を世界からゼロにすることは難しくても、減らすことは
できるはずだ。これは、ＳＮＳを幸せな道具とするために必要なことだ。
　ＳＮＳ上はもともと、人と人が世界中でコミュニケーションをとるために作られたものだ。これを、人を
傷つける道具に使ってはいけない。ＳＮＳを幸せな道具として未来に残していくためには、ひとりひとりが
行動を見直す必要がある。そして、ＳＮＳについて正しく知り、上手く付き合っていくことが大切だ。

ＳＩ今治推薦
愛媛県立今治西高等学校　長谷川　怜子

　私たち女子高生にとって、ＳＮＳは、すでに生活の一部となっている。インスタグラム、LINE、
Twitter...、これらはほとんどの高校生のスマートフォンにインストールされているのではないか。21世紀を
生きる私たちは、そこから流行を知ったり新しい友人を見つけたりしている。それを可能にしているのは、
ＳＮＳの有する「つなぐ」能力である。ＳＮＳは人と人とをつなぐ。人と情報をつなぐ。思い出と思い出を
つなぐことも、思いと人をつなぐこともできる。しかし、ＳＮＳは人と犯罪とをつなぐことがある。悪意と
悪意をつなぐことも、危険とつなぐこともある。ＳＮＳの「つなぐ」能力は、私たちにあらゆる可能性を与
えるのだ。
　私も、インスタグラムやLINEを使用している。必要不可欠だとまでは思わないが、どちらも非常に便利
なものである。しかし私は、自分の友人を含めた身の回りにいる高校生の、ＳＮＳに対する警戒心のなさと
過信に、これでいいのかと考え込んでしまうことが度々ある。女子高校生の中には、インスタグラムへの投稿が
日課のようになっている人も多い。友達と行ったカフェ、学校からの帰り道の様子など、思いついたらすぐ
に投稿する。その写真には、制服姿でピースサインをしている友達の姿や自宅の近くの店などが写ってい
る。危険である。軽い気持ちで投稿した写真は、学校や通学路、ひいては自分や友人の名前や住所まで読み
取られ、ひどい場合は犯罪につながる可能性を含んでいる。もちろん、この危険性は高校生ならだれでも
知っているはずのものだ。私の学校でも、ＳＮＳの使い方やその危険性についての講座を開いたり、情報モ
ラルとマナーについてのビデオを見て考える機会を設けたりしている。つまり、皆その危険性を理解してい
ながらも、どこかで自分は大丈夫だと過信しているのだ。ＳＮＳに対する過信は、別の場面でも見られる。
友達が「Ａちゃんにインスタグラムのフォローを外されていたので、もう友達でいるのをやめよう。」など
と言うとき、私はとても怖くなる。インスタグラムのつながり＝人間同士のつながりなのか。もしそうだと
すれば、それは本当のつながりなのか。私はそうは思わない。ＳＮＳ上では情報の一面しか見えないことが
多い。それに踊らされているうちは、表面上の関係しか成り立っていないのだ。そして、その関係は、私た
ちが考えているものよりもずっともろい。しかし、ＳＮＳの情報を、そこでのつながりを、私たち女子高校
生は過信している。そして、恐ろしいことに、その過信に気付いている高校生は決して多くはない。
　プロレスラーの木村花さんが、インターネット上での誹謗中傷が原因で命を絶ってしまってからもう一年
がたった。誹謗中傷していた人たちのほとんどは、木村さんが傷つくことを考えなかったという。その中には、
「自分が正しいと思ったので、思ったことをそのまま書いた。」という意見があった。私はそのインタ
ビュー記事を読んで、やはり過信していると感じた。まさに自分の正義感への過信である。それは時に人の
命を奪うことも可能にするのだと気づいたとき、あまりの恐ろしさに鳥肌が立った。
　こうしたさまざまな危険が潜むＳＮＳ時代に生きる私たちには、想像力が必要である。それも、自分の日
頃の考えを一歩越えた想像力だ。ＳＮＳでは、ネットの向こう側にいる人の顔が見えない。触れることもで
きない。だから私たちは、自分の発するメッセージを受け取るのが生身の人間であることを忘れてしまう。
そして、自分の情報を簡単に発信してしまったり、言葉の凶器を使ったりしてしまうのだ。向こう側にいる
のは、自分と同じ生身の人間であることを決して忘れてはいけない。自分の発した情報で、泣いている人が
いるかもしれない。その情報を犯罪に使おうとする人がいるかもしれない。そして、命を絶ってしまう人も
いるかもしれない。もしその人が目の前にいたとしても、自分はこのメッセージを発することができるの
か、投稿する前に一度考える必要がある。それができるようになるためには、自分とは違う考え方に積極的
に触れると良い。例えば、私たち高校生なら、教室で毎日顔を合わせる友達と気になるニュースについて話
し合ってみたり、人間関係の悩みを親や先生に打ち明けたりするだけでも良い。面と向かって他者と話すこ
とで、自分とは違う考え方を簡単に知ることができる。自分が当たり前だと思っていることや一時の感情を
過信せず、想像力を働かせることが大切だ。世界中のどこかにいる、ＳＮＳを利用する人は皆、命ある人
間、自分と同じ一人の人間であるということを忘れなければ、思いやれるはずである。ＳＮＳは、人を笑顔
にすることもできる。よくも悪くも変幻自在なのだ。ＳＮＳを人の命までも奪う凶器としてしまうか、日常
をさらに良くするツールとして使うかは、私たちの想像力にかかっている。
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「ＳＮＳと共生するために」

ＳＩ岩国推薦
学校法人 高水学園 高水高等学校　村上　翼紗

　ＳＮＳを使えば、今や友達だけでなく芸能人や海外の人々とまでつながることができる。「世界とつながる」
という言葉は、一見すると聞こえの良い言葉だが、ＳＮＳの使い方を間違えると、恐ろしい言葉に変わって
しまう。自分の意志に関係なく、誰とでもつながることができるからこそ危険なのである。ＳＮＳは私たち
の日々の生活において欠かせないものとなっている。近年、ＳＮＳの使用率は年々増加しつつあり、特に10代
や20代の使用率が高い。また新型コロナウイルスの影響により家で過ごすことも増え、ＳＮＳを利用するこ
とがさらに多くなった。ＳＮＳはデジタル化が進むにつれて発展してきたが、現在では、ＳＮＳはただの連絡
手段ではなく、欲しい情報の入手や他人との交流など多くの用途に利用できるようになっている。それによ
り私たちにとってＳＮＳは必要不可欠なものとなってしまったが、その一方で、ＳＮＳにおける危険性もさ
らに大きくなっている。
　まず、最近よく話題になっているように、ＳＮＳには個人情報が流出してしまうという危険性がある。ＳＮＳ
上には毎日のようにその日のニュースやきれいな景色の写真、個人的なことなど様々なことを発信している
人が多くいる。「多くの人と交流したい」「自分のことをもっと発信したい」という思いがあるのだろう。
写真などから個人情報が分かってしまうことがあり大変危険だが、写真を加工するなどの作業を行い個人情報
が特定されないようにする人もいる。危険性を理解して対策すれば問題ないのだが、注意しなければいけな
いのは「友達とだけ情報共有をする」という目的でＳＮＳを利用している人ではないだろうか。「友達しか
見ないから」という思いがあり、ＳＮＳのプロフィールに本名や出身地や誕生日などの個人情報を公開する
人がいる。その情報はＳＮＳを利用している時点で世界中に発信されているのである。しかし、そのことを
意識せず自分自身について発信していくと、知らない間に個人情報が流出し、いつ特定されるか分からない
のだ。実際、個人情報を流したという心当たりがないにもかかわらず、ＳＮＳから住所を特定され、ストー
カー行為をされたという事例もある。したがって、「それなりに気を付けているから私は大丈夫だろう」と
いう甘い考えでＳＮＳを利用することは危険である。一人一人がきちんとした対策を考え、ＳＮＳ利用者と
しての意識をもっと高めなければならない。
　次に、ＳＮＳにおける個人情報の扱いと同じくらい問題だと感じるのが、ＳＮＳ上での「いじめ」や「誹
謗中傷」である。誹謗中傷により芸能人が命を絶ったという事件も起きている。最近、ＳＮＳ上でよく見か
けるようになった「質問箱」というものがあるが、この使い方にも注意が必要である。ＳＮＳの自分のアカ
ウントに「質問箱」を設置することで、ＳＮＳを利用する人がその人に質問できるという機能である。一見
面白い機能のように思うが、この質問箱には注意すべき点がある。それは匿名で質問を送ることができると
いう点だ。つまり、誰がその質問を送ったのかがわからないのである。さらに、その質問に対する回答は質
問をした人だけでなく他の人にまで公開される。その人のことを「もっと知りたい、教えてほしい」と純粋
な気持ちで送る質問は問題ないのかもしれないが、匿名であることを利用して、そこにその人の悪口を書き
込む人もいる。誰か一人がそれをしてしまうと、「この人も書いているのだから少しくらいいいだろう」と
他の人も書き込んでいってしまい、これが広がっていけば「いじめ」や「誹謗中傷」につながっていく。気
軽に使える「質問箱」という機能は使い方を間違えると取り返しのつかないことになってしまいかねないの
だ。
　ＳＮＳを利用しないというのが一番安全なのかもしれない。しかし、今やＳＮＳはプライベートだけでな
く、学校や仕事でも便利なツールとして使われるようになり、今後はそれを利用することは避けられないだ
ろう。だからこそ、ＳＮＳを利用する一人一人が、ＳＮＳ上での自分自身の事だけでなく他人の事について
も考え、「世界とつながっている」という感覚を持たなければいけない。

ＳＩいつくしま推薦
山陽女学園中等部・高等部　森原　茉優

　インターネットやＳＮＳは、今や私たちの生活になくてはならないものとなっている。店に出向かなくても欲し
いものが手に入ったり、辞書を使わなくても知らない言葉や漢字を調べることができたりと、生活を便利で豊か
なものにしてくれる。しかし、そうした便利なものである反面、扱い方によっては事件に巻きこまれる可能性を
持っている。また、被害者になるだけではなく、加害者になってしまう可能性もある。では、ＳＮＳの流行の中心
にいる、私たち女子高生の「ＳＮＳ時代に必要なもの」とは何なのだろうか。
　まず、私たち女子高生にとって、ＳＮＳのメリットとはどのようなことがあるか考えた。
　一つ目に、遠くにいても、話したいと思ったときにいつでもすぐに連絡がとれるという点がある。これは例え
ば、引っ越した友達ともいつでも連絡がとれたり、会ったことがない人と趣味の話をすることができたりする。
　二つ目に、欲しい情報が自分の欲しいだけ簡単に手に入るという点だ。様々なアカウントで溢れかえるＳＮＳ
では、ある分野おいてとても詳しく書かれたものや分かりやすくまとめられたものがあり、私たちが知りたいこと
を簡単に教えてくれる。
　三つ目は、拡散力があるという点だ。多くの人がつながり合っているＳＮＳは、一人の投稿が多くの人に次々と
広まっていく特徴がある。話題になっていること、知ってほしいことをすぐに共有することができるのだ。
　しかし、これらのメリットがデメリットに変わりかねないのがＳＮＳの恐ろしいところだ。
　一つ目の遠くの友達とつながることができるメリットも、知り合い同士とは言っても、お互いの表情が見えない
ため、文章のニュアンスが伝わりにくく、自分が冗談で言ったつもりでも、相手は真に受けてしまい、関係が悪く
なる場合もある。だからこそ、知らない人とでもすぐにつながることができるということも、相手が実際はどんな
人なのか、何をしている人なのか、どういう考え方の人なのかは分からないからトラブルも多く、事件となること
さえある。
　二つ目の欲しい情報がすぐに手に入るというメリットは、確かに簡単に情報は手に入るが、その情報がすべて
真実というわけではないというデメリットがある。情報を受けて、それが真実かどうか慎重に見極めなければな
らない。
　三つ目の、拡散力があるというメリットも、二つ目と同じように、たくさん拡散されている投稿が、絶対に正し
いとは限らない。例えばＳＮＳで、嘘の情報を投稿してそれが大きく拡散され、それを見た人たちが信用してし
まい、混乱が起こることがある。
　このように、ＳＮＳにはとても便利な面があるが、同時にそれが悪い面になりうるのだ。
　もう子どもではないけれど、まだ大人にはなりきれない私たちに、できることは何だろうか。私たちがＳＮＳと
上手く付き合っていくのに必要なことは何だろうか。
　私は、送る側の配慮と受け取る側の知識が大切だと思う。送る時には、もう一度見直して、相手を不快にさせ
そうな部分はないか、よく確認してみる。受け取る時には、相手の気持ちを読み取る努力をしてみる。それでも
理解できなければ、相手にどういう意図で送ったのか質問してみる。このような互いの努力があれば上手く通じ
合う会話ができるのではないだろうか。
　被害者にも加害者にもならないためにはどうするべきなのか。万が一なってしまった場合、どう対処するべき
なのか。「子どもだから知らなかった」は通用しないのだ。「子ども」でも「大人」でもなく、「私」という個人
として、情報を正しく取捨選択しなくてはならない。ＳＮＳには膨大な量の情報が毎日流れてくる。それらの真偽
を、私たちは、見極められるようにならなければならないのだ。そのためには、判断の基準となる知識を受け取る
側の私たちが持たなくてはならないのだ。
　これから技術はどんどん進歩していく。そして、その進歩していくＳＮＳを中心で動かしていくのは、私たちな
のだ。進んでいくＳＮＳの技術と、上手く付き合っていくのか、それとも、正しい技術を身に付けないまま付き
合っていくのかは、使っている私たち次第だ。自分がＳＮＳをどのように使っているか、正しい使い方ができてい
るのか、今一度、見直してみる必要がある。
　私は、絵や物語などの作品をＳＮＳに投稿することがある。ＳＮＳは見た人から反応やアドバイスを貰えるい
い場だと思う。また、拡散力を活かしてヒロシマの平和への運動を知ってもらうこともできる。このように、夢を
叶えるために使ったり平和を実現するために使ったりと、ＳＮＳの可能性は無限大だ。
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「ＳＮＳと共生するために」

ＳＩ岩国推薦
学校法人 高水学園 高水高等学校　村上　翼紗

　ＳＮＳを使えば、今や友達だけでなく芸能人や海外の人々とまでつながることができる。「世界とつながる」
という言葉は、一見すると聞こえの良い言葉だが、ＳＮＳの使い方を間違えると、恐ろしい言葉に変わって
しまう。自分の意志に関係なく、誰とでもつながることができるからこそ危険なのである。ＳＮＳは私たち
の日々の生活において欠かせないものとなっている。近年、ＳＮＳの使用率は年々増加しつつあり、特に10代
や20代の使用率が高い。また新型コロナウイルスの影響により家で過ごすことも増え、ＳＮＳを利用するこ
とがさらに多くなった。ＳＮＳはデジタル化が進むにつれて発展してきたが、現在では、ＳＮＳはただの連絡
手段ではなく、欲しい情報の入手や他人との交流など多くの用途に利用できるようになっている。それによ
り私たちにとってＳＮＳは必要不可欠なものとなってしまったが、その一方で、ＳＮＳにおける危険性もさ
らに大きくなっている。
　まず、最近よく話題になっているように、ＳＮＳには個人情報が流出してしまうという危険性がある。ＳＮＳ
上には毎日のようにその日のニュースやきれいな景色の写真、個人的なことなど様々なことを発信している
人が多くいる。「多くの人と交流したい」「自分のことをもっと発信したい」という思いがあるのだろう。
写真などから個人情報が分かってしまうことがあり大変危険だが、写真を加工するなどの作業を行い個人情報
が特定されないようにする人もいる。危険性を理解して対策すれば問題ないのだが、注意しなければいけな
いのは「友達とだけ情報共有をする」という目的でＳＮＳを利用している人ではないだろうか。「友達しか
見ないから」という思いがあり、ＳＮＳのプロフィールに本名や出身地や誕生日などの個人情報を公開する
人がいる。その情報はＳＮＳを利用している時点で世界中に発信されているのである。しかし、そのことを
意識せず自分自身について発信していくと、知らない間に個人情報が流出し、いつ特定されるか分からない
のだ。実際、個人情報を流したという心当たりがないにもかかわらず、ＳＮＳから住所を特定され、ストー
カー行為をされたという事例もある。したがって、「それなりに気を付けているから私は大丈夫だろう」と
いう甘い考えでＳＮＳを利用することは危険である。一人一人がきちんとした対策を考え、ＳＮＳ利用者と
しての意識をもっと高めなければならない。
　次に、ＳＮＳにおける個人情報の扱いと同じくらい問題だと感じるのが、ＳＮＳ上での「いじめ」や「誹
謗中傷」である。誹謗中傷により芸能人が命を絶ったという事件も起きている。最近、ＳＮＳ上でよく見か
けるようになった「質問箱」というものがあるが、この使い方にも注意が必要である。ＳＮＳの自分のアカ
ウントに「質問箱」を設置することで、ＳＮＳを利用する人がその人に質問できるという機能である。一見
面白い機能のように思うが、この質問箱には注意すべき点がある。それは匿名で質問を送ることができると
いう点だ。つまり、誰がその質問を送ったのかがわからないのである。さらに、その質問に対する回答は質
問をした人だけでなく他の人にまで公開される。その人のことを「もっと知りたい、教えてほしい」と純粋
な気持ちで送る質問は問題ないのかもしれないが、匿名であることを利用して、そこにその人の悪口を書き
込む人もいる。誰か一人がそれをしてしまうと、「この人も書いているのだから少しくらいいいだろう」と
他の人も書き込んでいってしまい、これが広がっていけば「いじめ」や「誹謗中傷」につながっていく。気
軽に使える「質問箱」という機能は使い方を間違えると取り返しのつかないことになってしまいかねないの
だ。
　ＳＮＳを利用しないというのが一番安全なのかもしれない。しかし、今やＳＮＳはプライベートだけでな
く、学校や仕事でも便利なツールとして使われるようになり、今後はそれを利用することは避けられないだ
ろう。だからこそ、ＳＮＳを利用する一人一人が、ＳＮＳ上での自分自身の事だけでなく他人の事について
も考え、「世界とつながっている」という感覚を持たなければいけない。

ＳＩいつくしま推薦
山陽女学園中等部・高等部　森原　茉優

　インターネットやＳＮＳは、今や私たちの生活になくてはならないものとなっている。店に出向かなくても欲し
いものが手に入ったり、辞書を使わなくても知らない言葉や漢字を調べることができたりと、生活を便利で豊か
なものにしてくれる。しかし、そうした便利なものである反面、扱い方によっては事件に巻きこまれる可能性を
持っている。また、被害者になるだけではなく、加害者になってしまう可能性もある。では、ＳＮＳの流行の中心
にいる、私たち女子高生の「ＳＮＳ時代に必要なもの」とは何なのだろうか。
　まず、私たち女子高生にとって、ＳＮＳのメリットとはどのようなことがあるか考えた。
　一つ目に、遠くにいても、話したいと思ったときにいつでもすぐに連絡がとれるという点がある。これは例え
ば、引っ越した友達ともいつでも連絡がとれたり、会ったことがない人と趣味の話をすることができたりする。
　二つ目に、欲しい情報が自分の欲しいだけ簡単に手に入るという点だ。様々なアカウントで溢れかえるＳＮＳ
では、ある分野おいてとても詳しく書かれたものや分かりやすくまとめられたものがあり、私たちが知りたいこと
を簡単に教えてくれる。
　三つ目は、拡散力があるという点だ。多くの人がつながり合っているＳＮＳは、一人の投稿が多くの人に次々と
広まっていく特徴がある。話題になっていること、知ってほしいことをすぐに共有することができるのだ。
　しかし、これらのメリットがデメリットに変わりかねないのがＳＮＳの恐ろしいところだ。
　一つ目の遠くの友達とつながることができるメリットも、知り合い同士とは言っても、お互いの表情が見えない
ため、文章のニュアンスが伝わりにくく、自分が冗談で言ったつもりでも、相手は真に受けてしまい、関係が悪く
なる場合もある。だからこそ、知らない人とでもすぐにつながることができるということも、相手が実際はどんな
人なのか、何をしている人なのか、どういう考え方の人なのかは分からないからトラブルも多く、事件となること
さえある。
　二つ目の欲しい情報がすぐに手に入るというメリットは、確かに簡単に情報は手に入るが、その情報がすべて
真実というわけではないというデメリットがある。情報を受けて、それが真実かどうか慎重に見極めなければな
らない。
　三つ目の、拡散力があるというメリットも、二つ目と同じように、たくさん拡散されている投稿が、絶対に正し
いとは限らない。例えばＳＮＳで、嘘の情報を投稿してそれが大きく拡散され、それを見た人たちが信用してし
まい、混乱が起こることがある。
　このように、ＳＮＳにはとても便利な面があるが、同時にそれが悪い面になりうるのだ。
　もう子どもではないけれど、まだ大人にはなりきれない私たちに、できることは何だろうか。私たちがＳＮＳと
上手く付き合っていくのに必要なことは何だろうか。
　私は、送る側の配慮と受け取る側の知識が大切だと思う。送る時には、もう一度見直して、相手を不快にさせ
そうな部分はないか、よく確認してみる。受け取る時には、相手の気持ちを読み取る努力をしてみる。それでも
理解できなければ、相手にどういう意図で送ったのか質問してみる。このような互いの努力があれば上手く通じ
合う会話ができるのではないだろうか。
　被害者にも加害者にもならないためにはどうするべきなのか。万が一なってしまった場合、どう対処するべき
なのか。「子どもだから知らなかった」は通用しないのだ。「子ども」でも「大人」でもなく、「私」という個人
として、情報を正しく取捨選択しなくてはならない。ＳＮＳには膨大な量の情報が毎日流れてくる。それらの真偽
を、私たちは、見極められるようにならなければならないのだ。そのためには、判断の基準となる知識を受け取る
側の私たちが持たなくてはならないのだ。
　これから技術はどんどん進歩していく。そして、その進歩していくＳＮＳを中心で動かしていくのは、私たちな
のだ。進んでいくＳＮＳの技術と、上手く付き合っていくのか、それとも、正しい技術を身に付けないまま付き
合っていくのかは、使っている私たち次第だ。自分がＳＮＳをどのように使っているか、正しい使い方ができてい
るのか、今一度、見直してみる必要がある。
　私は、絵や物語などの作品をＳＮＳに投稿することがある。ＳＮＳは見た人から反応やアドバイスを貰えるい
い場だと思う。また、拡散力を活かしてヒロシマの平和への運動を知ってもらうこともできる。このように、夢を
叶えるために使ったり平和を実現するために使ったりと、ＳＮＳの可能性は無限大だ。
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「ＳＮＳ時代を生きる私たちに必要な力」

ＳＩ観音寺推薦
香川県立観音寺第一高等学校　西　晴楓

　昨年２月、新型コロナウイルス感染症対策本部により、全国の小中学校、特別支援学校に３月２日から５月31日の
臨時休業期間で、私はメディア・リテラシーの重要性を実感した。
　そもそもメディア・リテラシーとは、インターネットや新聞、テレビ等が発信する情報を見極め、理解・活用す
る能力をいう。ＩＴによる情報化やソーシャルメディア等の登場により情報量は日々増え続けており、容易に情報
を手に入れることができるようになった。それに伴い、情報を理解し、活用するためには、ファクトチェック（事
実確認）をすることが不可欠となる。私たちはこの能力を身につけなければならない。
　こうしたファクトチェックの能力を身につける手段として、私は二つの方法を提案したい。一つ目はフェイク
ニュースに共通する特徴を知ること、二つ目は５Ｗ１Ｈを確認し、情報の発信者の意図を汲み取ることである。
　新型コロナウイルスの感染症拡大に伴い、様々なフェイクニュースが飛び交った。例えば、トイレットペー
パー品薄騒動である。このとき、ＳＮＳ上で拡散された「中国から原材料が輸入できなくなる」との虚偽情報が
拡散され、人々はパニック状態に陥った。その結果、紙製品の買い占めが起こり、トイレットペーパーやティッ
シュペーパーが品薄状態となった。これはフェイクニュースが、社会不安やパニックを招いた典型的な事例であ
る。人々は情報に踊らされていたのだ。
　このような虚偽報道の中身には、いくつかの特徴が見られる。まずは「経路」について、ＳＮＳ等のインター
ネットを介して拡散されることが多い。これは一般人も自由に情報を受信、発信できるようになった現代の特性
であるとも言える。次に、もっともらしく危機感を煽るような「内容」である。わかりやすく、かつ派手な「内
容」は拡散力を持つ。またその内容に、何をすべきなのか明確にした「行動指針」を含むことで、善意による拡
散が行われることとなる。そして、マスコミ等、それらしい人が言っているようだが、名前などは特定されていな
い曖昧な「情報源」である。これも匿名性の高いＳＮＳ等でのネット情報ならではの特性であると言える。これら
の特徴を全て、あるいは大部分を有している情報は、極めて慎重に扱うべき情報である。
　また、情報とは、必ず発信者がいる。そこで、５Ｗ１Ｈを分析する、すなわち情報の要素を確定し、そこから発
信者の意図を探ることで、情報の真実性に近づくことができる。しかし、対策が講じられていない感染症の拡大
期のような、人々が様々な情報に踊らされやすい時期に、真実性を確認することが困難なＳＮＳ上の呟きにおい
て、確定できない匿名者によって発信されたこの情報が、信頼に値するものであるか。情報の５Ｗ１Ｈを分析す
ればその信頼性は自ずと見えてくる。私たちは、こうした情報に対する冷静な分析態度が求められているのだ。
　では、上記のような、虚偽報道の特徴を確認する、情報の５Ｗ１Ｈを分析するといった冷静な態度を欠くと、
何が起こるだろうか。昨年５月23日、木村花さんの自殺が報道された。木村さんはテレビ番組「テラスハウス」に
出演しており、番組内での言動に対し、一部の人がＳＮＳで誹謗中傷し、精神的に追い詰められたとされてい
る。番組はリアリティ番組として作られた日常であり、一部を切り取って放送されていた。すなわち、彼女の番組
内の言動は、冷静に分析すれば、番組作成者が（だれが）、視聴率の獲得を最終目的として（なぜ）、リアリティ
番組として発信（どのように）していた情報であった。これを踏まえれば、彼女の番組内の言動は、番組構成上
のものであり、彼女の人格を忠実に反映したものとは言い切れないことは明らかである。しかし、人々はその番
組を見ただけで彼女の人格を理解したと錯覚し、誹謗中傷に至り、そして彼女は追い込まれた。これは、メディア・
リテラシーを身につけていなかった人々の発信した発言が引き起こした事態であった。誹謗中傷がいくつも重な
り受け手にのしかかっていった今回の事態は、ソーシャルメディアの一つであるＳＮＳが身近になった私達が決
して目を背けてはならない現実である。
　現代においては、情報は一方通行ではない。情報に踊らされたものが、情報を発信する側に回れば、次の受け
手を傷つけ、さらなる虚偽情報の拡散の一翼を担うこととなるのだ。
　こうした事態を防ぐにはどうすればよいか。二度と不明確な情報に基づいた騒動を起こさないために、二度と
他者を何があっても自殺に追い込まないために、私たちにできることは明らかである。発展途上のＳＮＳ時代に
生きる今だからこそ、今一度、「経路」、「内容」、「行動指針」、「情報源」といった虚偽報道の特徴を確認
し、入手した情報の５Ｗ１Ｈを分析し、情報の受け手としても送り手としても、適切に情報と向き合う能力を身に
つけることが必要である。

ＳＩいわみ推薦
学校法人 江の川学園石見智翠館高等学校　和田　紅愛

　今の私たちの生活の中で、インターネットを中心としたＳＮＳは、便利なツールとして定着している。遠く離れ
ていても、どこからでもどんな時でも情報を送受信することができる。今やスマホやタブレット端末は生活必需
品と言っても過言ではないだろう。私自身もスマホを持っており、家族や友達と毎日のように連絡を取り合った
り、自分の趣味や調べたいことなどを検索することで、生活を豊かにもできている。また、インスタグラムのアカ
ウントを持っていたり、ツイッターも利用しており、ユーチューブでは自分の興味のある事柄についてもよく楽し
んでいる。
　私が所属しているインターアクトクラブは、部内での連絡をフェイスブックで取り合っている。地域のボラン
ティア活動を主な活動とするインターアクトクラブでは、卒業生の方がコミュニティーライフケアを中心に活動さ
れている、地域のコミュニティセンターと情報を共有したり、地域に発信したりすることが多いため、みんなが見
ることのできるフェイスブックはとても便利なツールなのだ。
　このように、ＳＮＳなどのメディアは私たちの生活の一部となって、人とのつながりの中でなければ困るほど
頼っているのが現実だ。
　しかし、便利さの反面危険がより身近になっているということを自覚しなければならない。最近「メディアリテ
ラシー」と言う言葉をよく耳にし、事例をもとに学習もしてきた。ＳＮＳは便利だが、うまく生活の中に取り込
み、活用していける力を持たなければならない。無知のままＳＮＳでの世界を信じ込み、危険な目にあった人は私と
同年齢でもたくさんいる。冷静に自分自身の状況を判断していく、その判断力がなによりも大切になってくるのだ。
　ＳＮＳでの被害が一番多いのが私達高校生である。スマホを持って間もない年代であり、経験や判断力が低
く、興味本位でネットにのめり込み、自分自身を冷静に判断できないことが多いのだ。私を含め中学生や高校生
という年代は特に注意しなければならないと思う。
　私がＳＮＳ上で心がけていることは、次のようなことである。
　一つ目は、ＳＮＳ上でメッセージを送るときに「！」「？」、絵文字などを意識して使うことで、文章の意味に誤
解を生まないようにしている。これがあるだけで、感情や相手に伝えたいことがはっきりし、誤解が少なくなる。
　二つ目は、個人情報や学校、場所が特定されるような写真や文章を発信しないということだ。ネット上で見て
いる人が、すべて安心できる人とは限らない。私たちの注意を下げるために、同年代の生徒になりすまして個人
情報を悪用する人がいるのも現実だからだ。
　三つ目は、知らない人と会わないということだ。ＳＮＳ上で知り合った人たちが実際に出会い、犯罪に巻き込ま
れたという事件をよくニュースで聞く。こういった事件に巻き込まれないためには、安易に出会い系のサイトにア
クセスしたり、実際に会ったりしないことが一番だと思う。まずは、全く知らない人なら、その人が言っているこ
とが本当かどうか疑いの目を持ち、冷静に判断することが大切だ。
　四つ目は、相手の立場に立って言葉を発信することだ。文章だけでのやり取りのため、相手の表情や感情が分か
りにくく、気づかないうちに相手を傷つけていることがある。また、グループ内でのやり取りなら、特定の人を数
人で傷つけることがある。ちょっとした意地悪心が誹謗中傷にエスカレートしたり、多数の声に便乗してはいけな
いと感じていても結果的にみんなで傷つけてしまうことだってある。そして言われた人は追い込まれ自死すること
すらある。そんな世の中になってしまっている。現在開催中のオリンピックでも誹謗中傷は起こっている。“自分
がされる側になったらどれだけ傷つくかを考える”、こんな当たり前の、だれもが分かっているはずのことができ
なくなっている世の中は本当に悲しい。しかし今後もっともっと発展していくＳＮＳをどれだけ人々のつながりの
中で、一人一人の幸福につなげられるかは結局は私達一人一人にかかっているのだ。一方公的な力も必要である。
私の町の警察署は、「子どもをネット犯罪から守るために」と題して、町の特産であるアナゴをモチーフにして
「あなごめし」で注意をよびかけている。「あ」は「安心フィルターを必ず利用」、「な」は「なりすましや乗っ取
りにご用心」、「ご」は「ごかいしないで『無料』の落とし穴」、「め」は「迷惑メールに返信しない」、「し」は
「知らない人と直接会わない」である。このような地道な発信や情報提供、学習の場の提供も必要である。
　これからの世界はＳＮＳだけでなく様々な分野で新しい技術が次々と生まれ、生活はさらに便利になっていく
だろう。それ自体は良いことだが、私達はその便利さの中にある落とし穴に気づく感覚と判断力を個人はもちろ
ん、官民挙げて高めていくことが、進歩と比例して今後より重要であることは確かである。
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「ＳＮＳ時代を生きる私たちに必要な力」

ＳＩ観音寺推薦
香川県立観音寺第一高等学校　西　晴楓

　昨年２月、新型コロナウイルス感染症対策本部により、全国の小中学校、特別支援学校に３月２日から５月31日の
臨時休業期間で、私はメディア・リテラシーの重要性を実感した。
　そもそもメディア・リテラシーとは、インターネットや新聞、テレビ等が発信する情報を見極め、理解・活用す
る能力をいう。ＩＴによる情報化やソーシャルメディア等の登場により情報量は日々増え続けており、容易に情報
を手に入れることができるようになった。それに伴い、情報を理解し、活用するためには、ファクトチェック（事
実確認）をすることが不可欠となる。私たちはこの能力を身につけなければならない。
　こうしたファクトチェックの能力を身につける手段として、私は二つの方法を提案したい。一つ目はフェイク
ニュースに共通する特徴を知ること、二つ目は５Ｗ１Ｈを確認し、情報の発信者の意図を汲み取ることである。
　新型コロナウイルスの感染症拡大に伴い、様々なフェイクニュースが飛び交った。例えば、トイレットペー
パー品薄騒動である。このとき、ＳＮＳ上で拡散された「中国から原材料が輸入できなくなる」との虚偽情報が
拡散され、人々はパニック状態に陥った。その結果、紙製品の買い占めが起こり、トイレットペーパーやティッ
シュペーパーが品薄状態となった。これはフェイクニュースが、社会不安やパニックを招いた典型的な事例であ
る。人々は情報に踊らされていたのだ。
　このような虚偽報道の中身には、いくつかの特徴が見られる。まずは「経路」について、ＳＮＳ等のインター
ネットを介して拡散されることが多い。これは一般人も自由に情報を受信、発信できるようになった現代の特性
であるとも言える。次に、もっともらしく危機感を煽るような「内容」である。わかりやすく、かつ派手な「内
容」は拡散力を持つ。またその内容に、何をすべきなのか明確にした「行動指針」を含むことで、善意による拡
散が行われることとなる。そして、マスコミ等、それらしい人が言っているようだが、名前などは特定されていな
い曖昧な「情報源」である。これも匿名性の高いＳＮＳ等でのネット情報ならではの特性であると言える。これら
の特徴を全て、あるいは大部分を有している情報は、極めて慎重に扱うべき情報である。
　また、情報とは、必ず発信者がいる。そこで、５Ｗ１Ｈを分析する、すなわち情報の要素を確定し、そこから発
信者の意図を探ることで、情報の真実性に近づくことができる。しかし、対策が講じられていない感染症の拡大
期のような、人々が様々な情報に踊らされやすい時期に、真実性を確認することが困難なＳＮＳ上の呟きにおい
て、確定できない匿名者によって発信されたこの情報が、信頼に値するものであるか。情報の５Ｗ１Ｈを分析す
ればその信頼性は自ずと見えてくる。私たちは、こうした情報に対する冷静な分析態度が求められているのだ。
　では、上記のような、虚偽報道の特徴を確認する、情報の５Ｗ１Ｈを分析するといった冷静な態度を欠くと、
何が起こるだろうか。昨年５月23日、木村花さんの自殺が報道された。木村さんはテレビ番組「テラスハウス」に
出演しており、番組内での言動に対し、一部の人がＳＮＳで誹謗中傷し、精神的に追い詰められたとされてい
る。番組はリアリティ番組として作られた日常であり、一部を切り取って放送されていた。すなわち、彼女の番組
内の言動は、冷静に分析すれば、番組作成者が（だれが）、視聴率の獲得を最終目的として（なぜ）、リアリティ
番組として発信（どのように）していた情報であった。これを踏まえれば、彼女の番組内の言動は、番組構成上
のものであり、彼女の人格を忠実に反映したものとは言い切れないことは明らかである。しかし、人々はその番
組を見ただけで彼女の人格を理解したと錯覚し、誹謗中傷に至り、そして彼女は追い込まれた。これは、メディア・
リテラシーを身につけていなかった人々の発信した発言が引き起こした事態であった。誹謗中傷がいくつも重な
り受け手にのしかかっていった今回の事態は、ソーシャルメディアの一つであるＳＮＳが身近になった私達が決
して目を背けてはならない現実である。
　現代においては、情報は一方通行ではない。情報に踊らされたものが、情報を発信する側に回れば、次の受け
手を傷つけ、さらなる虚偽情報の拡散の一翼を担うこととなるのだ。
　こうした事態を防ぐにはどうすればよいか。二度と不明確な情報に基づいた騒動を起こさないために、二度と
他者を何があっても自殺に追い込まないために、私たちにできることは明らかである。発展途上のＳＮＳ時代に
生きる今だからこそ、今一度、「経路」、「内容」、「行動指針」、「情報源」といった虚偽報道の特徴を確認
し、入手した情報の５Ｗ１Ｈを分析し、情報の受け手としても送り手としても、適切に情報と向き合う能力を身に
つけることが必要である。

ＳＩいわみ推薦
学校法人 江の川学園石見智翠館高等学校　和田　紅愛

　今の私たちの生活の中で、インターネットを中心としたＳＮＳは、便利なツールとして定着している。遠く離れ
ていても、どこからでもどんな時でも情報を送受信することができる。今やスマホやタブレット端末は生活必需
品と言っても過言ではないだろう。私自身もスマホを持っており、家族や友達と毎日のように連絡を取り合った
り、自分の趣味や調べたいことなどを検索することで、生活を豊かにもできている。また、インスタグラムのアカ
ウントを持っていたり、ツイッターも利用しており、ユーチューブでは自分の興味のある事柄についてもよく楽し
んでいる。
　私が所属しているインターアクトクラブは、部内での連絡をフェイスブックで取り合っている。地域のボラン
ティア活動を主な活動とするインターアクトクラブでは、卒業生の方がコミュニティーライフケアを中心に活動さ
れている、地域のコミュニティセンターと情報を共有したり、地域に発信したりすることが多いため、みんなが見
ることのできるフェイスブックはとても便利なツールなのだ。
　このように、ＳＮＳなどのメディアは私たちの生活の一部となって、人とのつながりの中でなければ困るほど
頼っているのが現実だ。
　しかし、便利さの反面危険がより身近になっているということを自覚しなければならない。最近「メディアリテ
ラシー」と言う言葉をよく耳にし、事例をもとに学習もしてきた。ＳＮＳは便利だが、うまく生活の中に取り込
み、活用していける力を持たなければならない。無知のままＳＮＳでの世界を信じ込み、危険な目にあった人は私と
同年齢でもたくさんいる。冷静に自分自身の状況を判断していく、その判断力がなによりも大切になってくるのだ。
　ＳＮＳでの被害が一番多いのが私達高校生である。スマホを持って間もない年代であり、経験や判断力が低
く、興味本位でネットにのめり込み、自分自身を冷静に判断できないことが多いのだ。私を含め中学生や高校生
という年代は特に注意しなければならないと思う。
　私がＳＮＳ上で心がけていることは、次のようなことである。
　一つ目は、ＳＮＳ上でメッセージを送るときに「！」「？」、絵文字などを意識して使うことで、文章の意味に誤
解を生まないようにしている。これがあるだけで、感情や相手に伝えたいことがはっきりし、誤解が少なくなる。
　二つ目は、個人情報や学校、場所が特定されるような写真や文章を発信しないということだ。ネット上で見て
いる人が、すべて安心できる人とは限らない。私たちの注意を下げるために、同年代の生徒になりすまして個人
情報を悪用する人がいるのも現実だからだ。
　三つ目は、知らない人と会わないということだ。ＳＮＳ上で知り合った人たちが実際に出会い、犯罪に巻き込ま
れたという事件をよくニュースで聞く。こういった事件に巻き込まれないためには、安易に出会い系のサイトにア
クセスしたり、実際に会ったりしないことが一番だと思う。まずは、全く知らない人なら、その人が言っているこ
とが本当かどうか疑いの目を持ち、冷静に判断することが大切だ。
　四つ目は、相手の立場に立って言葉を発信することだ。文章だけでのやり取りのため、相手の表情や感情が分か
りにくく、気づかないうちに相手を傷つけていることがある。また、グループ内でのやり取りなら、特定の人を数
人で傷つけることがある。ちょっとした意地悪心が誹謗中傷にエスカレートしたり、多数の声に便乗してはいけな
いと感じていても結果的にみんなで傷つけてしまうことだってある。そして言われた人は追い込まれ自死すること
すらある。そんな世の中になってしまっている。現在開催中のオリンピックでも誹謗中傷は起こっている。“自分
がされる側になったらどれだけ傷つくかを考える”、こんな当たり前の、だれもが分かっているはずのことができ
なくなっている世の中は本当に悲しい。しかし今後もっともっと発展していくＳＮＳをどれだけ人々のつながりの
中で、一人一人の幸福につなげられるかは結局は私達一人一人にかかっているのだ。一方公的な力も必要である。
私の町の警察署は、「子どもをネット犯罪から守るために」と題して、町の特産であるアナゴをモチーフにして
「あなごめし」で注意をよびかけている。「あ」は「安心フィルターを必ず利用」、「な」は「なりすましや乗っ取
りにご用心」、「ご」は「ごかいしないで『無料』の落とし穴」、「め」は「迷惑メールに返信しない」、「し」は
「知らない人と直接会わない」である。このような地道な発信や情報提供、学習の場の提供も必要である。
　これからの世界はＳＮＳだけでなく様々な分野で新しい技術が次々と生まれ、生活はさらに便利になっていく
だろう。それ自体は良いことだが、私達はその便利さの中にある落とし穴に気づく感覚と判断力を個人はもちろ
ん、官民挙げて高めていくことが、進歩と比例して今後より重要であることは確かである。
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ＳＮＳ時代に必要なもの

ＳＩ児島推薦
岡山県立倉敷鷲羽高等学校　今城　千聖

　私がＳＮＳ時代に必要だと思うものは、冷静かつ客観的に考える力、多様性を認める寛容な心、そして積極性
だと考える。コロナの感染拡大が世界的に起きている昨今、ＳＮＳを利用する人が増加している。ＳＮＳの良い
点と悪い点について考えながら、何が必要なのか考えていきたい。
　良い点として、ＳＮＳを企業等が活用し、効率よく自社のイメージを伝えられることが挙げられる。また、一方
的に発信するだけでなく、企業の商品やサービスなど消費者がどのように評価しているかなどはＳＮＳを通じて
一早く知ることができる。今やハッシュタグ一つ付けるだけで、その商品を話題としている人の画像やコメントを
瞬時に集めることができる便利な世の中である。それらＳＮＳの利便性をうまく利用して得られた消費者のニー
ズを独自に分析しサービスを提供し、また消費者とのやり取りを続けていけば、そこから次第に「企業の個性」
が見えてくるのではないだろうか。
　もちろんこれは企業に限ったことではない。私たち一人一人、個人にも言えることだ。身近なところで私たち
が個性だと感じるのはどのようなときか考えてみたい。例えば、髪型や服装など外見による印象があるかもしれ
ない。あるいは会話などＳＮＳ上でのやりとりを通して感じることもあるかもしれない。使い方によっては一人が
複数の顔や名前を匿名で持ち、現実の自分とはまた別の顔を持つこともできる。国籍、老若男女を問わず、普段
の実生活では出会うことのない人との繋がりだってもつこともできる。そういった環境下で、自分らしさを表現で
きるＳＮＳはとても素晴らしいものだと思う。「個性を生かせる場」がまさにＳＮＳの中に存在しているのではな
いだろうか。
　一方で悪い点もある。それは誤情報の拡散である。ＳＮＳに掲載された誤情報がきっかけである騒動が起きた
ことがある。コロナの感染拡大の影響で、中国で製造・輸出されているトイレットペーパーが不足し、多くの人が
誤情報を信じ、トイレットペーパーの買い占めに走ったことが記憶に新しい。なぜこのようなデマ情報が拡散さ
れてしまったのか。その理由として周りの反応、ＳＮＳの影響力の大きさがあると考える。自分がいくらデマを信
じなかったとしても、周りがデマを信じ、ＳＮＳで度々デマが真実であるかのような投稿を目にすると、人はそれ
に流されてしまう。我々は情報の信憑性を判別するには、冷静で客観的に物事を捉える姿勢が必要なのではない
だろうか。少しでも疑わしいと感じたらまずは発信源や拡散者を調べることが大切だと考える。ＳＮＳの世界に
浸かるのではなく、一度ＳＮＳから離れて物事を見つめ直す冷静さが必要なのではないだろうか。
　また、誹謗中傷も問題である。その中でも特に私が問題だと感じるのは、ＬＧＢＴＱの人たちへの差別的発言
だ。性別は男か女、好きになる性は異性、というのが「普通」でこれ以外は「普通ではない」という考えが今でも
ある。昔よりは差別的な考えは減ったと思うがそれがすべてではなく、自分らしさが出せず生きづらさを感じる人
がいることは確かだ。そこでその現状を打破できるのがＳＮＳだと考える。実際に話すことが難しくても、ＳＮＳ
上でなら楽に自分を出すことができるのではないか。また、同じ悩みを持つ人と思いを共有できたり、自分らしさ
を出したりできる環境がそこにはあると思う。そんな世界をうまく利用することでさらに生きやすい世の中になる
のではないだろうか。ＳＮＳ上で新たに知り得た考え方や人の多様性は現実世界においても有効であり、ＳＮＳ
上で広がった視野をもって現実の世界を見ると、多様性を実感し、さらに他者を受け入れ認め合うことができる
のだと思う。そうした積み重ねが、ＬＧＢＴＱに限らず他者を蔑視したり排除したりするような差別的な発言を減
らしてくれ、一人の人間として、一つの個性として認められるような人が増えるのだと考える。
　最後に積極性についてである。積極性があれば、ＳＮＳ上でも現実世界でも自分から情報を収集して視野を広
げていくことができる。さらに自分から発信していけば人気や注目を集めることもあるかもしれない。発信するこ
とで失敗することもあるかもしれない。しかし、そういった経験は、自分の考えを深めるきっかけとなり、さらに
は自分の強みとなる。他者からはこの人なら任せられると信頼され、期待も高まる。自ら積極的に発信することは
スポーツや仕事、ボランティアなど何でもいい。自分がこれだけは頑張っているというのを見つけることが大切
だと思う。
　ＳＮＳというのはとても便利なもので、正しく使えば企業や一人一人の個性を生かせられる。しかしその
一方で誤ったデマ情報や誹謗中傷など悪意を持った情報が拡散されることがある。これらをよく理解した上
で誰一人傷つくことがないように一人一人が慎重に言葉を選んで楽しくＳＮＳを利用することができればい
いと私は考える。

「女子高校生へのメッセージ『ＳＮＳ時代に必要なものは？』を読んで」

ＳＩ高知推薦
土佐塾中学校・高等学校　近澤　柊羽

　私たちの暮らしにＳＮＳは欠かせない。ＳＮＳは世界中の人との会話を可能にし、コミュニティを広げて
くれる。「宿題終わらん(涙)」、写真と一緒に「今度ここで遊ばん？」と送ったり、何気ないやりとりで心
をつなぐことができる。しかし、ＳＮＳは危険なものでもあり、使い方を間違えると友人関係に亀裂が入る
こともある。
　私は中学生の時に体験したことがある。私たち３人は学校でいつも一緒にいた。だが３年生のクラス替えで、
私と１人の友達は同じクラスになったがＡ子は別のクラスになった。Ａ子のクラスと私たちのクラスは離れ
た端と端にあったので、以前と比べても話す時間が少なくなっていった。そのうち私たち２人の良くない噂
がＡ子のクラスから流れてきた。Ａ子との関係に亀裂が入り始めたのだ。その頃の私たちは精神的にも幼
かったのだと思う。互いにＳＮＳを用いて悪口を言い合うようになった。それも、両者ともわざわざ別のア
カウントを用いて、相手へのありとあらゆる誹謗中傷を書き合った。ＳＮＳとは恐ろしいもので、すぐに互
いの悪口は拡散され、Ａ子からの悪口が私たちのもとへも回ってきた。そしてついにＡ子はＳＮＳで、友達
の縁を切ろうと呼びかけてきた。私たちはそれを受け入れ、もうこういった混乱はなくなるだろうと思っ
た。しかし今度は、信用していた別の友達まで（悪気はないのだろうが）私たち２人への誹謗中傷をＳＮＳ
上で始めた。すぐに発信でき、すぐに拡散するＳＮＳの長所は、裏を返せば短所にもなってしまう。縁を
切って終わったことだと思っていたトラブルで再び誹謗中傷された私たちは訳がわからなくなり、Ａ子に対
しても、終わったはずの混乱に首を突っ込んできた友達に対しても怒りでいっぱいになった。そして再び、
互いに顔が見えないＳＮＳの中で激しく誹謗中傷し合った。ついには、Ａ子が顔色を変えて私たちのところ
に来て、怒りをぶちまけた。私たち３人の縁は本当に終わった。ように思っていた。それから１年くらいし
て私のＳＮＳにＡ子からフォローの申請がきた。私はそれを承諾した。するとＡ子は何事もなかったかのよ
うにＳＮＳ上でたわいもない話をし始めた。Ａ子はどんな目的があって私にダイレクトメッセージを送って
きたのだろう、と考えると不安になった。ＳＮＳは顔が見えないので相手の意図を読み取る必要がある。考
えているうちに恐怖を感じ、既読をつけずにメッセージを削除した。それから少し経って、共通の友人を通
してＡ子と顔を合わす機会ができた。その頃の私はしばらく時間が空いていたためかＡ子に対する怒りも恐
怖もなくなっていた。そしてまたお互いフォローし合うようになった。顔を合わせて話すのがまだ気まずい
頃に、顔が見えないＳＮＳは都合が良かった。フォロー回復後すぐに顔を合わせて話すようになり私たちの
仲は修復された。最近になって彼女から、あの時ダイレクトメッセージを送ったのはどうしても仲直りした
かったからだよと打ち明けられた。
　私がこのような経験をしたように、ＳＮＳでの誹謗中傷は増加し、さらには自殺など大きな事件にもつながる
ことがある。実際、ＳＮＳによる事件は近年急激に増えていて社会問題にすらなっている。人は自分一人で
問題を抱え込むことはできない。必ず友人や家族に助けを求めたり、誰かに打ち明けて気持ちを楽にしたい
と思う。私たちはその打ち明ける方法に用いたのがよく言えばすぐに誰かが気づいてくれ、悪く言えばすぐ
に拡散され、真実でないことも真実であるかのように噂されるＳＮＳだった。
　私はそれ以降、ＳＮＳを利用するときは送る内容を確認するようになった。自分が言いたい内容になって
いるか必ず読み直してから送信する。もちろん人の悪口は絶対に書かない。ＳＮＳで相手の言いたいことを
正確に読み取るには相手の性格や考え方などの理解が必要だ。私たち３人はＳＮＳの空間だけでなく現実で
も長く一緒にいて互いの性格や価値観を知り合っていた。人は対面で誰かと時間を過ごすとき、相手との心
の距離が近いと感じる。目の前の相手の表情を見ながら、相手の生の声を通して言葉を聞き理解するからだ
と思う。だから、あれほどのＳＮＳでのトラブルがあっても関係の修復ができた。もしＳＮＳだけの関係で
あれば修復は難しかっただろう。ただ、ＳＮＳが私たちの関係を修復したことも事実だ。人間関係を豊かに
するものでもあり、使い方を間違えると人間関係を壊す危険性をも合わせ持つこのＳＮＳというツールを、
そのリスクを知ったうえで私はこれからも大切に利用していきたい。そして、もしＳＮＳで苦しんでいる
人がいれば、自身の経験を通して伝えられることを伝えてあげたいと思っている。
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ＳＮＳ時代に必要なもの

ＳＩ児島推薦
岡山県立倉敷鷲羽高等学校　今城　千聖

　私がＳＮＳ時代に必要だと思うものは、冷静かつ客観的に考える力、多様性を認める寛容な心、そして積極性
だと考える。コロナの感染拡大が世界的に起きている昨今、ＳＮＳを利用する人が増加している。ＳＮＳの良い
点と悪い点について考えながら、何が必要なのか考えていきたい。
　良い点として、ＳＮＳを企業等が活用し、効率よく自社のイメージを伝えられることが挙げられる。また、一方
的に発信するだけでなく、企業の商品やサービスなど消費者がどのように評価しているかなどはＳＮＳを通じて
一早く知ることができる。今やハッシュタグ一つ付けるだけで、その商品を話題としている人の画像やコメントを
瞬時に集めることができる便利な世の中である。それらＳＮＳの利便性をうまく利用して得られた消費者のニー
ズを独自に分析しサービスを提供し、また消費者とのやり取りを続けていけば、そこから次第に「企業の個性」
が見えてくるのではないだろうか。
　もちろんこれは企業に限ったことではない。私たち一人一人、個人にも言えることだ。身近なところで私たち
が個性だと感じるのはどのようなときか考えてみたい。例えば、髪型や服装など外見による印象があるかもしれ
ない。あるいは会話などＳＮＳ上でのやりとりを通して感じることもあるかもしれない。使い方によっては一人が
複数の顔や名前を匿名で持ち、現実の自分とはまた別の顔を持つこともできる。国籍、老若男女を問わず、普段
の実生活では出会うことのない人との繋がりだってもつこともできる。そういった環境下で、自分らしさを表現で
きるＳＮＳはとても素晴らしいものだと思う。「個性を生かせる場」がまさにＳＮＳの中に存在しているのではな
いだろうか。
　一方で悪い点もある。それは誤情報の拡散である。ＳＮＳに掲載された誤情報がきっかけである騒動が起きた
ことがある。コロナの感染拡大の影響で、中国で製造・輸出されているトイレットペーパーが不足し、多くの人が
誤情報を信じ、トイレットペーパーの買い占めに走ったことが記憶に新しい。なぜこのようなデマ情報が拡散さ
れてしまったのか。その理由として周りの反応、ＳＮＳの影響力の大きさがあると考える。自分がいくらデマを信
じなかったとしても、周りがデマを信じ、ＳＮＳで度々デマが真実であるかのような投稿を目にすると、人はそれ
に流されてしまう。我々は情報の信憑性を判別するには、冷静で客観的に物事を捉える姿勢が必要なのではない
だろうか。少しでも疑わしいと感じたらまずは発信源や拡散者を調べることが大切だと考える。ＳＮＳの世界に
浸かるのではなく、一度ＳＮＳから離れて物事を見つめ直す冷静さが必要なのではないだろうか。
　また、誹謗中傷も問題である。その中でも特に私が問題だと感じるのは、ＬＧＢＴＱの人たちへの差別的発言
だ。性別は男か女、好きになる性は異性、というのが「普通」でこれ以外は「普通ではない」という考えが今でも
ある。昔よりは差別的な考えは減ったと思うがそれがすべてではなく、自分らしさが出せず生きづらさを感じる人
がいることは確かだ。そこでその現状を打破できるのがＳＮＳだと考える。実際に話すことが難しくても、ＳＮＳ
上でなら楽に自分を出すことができるのではないか。また、同じ悩みを持つ人と思いを共有できたり、自分らしさ
を出したりできる環境がそこにはあると思う。そんな世界をうまく利用することでさらに生きやすい世の中になる
のではないだろうか。ＳＮＳ上で新たに知り得た考え方や人の多様性は現実世界においても有効であり、ＳＮＳ
上で広がった視野をもって現実の世界を見ると、多様性を実感し、さらに他者を受け入れ認め合うことができる
のだと思う。そうした積み重ねが、ＬＧＢＴＱに限らず他者を蔑視したり排除したりするような差別的な発言を減
らしてくれ、一人の人間として、一つの個性として認められるような人が増えるのだと考える。
　最後に積極性についてである。積極性があれば、ＳＮＳ上でも現実世界でも自分から情報を収集して視野を広
げていくことができる。さらに自分から発信していけば人気や注目を集めることもあるかもしれない。発信するこ
とで失敗することもあるかもしれない。しかし、そういった経験は、自分の考えを深めるきっかけとなり、さらに
は自分の強みとなる。他者からはこの人なら任せられると信頼され、期待も高まる。自ら積極的に発信することは
スポーツや仕事、ボランティアなど何でもいい。自分がこれだけは頑張っているというのを見つけることが大切
だと思う。
　ＳＮＳというのはとても便利なもので、正しく使えば企業や一人一人の個性を生かせられる。しかしその
一方で誤ったデマ情報や誹謗中傷など悪意を持った情報が拡散されることがある。これらをよく理解した上
で誰一人傷つくことがないように一人一人が慎重に言葉を選んで楽しくＳＮＳを利用することができればい
いと私は考える。

「女子高校生へのメッセージ『ＳＮＳ時代に必要なものは？』を読んで」

ＳＩ高知推薦
土佐塾中学校・高等学校　近澤　柊羽

　私たちの暮らしにＳＮＳは欠かせない。ＳＮＳは世界中の人との会話を可能にし、コミュニティを広げて
くれる。「宿題終わらん(涙)」、写真と一緒に「今度ここで遊ばん？」と送ったり、何気ないやりとりで心
をつなぐことができる。しかし、ＳＮＳは危険なものでもあり、使い方を間違えると友人関係に亀裂が入る
こともある。
　私は中学生の時に体験したことがある。私たち３人は学校でいつも一緒にいた。だが３年生のクラス替えで、
私と１人の友達は同じクラスになったがＡ子は別のクラスになった。Ａ子のクラスと私たちのクラスは離れ
た端と端にあったので、以前と比べても話す時間が少なくなっていった。そのうち私たち２人の良くない噂
がＡ子のクラスから流れてきた。Ａ子との関係に亀裂が入り始めたのだ。その頃の私たちは精神的にも幼
かったのだと思う。互いにＳＮＳを用いて悪口を言い合うようになった。それも、両者ともわざわざ別のア
カウントを用いて、相手へのありとあらゆる誹謗中傷を書き合った。ＳＮＳとは恐ろしいもので、すぐに互
いの悪口は拡散され、Ａ子からの悪口が私たちのもとへも回ってきた。そしてついにＡ子はＳＮＳで、友達
の縁を切ろうと呼びかけてきた。私たちはそれを受け入れ、もうこういった混乱はなくなるだろうと思っ
た。しかし今度は、信用していた別の友達まで（悪気はないのだろうが）私たち２人への誹謗中傷をＳＮＳ
上で始めた。すぐに発信でき、すぐに拡散するＳＮＳの長所は、裏を返せば短所にもなってしまう。縁を
切って終わったことだと思っていたトラブルで再び誹謗中傷された私たちは訳がわからなくなり、Ａ子に対
しても、終わったはずの混乱に首を突っ込んできた友達に対しても怒りでいっぱいになった。そして再び、
互いに顔が見えないＳＮＳの中で激しく誹謗中傷し合った。ついには、Ａ子が顔色を変えて私たちのところ
に来て、怒りをぶちまけた。私たち３人の縁は本当に終わった。ように思っていた。それから１年くらいし
て私のＳＮＳにＡ子からフォローの申請がきた。私はそれを承諾した。するとＡ子は何事もなかったかのよ
うにＳＮＳ上でたわいもない話をし始めた。Ａ子はどんな目的があって私にダイレクトメッセージを送って
きたのだろう、と考えると不安になった。ＳＮＳは顔が見えないので相手の意図を読み取る必要がある。考
えているうちに恐怖を感じ、既読をつけずにメッセージを削除した。それから少し経って、共通の友人を通
してＡ子と顔を合わす機会ができた。その頃の私はしばらく時間が空いていたためかＡ子に対する怒りも恐
怖もなくなっていた。そしてまたお互いフォローし合うようになった。顔を合わせて話すのがまだ気まずい
頃に、顔が見えないＳＮＳは都合が良かった。フォロー回復後すぐに顔を合わせて話すようになり私たちの
仲は修復された。最近になって彼女から、あの時ダイレクトメッセージを送ったのはどうしても仲直りした
かったからだよと打ち明けられた。
　私がこのような経験をしたように、ＳＮＳでの誹謗中傷は増加し、さらには自殺など大きな事件にもつながる
ことがある。実際、ＳＮＳによる事件は近年急激に増えていて社会問題にすらなっている。人は自分一人で
問題を抱え込むことはできない。必ず友人や家族に助けを求めたり、誰かに打ち明けて気持ちを楽にしたい
と思う。私たちはその打ち明ける方法に用いたのがよく言えばすぐに誰かが気づいてくれ、悪く言えばすぐ
に拡散され、真実でないことも真実であるかのように噂されるＳＮＳだった。
　私はそれ以降、ＳＮＳを利用するときは送る内容を確認するようになった。自分が言いたい内容になって
いるか必ず読み直してから送信する。もちろん人の悪口は絶対に書かない。ＳＮＳで相手の言いたいことを
正確に読み取るには相手の性格や考え方などの理解が必要だ。私たち３人はＳＮＳの空間だけでなく現実で
も長く一緒にいて互いの性格や価値観を知り合っていた。人は対面で誰かと時間を過ごすとき、相手との心
の距離が近いと感じる。目の前の相手の表情を見ながら、相手の生の声を通して言葉を聞き理解するからだ
と思う。だから、あれほどのＳＮＳでのトラブルがあっても関係の修復ができた。もしＳＮＳだけの関係で
あれば修復は難しかっただろう。ただ、ＳＮＳが私たちの関係を修復したことも事実だ。人間関係を豊かに
するものでもあり、使い方を間違えると人間関係を壊す危険性をも合わせ持つこのＳＮＳというツールを、
そのリスクを知ったうえで私はこれからも大切に利用していきたい。そして、もしＳＮＳで苦しんでいる
人がいれば、自身の経験を通して伝えられることを伝えてあげたいと思っている。
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～ＳＮＳでつながっているって？～「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩ倉敷推薦
山陽学園中学校・高等学校　石塚　咲也子

　ＳＮＳの普及は世界に大きな革新をもたらした。世界中の人が好きな時間に好きなように利用できる。例えば、
実際に会わずにＳＮＳを使って、家族や友達・学校・会社の上司や部下と連絡を取ったり、今知りたい情報を
瞬時に知ることが出来たり、他にも仕事を探したり、趣味の話をしたり、宣伝、出会いの場になったりなど色々な
場面で大活躍している。
　そんな私たちの生活に欠かせないＳＮＳだが、たくさんの問題点もある。一歩使い方を間違えると、相手を
傷つけ、喧嘩やいじめ、自殺まで起こるケースも少なくない。他にもＳＮＳを利用した犯罪は枚挙に暇がない。私
たちは、このＳＮＳといかに付き合っていくべきなのだろうか。
　インターネットで調べてみると、ＳＮＳは、個人同士の自由な交流が出来るように開発されたらしい。自由な交
流をする上で、最も大切なことは、皆が幸せな気持ちになれることや楽しいと感じられることであると私は考え
る。ＳＮＳは人類に幸福をもたらすために作られたのである。
　そのＳＮＳを楽しくて幸せに使えるようにするためには、相手の気持ちを考えた言葉遣い、文章では、絵文字
を使ったり、相手が理解し易い文章を心掛ける。精神的に辛くなったら無理をしないことが大切である。このこ
とは、人間関係、ビジネス、異文化交流でも大切なことであろう。つまり、使う側のマナーと教養が問われている
のだ。ＳＮＳといっても人と人が繋がるということであるし、大昔から人間関係において大切なことは変わらない
のだ。
　もし、正しいマナーを全ての人々が身につけ、ＳＮＳを使うことができるなら世界は大きく変わり、人々がもっ
と幸せになり、戦争や大きな争いがなくなるだろう。こんな夢のようなことも可能かも知れない。なぜなら、ＳＮ
Ｓを利用すれば、国や人種、言語の壁を越えて、世界中の人々と繋がり、理解し協力し合えるからだ。
　人間の本質が変わらないのであれば、コミュニケーションのノウハウや教訓も過去や先輩方から学べるはず
だ。それを活かしてＳＮＳで頻繁にコミュニケーションをとって仲間を増やしていくのだ。
　私は、そのためにＳＮＳを活用したボランティアを今以上にもっともっと広げていきたい。そうすることが世界
を平和に導くことになるのではないだろうか。まだ独りよがりの妄想だが、皆で協力すれば、できないことはない
はずだ。例えば、貧しい国々には、クラウドファンディングを利用して、ＳＮＳの学校を作ろう。オンラインなら
人件費も安く抑えられ、最低限の最新の教育はできるはずだ。次世代の子どもたちが、その教育を通じて、正し
いマナーと教養を身につけるのだ。世界中の仲間たちとそんなことができれば世界は本当に素晴らしく変わると
考えている。
　問題は、ＳＮＳは自分中心ではない。価値観も多様だし、様々な人がいる。ＳＮＳで繋がった人は面識のない
人ばかりだし、どんな危ない人と繋がっているのか、自分の目で確かめることが難しく、会うにもリスクが高すぎ
る。相談なら、身近にいる人よりも、ＳＮＳの方が、相談しにくいことも気軽に相談でき、深掘りされずに済む。
また、友達に相談の内容がばれたり、そのことでトラブルになることも少ないので、楽な気持ちで相談できる
メリットはある。しかし、その反面、正しい年齢を始め、顔や声、性別も知らない人に相談するため、リスクが高
いということを認識しなくてはならない。自分が「このくらいなら喋ってもいいかな」と思ったことも、相手に
とっては個人情報を特定する有力な情報になるということを気にしながら相談や話をするのでは、強固な信頼
関係は築けない。
　やはり、始めは地道に直接コミュニケーションによる仲間作りが大切だ。その仲間たちとの人脈を利用して、
ネットワークを広げていくのだ。「友達の友達は友達作戦」である。ＳＮＳほど瞬時に広がらないが、ＳＮＳと比
べものにならないほどの確かな人間関係が築ける。信頼関係を築いたその時は、ＳＮＳが「人が本当の意味で
理解し合えるため」の強力なサポートになるはずだ。
　こんな私の妄想ですが、どこまでできるか、何ができるか挑戦したい。ＳＮＳは私たち人類の可能性である。
良い方向に使えば、核兵器に頼らない平和も築けるはずだ。そんなことを夢見ながら、高校生の自分ができるこ
とをしていきたい。いつか私たちのボランティア精神で世界の仲間と繋がり、身近なことから変えていけることを
信じて活動していきたい。世界のボランティア団体赤十字もアンリー・デュナン氏の崇高な志から始まった。今
ならそんな尊い志こそＳＮＳで拡散させるべきだ。一人でできないことも仲間となら実現可能である。私はこの
夢をＳＮＳの可能性を利用し、目指していきたい。

「ＳＮＳ時代に必要なもの」

ＳＩ熊野推薦
広島県立熊野高等学校　藤丸　虹花

　「○○ってやばくない」この一言、皆さんはどのように感じますか？私はこの言葉でネット上で仲良くなった
友人を失いました。
　私は中学３年生の時、趣味が同じで意気投合したネット上の相手と仲良くなりました。その子とは週に１回
のペースで通話をするくらい仲良くなり、インスタグラムやLINEなどのアプリも全て交換していました。でも
突然、インスタグラムのアカウントをブロックされました。相手の子は理由もなく人をブロックするような子
ではないのでとても不思議に思い、話を聞いてみようとLINEをしてみました。返ってきた内容には、私が送っ
た文で悲しい気持ちになった、と書いてありました。私はすぐに送った文を見返してみましたが、何もひどい
ことやからかったようなことは書いていませんでした。けれど、相手の子と共通の友達にそれを見てもらう
と、「言い方がキツいね。」と言われました。「○○ってやばくない」という文をマイナスの意味で捉えたよ
うです。ですが、私は「？」をつけ忘れただけでほめ言葉として使ったのです。自分が何気なく送った文を相手も
同じような意味で受け取ってくれるとは限らないこと、ＳＮＳは自分の知らない間に相手を傷付けたりトラブルを
生んでしまうのだということをこの時初めて実感しました。相手の子とはそれ以来一度も話していません。私
はこれ以降、人とＳＮＳを通して話す際は送る前に一度読み返したり、文だけでなく絵文字を付けたりするよ
うにしています。
　色々な危険がある反面、ＳＮＳには利点も多くあります。手軽にコミュニケーションが取れ、交流の場を広
げられたり、データの共有ができたりします。ＳＮＳは自分が知る特定の相手だけでなくありとあらゆる不特
定多数の人と交流することができ、無限の可能性があると思います。ＳＮＳ生活を充実させている人も多いと
思います。しかし、ＳＮＳを使うことで孤独を感じる人がいるのも事実です。ＳＮＳは自分に関心を持ってい
る人がいると再認識でき、自分をアピールすることができます。ですが、自分をよく見せることにばかり気が
取られ、リアルな裏面を表に出すことが自虐となるため偽った自分になってしまうこともあります。インター
ネットに興味深いデータがありました。顔見知りとのやり取りとＳＮＳ上の知り合いとのやり取りの割合は、
前者が24.7％、後者が25.4％で、リアルな友達よりＳＮＳ上の知り合いとのやり取りの割合の方が大きいという
のです。また、一日のＳＮＳ利用時間別の孤独を感じている人の割合が、０時間の人は64％、１時間の人は
82％、２時間の人は87％と利用時間が長いほど孤独を感じているのです。多くの人から「いいね」と承認して
もらい、「つながり」を感じているはずなのに……。ＳＮＳ上で承認してもらった自分は偽物だと考えるから
かもしれません。本当の自分を出し、受け入れてもらうことを求めているように私は感じます。
　これらのことから私は、今のＳＮＳ時代には「やさしさ」が必要だと考えます。人に対する「やさしさ」、物を
大事にする「やさしさ」、相手を理解し受け入れる「やさしさ」など、色々な「やさしさ」があります。その「や
さしさ」全てがＳＮＳ時代には必要なものだと思います。アップされた情報を肯定的に受け入れたり、相手がど
のような気持ちになるかを想像した上で投稿したりする「やさしさ」があれば、ＳＮＳ時代をより豊かに生きるこ
とができると考えます。
　この「やさしさ」は当然他のことにおいても使うことができます。私には、福祉・介護の仕事に就くという
夢があります。私が福祉・介護の仕事を目指そうと思ったきっかけは、小さい頃に父親が病気で他界したこと
です。病気と闘う父を支え、最後まで看病した母の姿を私は近くで見てきました。人を支えることはとても大
変で辛いことだと思います。先日実際に母に話を聞いてみると、「一番辛くて泣きたいのは優ちゃん（父）な
んだから、ママ（母）は笑顔で優ちゃんが少しでも気が楽になれるようにしたし、虹（私）と風ちゃん（姉）
も小さかったから寂しい思いさせないようにした。」と言っていました。泣きそうになった時も父や姉、それ
に私の前では決して泣かないようにしていたそうです。私はこの話をこの時初めて知りました。介護をする人
は他の人の気付かないところで辛く大変な思いをするのだと実感しました。接し方も、自分が良いと思ってし
ていたことを相手は不安に感じることがあります。施設の利用者だけでなく、その家族の気持ちも考え、「や
さしさ」をもって接していきたいと思うようになったのは、父と母の関係を近くで見ていたからです。ＳＮＳ
では出せない「ダメな自分、できない自分」を受け入れ、相手のことを一番に考えることができる介護士に私
はなりたいです。そのために、リアルの学校生活でもＳＮＳ生活でも自分ばかりでなく、人のことを考えて
「やさしさ」を持って生活していこうと思います。
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～ＳＮＳでつながっているって？～「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩ倉敷推薦
山陽学園中学校・高等学校　石塚　咲也子

　ＳＮＳの普及は世界に大きな革新をもたらした。世界中の人が好きな時間に好きなように利用できる。例えば、
実際に会わずにＳＮＳを使って、家族や友達・学校・会社の上司や部下と連絡を取ったり、今知りたい情報を
瞬時に知ることが出来たり、他にも仕事を探したり、趣味の話をしたり、宣伝、出会いの場になったりなど色々な
場面で大活躍している。
　そんな私たちの生活に欠かせないＳＮＳだが、たくさんの問題点もある。一歩使い方を間違えると、相手を
傷つけ、喧嘩やいじめ、自殺まで起こるケースも少なくない。他にもＳＮＳを利用した犯罪は枚挙に暇がない。私
たちは、このＳＮＳといかに付き合っていくべきなのだろうか。
　インターネットで調べてみると、ＳＮＳは、個人同士の自由な交流が出来るように開発されたらしい。自由な交
流をする上で、最も大切なことは、皆が幸せな気持ちになれることや楽しいと感じられることであると私は考え
る。ＳＮＳは人類に幸福をもたらすために作られたのである。
　そのＳＮＳを楽しくて幸せに使えるようにするためには、相手の気持ちを考えた言葉遣い、文章では、絵文字
を使ったり、相手が理解し易い文章を心掛ける。精神的に辛くなったら無理をしないことが大切である。このこ
とは、人間関係、ビジネス、異文化交流でも大切なことであろう。つまり、使う側のマナーと教養が問われている
のだ。ＳＮＳといっても人と人が繋がるということであるし、大昔から人間関係において大切なことは変わらない
のだ。
　もし、正しいマナーを全ての人々が身につけ、ＳＮＳを使うことができるなら世界は大きく変わり、人々がもっ
と幸せになり、戦争や大きな争いがなくなるだろう。こんな夢のようなことも可能かも知れない。なぜなら、ＳＮ
Ｓを利用すれば、国や人種、言語の壁を越えて、世界中の人々と繋がり、理解し協力し合えるからだ。
　人間の本質が変わらないのであれば、コミュニケーションのノウハウや教訓も過去や先輩方から学べるはず
だ。それを活かしてＳＮＳで頻繁にコミュニケーションをとって仲間を増やしていくのだ。
　私は、そのためにＳＮＳを活用したボランティアを今以上にもっともっと広げていきたい。そうすることが世界
を平和に導くことになるのではないだろうか。まだ独りよがりの妄想だが、皆で協力すれば、できないことはない
はずだ。例えば、貧しい国々には、クラウドファンディングを利用して、ＳＮＳの学校を作ろう。オンラインなら
人件費も安く抑えられ、最低限の最新の教育はできるはずだ。次世代の子どもたちが、その教育を通じて、正し
いマナーと教養を身につけるのだ。世界中の仲間たちとそんなことができれば世界は本当に素晴らしく変わると
考えている。
　問題は、ＳＮＳは自分中心ではない。価値観も多様だし、様々な人がいる。ＳＮＳで繋がった人は面識のない
人ばかりだし、どんな危ない人と繋がっているのか、自分の目で確かめることが難しく、会うにもリスクが高すぎ
る。相談なら、身近にいる人よりも、ＳＮＳの方が、相談しにくいことも気軽に相談でき、深掘りされずに済む。
また、友達に相談の内容がばれたり、そのことでトラブルになることも少ないので、楽な気持ちで相談できる
メリットはある。しかし、その反面、正しい年齢を始め、顔や声、性別も知らない人に相談するため、リスクが高
いということを認識しなくてはならない。自分が「このくらいなら喋ってもいいかな」と思ったことも、相手に
とっては個人情報を特定する有力な情報になるということを気にしながら相談や話をするのでは、強固な信頼
関係は築けない。
　やはり、始めは地道に直接コミュニケーションによる仲間作りが大切だ。その仲間たちとの人脈を利用して、
ネットワークを広げていくのだ。「友達の友達は友達作戦」である。ＳＮＳほど瞬時に広がらないが、ＳＮＳと比
べものにならないほどの確かな人間関係が築ける。信頼関係を築いたその時は、ＳＮＳが「人が本当の意味で
理解し合えるため」の強力なサポートになるはずだ。
　こんな私の妄想ですが、どこまでできるか、何ができるか挑戦したい。ＳＮＳは私たち人類の可能性である。
良い方向に使えば、核兵器に頼らない平和も築けるはずだ。そんなことを夢見ながら、高校生の自分ができるこ
とをしていきたい。いつか私たちのボランティア精神で世界の仲間と繋がり、身近なことから変えていけることを
信じて活動していきたい。世界のボランティア団体赤十字もアンリー・デュナン氏の崇高な志から始まった。今
ならそんな尊い志こそＳＮＳで拡散させるべきだ。一人でできないことも仲間となら実現可能である。私はこの
夢をＳＮＳの可能性を利用し、目指していきたい。

「ＳＮＳ時代に必要なもの」

ＳＩ熊野推薦
広島県立熊野高等学校　藤丸　虹花

　「○○ってやばくない」この一言、皆さんはどのように感じますか？私はこの言葉でネット上で仲良くなった
友人を失いました。
　私は中学３年生の時、趣味が同じで意気投合したネット上の相手と仲良くなりました。その子とは週に１回
のペースで通話をするくらい仲良くなり、インスタグラムやLINEなどのアプリも全て交換していました。でも
突然、インスタグラムのアカウントをブロックされました。相手の子は理由もなく人をブロックするような子
ではないのでとても不思議に思い、話を聞いてみようとLINEをしてみました。返ってきた内容には、私が送っ
た文で悲しい気持ちになった、と書いてありました。私はすぐに送った文を見返してみましたが、何もひどい
ことやからかったようなことは書いていませんでした。けれど、相手の子と共通の友達にそれを見てもらう
と、「言い方がキツいね。」と言われました。「○○ってやばくない」という文をマイナスの意味で捉えたよ
うです。ですが、私は「？」をつけ忘れただけでほめ言葉として使ったのです。自分が何気なく送った文を相手も
同じような意味で受け取ってくれるとは限らないこと、ＳＮＳは自分の知らない間に相手を傷付けたりトラブルを
生んでしまうのだということをこの時初めて実感しました。相手の子とはそれ以来一度も話していません。私
はこれ以降、人とＳＮＳを通して話す際は送る前に一度読み返したり、文だけでなく絵文字を付けたりするよ
うにしています。
　色々な危険がある反面、ＳＮＳには利点も多くあります。手軽にコミュニケーションが取れ、交流の場を広
げられたり、データの共有ができたりします。ＳＮＳは自分が知る特定の相手だけでなくありとあらゆる不特
定多数の人と交流することができ、無限の可能性があると思います。ＳＮＳ生活を充実させている人も多いと
思います。しかし、ＳＮＳを使うことで孤独を感じる人がいるのも事実です。ＳＮＳは自分に関心を持ってい
る人がいると再認識でき、自分をアピールすることができます。ですが、自分をよく見せることにばかり気が
取られ、リアルな裏面を表に出すことが自虐となるため偽った自分になってしまうこともあります。インター
ネットに興味深いデータがありました。顔見知りとのやり取りとＳＮＳ上の知り合いとのやり取りの割合は、
前者が24.7％、後者が25.4％で、リアルな友達よりＳＮＳ上の知り合いとのやり取りの割合の方が大きいという
のです。また、一日のＳＮＳ利用時間別の孤独を感じている人の割合が、０時間の人は64％、１時間の人は
82％、２時間の人は87％と利用時間が長いほど孤独を感じているのです。多くの人から「いいね」と承認して
もらい、「つながり」を感じているはずなのに……。ＳＮＳ上で承認してもらった自分は偽物だと考えるから
かもしれません。本当の自分を出し、受け入れてもらうことを求めているように私は感じます。
　これらのことから私は、今のＳＮＳ時代には「やさしさ」が必要だと考えます。人に対する「やさしさ」、物を
大事にする「やさしさ」、相手を理解し受け入れる「やさしさ」など、色々な「やさしさ」があります。その「や
さしさ」全てがＳＮＳ時代には必要なものだと思います。アップされた情報を肯定的に受け入れたり、相手がど
のような気持ちになるかを想像した上で投稿したりする「やさしさ」があれば、ＳＮＳ時代をより豊かに生きるこ
とができると考えます。
　この「やさしさ」は当然他のことにおいても使うことができます。私には、福祉・介護の仕事に就くという
夢があります。私が福祉・介護の仕事を目指そうと思ったきっかけは、小さい頃に父親が病気で他界したこと
です。病気と闘う父を支え、最後まで看病した母の姿を私は近くで見てきました。人を支えることはとても大
変で辛いことだと思います。先日実際に母に話を聞いてみると、「一番辛くて泣きたいのは優ちゃん（父）な
んだから、ママ（母）は笑顔で優ちゃんが少しでも気が楽になれるようにしたし、虹（私）と風ちゃん（姉）
も小さかったから寂しい思いさせないようにした。」と言っていました。泣きそうになった時も父や姉、それ
に私の前では決して泣かないようにしていたそうです。私はこの話をこの時初めて知りました。介護をする人
は他の人の気付かないところで辛く大変な思いをするのだと実感しました。接し方も、自分が良いと思ってし
ていたことを相手は不安に感じることがあります。施設の利用者だけでなく、その家族の気持ちも考え、「や
さしさ」をもって接していきたいと思うようになったのは、父と母の関係を近くで見ていたからです。ＳＮＳ
では出せない「ダメな自分、できない自分」を受け入れ、相手のことを一番に考えることができる介護士に私
はなりたいです。そのために、リアルの学校生活でもＳＮＳ生活でも自分ばかりでなく、人のことを考えて
「やさしさ」を持って生活していこうと思います。
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「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩ呉推薦
呉市立呉高等学校　三木　風花

　わたしは、ＳＮＳ時代に必要なものはたくさんあると思う。その中でも特に、次にあげる３点が必要だと
考える。
　まず１つ目は、「想像力」だ。現在、科学の進行は止められなくなっている。想像力を使って行動するこ
とで、５分先のことや、明日のことといったほんの少しの未来を見る力、過去の人達の思いを想像する力を
ＳＮＳ時代に活かしていけると思う。未来や過去といった時間的想像力だけでなく、他者の視点でものを考
えるといった共時的想像力もある。このように、想像力は多面的かつ無限である。想像力という、ある意味
「小さなこと」や「小さな思い」が、大きな世界を動かすことにもつながるだろう。ほんの「小さなこと」
でも心掛けていくことが大切である。わたしたちが今考えたり行動したりしていることには、多くの場合、
想像力が関わっており、ＳＮＳ時代にとても必要なものであると考える。
　２つ目は、「誤った使い方をしないこと」だ。ＳＮＳでは自分が疑問に思ったことや好きなアーティスト
の情報など、難なく聞いたり調べたりすることができてとても便利だ。しかし、現在ＳＮＳでの利用を間
違っている人がたくさんいる。21世紀に入り、ＳＮＳは世界規模のコミュニケーションツールに成長した
が、その反面、普及したことによって、多くの犯罪や諸問題も生起している。
　たとえば、写真や個人情報などを不用意にＳＮＳに公開したことによって、自らが犯罪に巻き込まれた
り、他者に思いがけない被害を与えたりする。他人の悪口をネットに書いたり他人の誹謗中傷をしたりする
ことによって、相手が命を絶つ例も少なくない。このように、ＳＮＳは誤った使い方をすると犯罪に巻き込
まれたり、他人の命を奪ったりしてしまう。自分の疑問を解決したり、自分の考えをアピールしたりするの
に使うのは良いと思うが、それが「誤った使い方」につながっていないか、よく吟味する必要がある。
　３つ目は、「嘘の情報を信じないこと」だ。嘘の情報をＳＮＳ上で公開されたことによって、被害にあった
人はたくさんいる。たとえば、アルバイト先の飲食店で店の食材を使ってふざけている写真をＳＮＳに投稿
したことで、店の悪い噂がたって客が減少し経済的に被害を受けたという例がある。ふざけた側も多額の賠
償金を払わなくてはならない。また、地震などの発生時にデマを流し被災者を不安にさせてしまうことがあ
る。これらは、情報を受け取った側がすぐに鵜呑みにすることが原因であるだろう。ＳＮＳに公開される情報は、
すぐには嘘か本当かを見分けることができないので、受け取る側が情報に惑わされずしっかり判断すること
が大切である。
　フリーアナウンサー丸子さんのメッセージに、「若い私の実力は100％であるはずもないのに、初めて
会った人に仕事を任されたのは相手の方の想像力だ」と書いてあった。直接お会いし、お互いのその仕事に
対する思いを話すのが、仕事を任せてよいという「期待」に繋がったのだと思う。想像力はとても大切な力
だ。丸子さんは、何か「道具」を使う時、想像力を膨らませることが大切だと言っていた。１つ目にも書い
たように、丸子さんのおっしゃっていた「想像力」とは、これからのＳＮＳ時代に必要不可欠だと思う。
　これからのＳＮＳ時代に必要なものは、ほんの先の未来を見たり、過去の人達に思いをはせたりできる力
や、他者の視点でものごとを考える力、つまり「想像力」であり、他人の写真や個人情報を載せて誹謗中傷
をしないなど「誤った使い方をしないこと」であり、本当ではない嘘の噂を信じ広げ、他人に被害を与えな
いよう「嘘の情報を信じないこと」である。ＳＮＳは便利だが、誤った使い方をすると問題や犯罪が起こる
可能性が高まる。また、他人に対する誹謗中傷によって相手の命を奪ったりすることもある。想像力という
「小さなこと」や「小さな思い」で大きな世界を動かすことができる。これら当たり前のことを守るだけで
これからの時代を変えることができ、人々が安心して暮らしていけるのだ。
　ＳＮＳ時代を生きるわたしたちは、これらのことを意識して生活し、これからの時代を生き抜く必要があ
るだろう。

ＳＩ倉吉
鳥取県立倉吉東高等学校　太田　鈴乃

　離れていても繋がることができるＳＮＳ、誰でも利用でき顔が見えないのをいいことに悪用もできるＳＮＳ、
このＳＮＳが利用される時代に必要なものとは。
　会いたい人はいますか。会いたい人に会えていますか。
　昨年、当たり前にあった日常が突然閉ざされた。直接見ていた先生は画面越しとなり、友達との日常会話
はＳＮＳメインとなった。ステイホームでどれだけ多くの人が、一変した日常にＳＮＳを心の拠り所とした
ことか。また未知のウイルスに翻弄される中、敵の情報を集積し、不安をかき消すかのようにＳＮＳの情報
を元に少しの光でさえ模索した人も多かったであろう。残念ながら敵は手強く、深刻な状況が続く中、その
上手くいかない反動なのか、弱りきった心に付け込むかのようにＳＮＳ上での犯罪や誹謗中傷なども問題視
される。病床で会いたい人に会えず、ＳＮＳを利用して顔を合わせる画期的な取り組みをした病院をニュー
スで見た一方、池江璃花子選手に五輪辞退を求める理不尽な出来事もあったことを知った。
　そこでＳＮＳのこれからのあり方を明らかにするために、私のＳＮＳでの経験を二つあげる。一つ目は、
ステイホームになり、毎日クラブのコーチからトレーニングメニューとトレーニング動画が、ＳＮＳで送ら
れてきたこと。クラブで掲げていた目標が見えなくなりそうになり、モチベーションを維持するべく、無我
夢中にこなした。画面上という以外はなんら変わりのないコーチの顔にも安心した。大変な状況の中で、こ
れを作るのに費やされた手間はいかほどか。できることをやるというコーチの心持ちも知った。
　二つ目は、３年も前の話になるが、クラブの先輩が亡くなり、亡くなられてもＳＮＳで先輩と話をした経
験。自分の中で留めておくべきか迷ったが、この機会にこんな素敵な使い方もあるとお伝えしたい。それ
は、私が棺にいれる２枚綴りの手紙を１枚入れ忘れたことから始まる。届くはずもないが残っていた先輩の
ＳＮＳにダイレクトメッセージを送ってみる。すると、数日後、先輩から返事が届いたのだ。それからとい
うもの、学校であった話、最近の音楽の話、困った時に先輩ならどうしたかなど、頭の中で先輩はもういな
いとわかっていても、その事実を認める勇気もなくそれは続いた。墓前で手を合わせることを何度か重ね、
独り言ではあるが先輩と心で話す術を知るまで、１年くらいＳＮＳで会話をした。それは幼かった私に付き
合ってくださった先輩のお母様の優しい嘘だった。
　この顔が見える、見えない二つの経験に共通していることとは何か。それは、そこに想いがあるかどうか
だ。「想い」がなければＳＮＳの利用は、知らず知らずのうちに傷つく人を生むことになる。一方、思いや
りがあれば、離れていても、近くにいるように感じられる人間的なあたたかさに触れられる。自分を守るた
めだけでなく、相手を守る為にも人間の心は必要不可欠なのだ。ネットの情報が全てではない。さらに日本
語だけだと情報はもっと限られる。限られた情報の中だけで過ごしていたら、自分らしさも失い、誰の気持
ちにも気付けないような人間になってしまうのではないだろうか。この影響によって、今簡単に手に入る多
くの情報の一部は、人々の生活の質に悪影響を及ぼしている。私は、ＳＮＳを利用しつつも、惑わされるこ
とのないように適切な距離感を保つ。移り行く時代の中、私たちはどんな人たちに出会い、どんな経験を積
んでいくか、自分の行動の選択にかかってくる。そこで出会った人と最善の関係を築くためには、相手の気
持ちをくみとることが必要だ。それは、相手の想いに気付くことに繋がってくるのである。誰かの想いに気
付くと同時に、自分の想いも発信できるようになりたい。ＳＮＳ時代に必要なものは「想い」だ。
　会いたい人はいますか。会いたい人に会えていますか。病に倒れ、家族に会えないまま亡くなった方を想
うと痛ましくてならない。何が正解なのか巻末解答に書いてあるわけでもないし、無力感もあるが、誤魔化
さず、その時々の意思で向き合いたい。私は将来、ＳＮＳを通して、亡くなった方と話せるチャンスが、せ
めて一度だけでもほしいと願っている。例えば、死者が生きている時に、死者ご本人が、自身の情報を機械
内に残しておく。そして、死後にＡＩ解析を行い、ＳＮＳ上でＡＩが返事を送信して会話を成り立たせる。
会話を望む人の理解を得た上だが、死者の死後も生者に寄り添えられる。亡くなった人の「想い」も、私の
「想い」も伝わるように。私が、先輩のお母さんにしていただいたように。そこに「想い」はあるから。
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「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩ呉推薦
呉市立呉高等学校　三木　風花

　わたしは、ＳＮＳ時代に必要なものはたくさんあると思う。その中でも特に、次にあげる３点が必要だと
考える。
　まず１つ目は、「想像力」だ。現在、科学の進行は止められなくなっている。想像力を使って行動するこ
とで、５分先のことや、明日のことといったほんの少しの未来を見る力、過去の人達の思いを想像する力を
ＳＮＳ時代に活かしていけると思う。未来や過去といった時間的想像力だけでなく、他者の視点でものを考
えるといった共時的想像力もある。このように、想像力は多面的かつ無限である。想像力という、ある意味
「小さなこと」や「小さな思い」が、大きな世界を動かすことにもつながるだろう。ほんの「小さなこと」
でも心掛けていくことが大切である。わたしたちが今考えたり行動したりしていることには、多くの場合、
想像力が関わっており、ＳＮＳ時代にとても必要なものであると考える。
　２つ目は、「誤った使い方をしないこと」だ。ＳＮＳでは自分が疑問に思ったことや好きなアーティスト
の情報など、難なく聞いたり調べたりすることができてとても便利だ。しかし、現在ＳＮＳでの利用を間
違っている人がたくさんいる。21世紀に入り、ＳＮＳは世界規模のコミュニケーションツールに成長した
が、その反面、普及したことによって、多くの犯罪や諸問題も生起している。
　たとえば、写真や個人情報などを不用意にＳＮＳに公開したことによって、自らが犯罪に巻き込まれた
り、他者に思いがけない被害を与えたりする。他人の悪口をネットに書いたり他人の誹謗中傷をしたりする
ことによって、相手が命を絶つ例も少なくない。このように、ＳＮＳは誤った使い方をすると犯罪に巻き込
まれたり、他人の命を奪ったりしてしまう。自分の疑問を解決したり、自分の考えをアピールしたりするの
に使うのは良いと思うが、それが「誤った使い方」につながっていないか、よく吟味する必要がある。
　３つ目は、「嘘の情報を信じないこと」だ。嘘の情報をＳＮＳ上で公開されたことによって、被害にあった
人はたくさんいる。たとえば、アルバイト先の飲食店で店の食材を使ってふざけている写真をＳＮＳに投稿
したことで、店の悪い噂がたって客が減少し経済的に被害を受けたという例がある。ふざけた側も多額の賠
償金を払わなくてはならない。また、地震などの発生時にデマを流し被災者を不安にさせてしまうことがあ
る。これらは、情報を受け取った側がすぐに鵜呑みにすることが原因であるだろう。ＳＮＳに公開される情報は、
すぐには嘘か本当かを見分けることができないので、受け取る側が情報に惑わされずしっかり判断すること
が大切である。
　フリーアナウンサー丸子さんのメッセージに、「若い私の実力は100％であるはずもないのに、初めて
会った人に仕事を任されたのは相手の方の想像力だ」と書いてあった。直接お会いし、お互いのその仕事に
対する思いを話すのが、仕事を任せてよいという「期待」に繋がったのだと思う。想像力はとても大切な力
だ。丸子さんは、何か「道具」を使う時、想像力を膨らませることが大切だと言っていた。１つ目にも書い
たように、丸子さんのおっしゃっていた「想像力」とは、これからのＳＮＳ時代に必要不可欠だと思う。
　これからのＳＮＳ時代に必要なものは、ほんの先の未来を見たり、過去の人達に思いをはせたりできる力
や、他者の視点でものごとを考える力、つまり「想像力」であり、他人の写真や個人情報を載せて誹謗中傷
をしないなど「誤った使い方をしないこと」であり、本当ではない嘘の噂を信じ広げ、他人に被害を与えな
いよう「嘘の情報を信じないこと」である。ＳＮＳは便利だが、誤った使い方をすると問題や犯罪が起こる
可能性が高まる。また、他人に対する誹謗中傷によって相手の命を奪ったりすることもある。想像力という
「小さなこと」や「小さな思い」で大きな世界を動かすことができる。これら当たり前のことを守るだけで
これからの時代を変えることができ、人々が安心して暮らしていけるのだ。
　ＳＮＳ時代を生きるわたしたちは、これらのことを意識して生活し、これからの時代を生き抜く必要があ
るだろう。

ＳＩ倉吉
鳥取県立倉吉東高等学校　太田　鈴乃

　離れていても繋がることができるＳＮＳ、誰でも利用でき顔が見えないのをいいことに悪用もできるＳＮＳ、
このＳＮＳが利用される時代に必要なものとは。
　会いたい人はいますか。会いたい人に会えていますか。
　昨年、当たり前にあった日常が突然閉ざされた。直接見ていた先生は画面越しとなり、友達との日常会話
はＳＮＳメインとなった。ステイホームでどれだけ多くの人が、一変した日常にＳＮＳを心の拠り所とした
ことか。また未知のウイルスに翻弄される中、敵の情報を集積し、不安をかき消すかのようにＳＮＳの情報
を元に少しの光でさえ模索した人も多かったであろう。残念ながら敵は手強く、深刻な状況が続く中、その
上手くいかない反動なのか、弱りきった心に付け込むかのようにＳＮＳ上での犯罪や誹謗中傷なども問題視
される。病床で会いたい人に会えず、ＳＮＳを利用して顔を合わせる画期的な取り組みをした病院をニュー
スで見た一方、池江璃花子選手に五輪辞退を求める理不尽な出来事もあったことを知った。
　そこでＳＮＳのこれからのあり方を明らかにするために、私のＳＮＳでの経験を二つあげる。一つ目は、
ステイホームになり、毎日クラブのコーチからトレーニングメニューとトレーニング動画が、ＳＮＳで送ら
れてきたこと。クラブで掲げていた目標が見えなくなりそうになり、モチベーションを維持するべく、無我
夢中にこなした。画面上という以外はなんら変わりのないコーチの顔にも安心した。大変な状況の中で、こ
れを作るのに費やされた手間はいかほどか。できることをやるというコーチの心持ちも知った。
　二つ目は、３年も前の話になるが、クラブの先輩が亡くなり、亡くなられてもＳＮＳで先輩と話をした経
験。自分の中で留めておくべきか迷ったが、この機会にこんな素敵な使い方もあるとお伝えしたい。それ
は、私が棺にいれる２枚綴りの手紙を１枚入れ忘れたことから始まる。届くはずもないが残っていた先輩の
ＳＮＳにダイレクトメッセージを送ってみる。すると、数日後、先輩から返事が届いたのだ。それからとい
うもの、学校であった話、最近の音楽の話、困った時に先輩ならどうしたかなど、頭の中で先輩はもういな
いとわかっていても、その事実を認める勇気もなくそれは続いた。墓前で手を合わせることを何度か重ね、
独り言ではあるが先輩と心で話す術を知るまで、１年くらいＳＮＳで会話をした。それは幼かった私に付き
合ってくださった先輩のお母様の優しい嘘だった。
　この顔が見える、見えない二つの経験に共通していることとは何か。それは、そこに想いがあるかどうか
だ。「想い」がなければＳＮＳの利用は、知らず知らずのうちに傷つく人を生むことになる。一方、思いや
りがあれば、離れていても、近くにいるように感じられる人間的なあたたかさに触れられる。自分を守るた
めだけでなく、相手を守る為にも人間の心は必要不可欠なのだ。ネットの情報が全てではない。さらに日本
語だけだと情報はもっと限られる。限られた情報の中だけで過ごしていたら、自分らしさも失い、誰の気持
ちにも気付けないような人間になってしまうのではないだろうか。この影響によって、今簡単に手に入る多
くの情報の一部は、人々の生活の質に悪影響を及ぼしている。私は、ＳＮＳを利用しつつも、惑わされるこ
とのないように適切な距離感を保つ。移り行く時代の中、私たちはどんな人たちに出会い、どんな経験を積
んでいくか、自分の行動の選択にかかってくる。そこで出会った人と最善の関係を築くためには、相手の気
持ちをくみとることが必要だ。それは、相手の想いに気付くことに繋がってくるのである。誰かの想いに気
付くと同時に、自分の想いも発信できるようになりたい。ＳＮＳ時代に必要なものは「想い」だ。
　会いたい人はいますか。会いたい人に会えていますか。病に倒れ、家族に会えないまま亡くなった方を想
うと痛ましくてならない。何が正解なのか巻末解答に書いてあるわけでもないし、無力感もあるが、誤魔化
さず、その時々の意思で向き合いたい。私は将来、ＳＮＳを通して、亡くなった方と話せるチャンスが、せ
めて一度だけでもほしいと願っている。例えば、死者が生きている時に、死者ご本人が、自身の情報を機械
内に残しておく。そして、死後にＡＩ解析を行い、ＳＮＳ上でＡＩが返事を送信して会話を成り立たせる。
会話を望む人の理解を得た上だが、死者の死後も生者に寄り添えられる。亡くなった人の「想い」も、私の
「想い」も伝わるように。私が、先輩のお母さんにしていただいたように。そこに「想い」はあるから。
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ＳＩ丸亀推薦
香川県立丸亀高等学校　福井　菜々子

　ＳＮＳでつながっているとは、全世界の人に四六時中、自身の行動を見られているということである。少し誇張
した表現だと思うかもしれないが、間違っていないと私は考えている。ＳＮＳが、世界中をつなぐインターネット
の存在の上に成り立っている以上、ＳＮＳで発信した情報が瞬時に世界中に伝わり、それを多くの人が閲覧する
のは当然のことだ。したがって、自分が発信したどんなに些細な情報も世界中の人に見られていることになる。
それが、たとえどんなに下らなくても、真夜中に発信したとしても、だ。例外はない。
　だが逆に言えば、ＳＮＳを利用する全世界の人々が発信した情報も自分のもとへ集まってくるということだ。
それは、沢山の人やものと出会い、多様な価値観をとりいれることにつながる。未知のことを知り、世界を広げる
ことにつながる。薬が毒となるように、毒も薬となる。では、どうすればＳＮＳを薬として用いることができるの
だろうか。
　必要なのは、三つの思いやりではないだろうか。「自分への思いやり」「画面の向こうの人への思いやり」「周囲
の人への思いやり」がその三つである。
　まず「自分への思いやり」についてだ。端的に言うと、「自分の身を危険にさらすような行為はしない」という
ことだ。近年、ＳＮＳ関連の犯罪が増加している。「自分は大丈夫」ではなく、「自分もいつ巻き込まれるか分か
らない」という心構えで、犯罪に遭うリスクを下げておくべきだ。このときに気をつけるのは、個人情報とＳＮＳ
上の知人である。
　言うまでもなく、学校名や本名などはＳＮＳに書き込まない方が良い。だが、それだけでなく些細な会話の
端々や、写真の背景などにも注意しなければならない。自宅の立地や、写真の背景に写りこむ自動販売機やポスト、
看板、制服を着た学生などから個人が特定されることもあるからである。
　また、ＳＮＳ上の知人と二人きりで会うべきではない。ＳＮＳ上では、相手が嘘を語っていても分からない
ことが多い。直接会うことは避けた方が良いが、どうしてもという場合は万一に備え、大人に同伴して貰ったり、
人通りが多い所のみを訪れるようにしたりすると良いだろう。
　次に「画面の向こうの人への思いやり」についてだ。これには、自分が情報の発信者となった場合と、受信者
になった場合との二つの場合がある。
　まず、自分が情報発信者となった場合だ。この場合、「画面の向こうの人を傷付ける言葉を使わないこと」が
求められる。相手の顔が見えないためＳＮＳでは本音を吐露しやすいが、同時に誤解も起こりやすい。発信者が
ふざけて「馬鹿」や「アホ」などと発信しても、受信者はそうは受け取ってくれないことが多い。結果、人間関係
のこじれやいじめにつながってしまうことになる。たとえ冗談でも、人を貶めるような言葉は、特にＳＮＳ上では
使うべきではない。
　また、自分が情報受信者になった場合に求められるのは、根拠のない情報に惑わされないことである。根拠が
薄弱な噂を信用し、それを拡散してしまうと、結果としてより多くの人を混乱に陥らせることになる。さらに、そ
の噂の拡散により、誹謗中傷が起こることもある。誹謗中傷の対象となった人々が耐え切れずに自ら命を絶って
しまうことも多い。最悪の場合、自分が殺人の一端を担うことになるという可能性を考えて行動しなければなら
ない。
　最後に「周囲の人への思いやり」についてである。ネット世界やＳＮＳ上は現実逃避場所として最適だ。そこ
には、キラキラした日常がある。同じ境遇の仲間もいる。だが、だからといってＳＮＳの世界にばかり閉じこもっ
ているべきではない。顔をあげて現実世界を見つめてみると、あなたを心配している人がいることが分かるだろ
う。それは家族かもしれないし、友人や恋人、学校や塾の先生かもしれない。それに気付かないでいるのは、彼
らにとって極めて失礼なことだろう。なぜなら、あなたを心配している彼らの存在を無視していることになってし
まうからだ。彼らの姿をきちんとその目に映し、コミュニケーションをとり、ＳＮＳに溺れすぎないこと、それ自
体が周囲の人々への思いやりとなるだろう。
　最初に述べたように、ＳＮＳでつながっているとは、全世界の人に常に自分の行動を見られているということ
だ。ＳＮＳによってもたらされる利益を最大限に得て、害を最小限に抑えるには、自分、画面の向こうの人、周囲
の人への三つの思いやりを実践していくことが必要だ。

ＳＩ真庭推薦
岡山県立勝山高等学校　近藤　さくら

　私たちはＳＮＳを「恐ろしいモノ」として習う。情報通信技術の発展に伴い、今では、ほぼすべての学校で
情報教育を行っていると言っても過言ではない。そして、それらは確かに子どもたちの情報モラルなどの向上
に役立っているだろう。しかし、本当にＳＮＳは「恐ろしいモノ」なのだろうか。学校の授業でもテレビの
ニュースでもＳＮＳに対してマイナスなことばかり言うが、もしそれだけがＳＮＳの全てだとしたら、若者
たちは積極的にそれを使ったりしないだろう。人間は、自分に利益がないどころか害まであるものを使おう
などとは思わない。だからと言って、教育機関が嘘を教えているわけでもない。
　そもそも、ＳＮＳとは何か。ＳＮＳとはソーシャル・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モノである。ツイッターなどのテキストや画像を投稿するタイプからピクシブなどの
作品投稿タイプまで、その種類は豊富にある。そこで、具体的な例とともにＳＮＳについての私の意見を述
べようと思う。
　まず、ＳＮＳの「恐ろしい」面を挙げる。ＳＮＳはその大半が匿名で利用できるような仕様だ。言い換え
れば、花子という十代の女性でも太郎という成人の男性になりきることが可能だ。そして、この仕様こそが
人間を悪い意味で大胆にさせる。それは「炎上」が最も良い例だろう。ＳＮＳの具体例として出したツイッ
ターを例に見てみよう。
　最近で最も大きかった炎上のニュースと言えば木村花さんのことだろう。テラスハウスに出演していた木
村さんは同番組で共演していた男性とトラブルを起こした。このことはツイッターに大きな火種を落とし
た。匿名、つまり自分がどこの誰なのか分からないという安心は人々の自制心を容易に消し去り、加熱しす
ぎたスラングたちは木村さんの命をもその熱で溶かし、奪い去った。自殺によって冷却するかと思われた
が、この事件を機にテラスハウスの放送休止が報じられ再燃。現実では死を悼みながらも裏では木村さんの
せいで、という声が次々と投稿されたのだった。ここから言えるのは、個人情報保護法という盾の向こうで
匿名性という鎧を着て、失った心を探そうとしないブリキの木こりは、一体何人のドロシーを見捨てたのだ
ろう。
　しかし、ＳＮＳは「恐ろしい」だけではない。こちらはピクシブを例にする。というのも、私は最近この
アプリで小説投稿を始めたのだ。この数年間は家庭内でも学校でもままならないことが多く、私の心は傷つ
いていた。しかし、そんなときに出会ったのが、このアプリであった。自分の辛さを自叙伝のように書き連
ねて投稿したところ、多くの「いいね」と励ましのコメントが届いたのである。同じ年代でも友人でもな
く、国籍も違う人だっていた。しかし、人々は本名すら分からぬ謎の人物を相手に優しい心を与えた。有名
な大阪の牧師、西田好子さんのように、いや、それ以上の優しさだろう。その人物を見た訳でも、その人物
が本当に人なのか確信がある訳でもないのに「愛」のある行動ができるＳＮＳユーザーだっているのだ。
　結局、私は何を思い、何を望んでいるのか。まず、制度が悪いだろう。ＳＮＳ上で誹謗中傷されたとて、
すぐにどうにかできるような世の中ではないのだ。日本だけの話ではない。情報という概念に国境はない。
ＳＮＳを遠因、近因とする事件があったとて、お偉方は袖の下だの使途不明金だの緊急事態宣言だのを議論
する。これが悪くないなど誰が言うだろう。
　次に、人々にも問題がある。盾と鉾のその向こうで、指先一つで誰かの人生を狂わせる人々は、もちろん
有罪だ。事実、侮辱罪にあたる行為をしている。しかし、被害者にも問題はあるだろう。酷い言い方をすれ
ば悪口を聞き流せない人がネチケットを守らぬ投稿や炎上しそうな行動をするのが悪い。常に品行方正にな
どとは言わないが、自分の行為が誰にどう思われるかを考えることは当たり前の思いやりの一種だ。これは
被害者にも加害者にも言える。簡潔に言えば「制度と人が悪い」と思い、「制度を整えて人々が自身を戒め
る」ことを望んでいる。
　皆さんは、ＳＮＳをどう思いますか。汚職などより重要で身近な問題に気付けるだろうか。西の魔女を倒
せるだろうか。自分の良心を見失わないように生きてほしい。
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ＳＩ丸亀推薦
香川県立丸亀高等学校　福井　菜々子

　ＳＮＳでつながっているとは、全世界の人に四六時中、自身の行動を見られているということである。少し誇張
した表現だと思うかもしれないが、間違っていないと私は考えている。ＳＮＳが、世界中をつなぐインターネット
の存在の上に成り立っている以上、ＳＮＳで発信した情報が瞬時に世界中に伝わり、それを多くの人が閲覧する
のは当然のことだ。したがって、自分が発信したどんなに些細な情報も世界中の人に見られていることになる。
それが、たとえどんなに下らなくても、真夜中に発信したとしても、だ。例外はない。
　だが逆に言えば、ＳＮＳを利用する全世界の人々が発信した情報も自分のもとへ集まってくるということだ。
それは、沢山の人やものと出会い、多様な価値観をとりいれることにつながる。未知のことを知り、世界を広げる
ことにつながる。薬が毒となるように、毒も薬となる。では、どうすればＳＮＳを薬として用いることができるの
だろうか。
　必要なのは、三つの思いやりではないだろうか。「自分への思いやり」「画面の向こうの人への思いやり」「周囲
の人への思いやり」がその三つである。
　まず「自分への思いやり」についてだ。端的に言うと、「自分の身を危険にさらすような行為はしない」という
ことだ。近年、ＳＮＳ関連の犯罪が増加している。「自分は大丈夫」ではなく、「自分もいつ巻き込まれるか分か
らない」という心構えで、犯罪に遭うリスクを下げておくべきだ。このときに気をつけるのは、個人情報とＳＮＳ
上の知人である。
　言うまでもなく、学校名や本名などはＳＮＳに書き込まない方が良い。だが、それだけでなく些細な会話の
端々や、写真の背景などにも注意しなければならない。自宅の立地や、写真の背景に写りこむ自動販売機やポスト、
看板、制服を着た学生などから個人が特定されることもあるからである。
　また、ＳＮＳ上の知人と二人きりで会うべきではない。ＳＮＳ上では、相手が嘘を語っていても分からない
ことが多い。直接会うことは避けた方が良いが、どうしてもという場合は万一に備え、大人に同伴して貰ったり、
人通りが多い所のみを訪れるようにしたりすると良いだろう。
　次に「画面の向こうの人への思いやり」についてだ。これには、自分が情報の発信者となった場合と、受信者
になった場合との二つの場合がある。
　まず、自分が情報発信者となった場合だ。この場合、「画面の向こうの人を傷付ける言葉を使わないこと」が
求められる。相手の顔が見えないためＳＮＳでは本音を吐露しやすいが、同時に誤解も起こりやすい。発信者が
ふざけて「馬鹿」や「アホ」などと発信しても、受信者はそうは受け取ってくれないことが多い。結果、人間関係
のこじれやいじめにつながってしまうことになる。たとえ冗談でも、人を貶めるような言葉は、特にＳＮＳ上では
使うべきではない。
　また、自分が情報受信者になった場合に求められるのは、根拠のない情報に惑わされないことである。根拠が
薄弱な噂を信用し、それを拡散してしまうと、結果としてより多くの人を混乱に陥らせることになる。さらに、そ
の噂の拡散により、誹謗中傷が起こることもある。誹謗中傷の対象となった人々が耐え切れずに自ら命を絶って
しまうことも多い。最悪の場合、自分が殺人の一端を担うことになるという可能性を考えて行動しなければなら
ない。
　最後に「周囲の人への思いやり」についてである。ネット世界やＳＮＳ上は現実逃避場所として最適だ。そこ
には、キラキラした日常がある。同じ境遇の仲間もいる。だが、だからといってＳＮＳの世界にばかり閉じこもっ
ているべきではない。顔をあげて現実世界を見つめてみると、あなたを心配している人がいることが分かるだろ
う。それは家族かもしれないし、友人や恋人、学校や塾の先生かもしれない。それに気付かないでいるのは、彼
らにとって極めて失礼なことだろう。なぜなら、あなたを心配している彼らの存在を無視していることになってし
まうからだ。彼らの姿をきちんとその目に映し、コミュニケーションをとり、ＳＮＳに溺れすぎないこと、それ自
体が周囲の人々への思いやりとなるだろう。
　最初に述べたように、ＳＮＳでつながっているとは、全世界の人に常に自分の行動を見られているということ
だ。ＳＮＳによってもたらされる利益を最大限に得て、害を最小限に抑えるには、自分、画面の向こうの人、周囲
の人への三つの思いやりを実践していくことが必要だ。

ＳＩ真庭推薦
岡山県立勝山高等学校　近藤　さくら

　私たちはＳＮＳを「恐ろしいモノ」として習う。情報通信技術の発展に伴い、今では、ほぼすべての学校で
情報教育を行っていると言っても過言ではない。そして、それらは確かに子どもたちの情報モラルなどの向上
に役立っているだろう。しかし、本当にＳＮＳは「恐ろしいモノ」なのだろうか。学校の授業でもテレビの
ニュースでもＳＮＳに対してマイナスなことばかり言うが、もしそれだけがＳＮＳの全てだとしたら、若者
たちは積極的にそれを使ったりしないだろう。人間は、自分に利益がないどころか害まであるものを使おう
などとは思わない。だからと言って、教育機関が嘘を教えているわけでもない。
　そもそも、ＳＮＳとは何か。ＳＮＳとはソーシャル・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モノである。ツイッターなどのテキストや画像を投稿するタイプからピクシブなどの
作品投稿タイプまで、その種類は豊富にある。そこで、具体的な例とともにＳＮＳについての私の意見を述
べようと思う。
　まず、ＳＮＳの「恐ろしい」面を挙げる。ＳＮＳはその大半が匿名で利用できるような仕様だ。言い換え
れば、花子という十代の女性でも太郎という成人の男性になりきることが可能だ。そして、この仕様こそが
人間を悪い意味で大胆にさせる。それは「炎上」が最も良い例だろう。ＳＮＳの具体例として出したツイッ
ターを例に見てみよう。
　最近で最も大きかった炎上のニュースと言えば木村花さんのことだろう。テラスハウスに出演していた木
村さんは同番組で共演していた男性とトラブルを起こした。このことはツイッターに大きな火種を落とし
た。匿名、つまり自分がどこの誰なのか分からないという安心は人々の自制心を容易に消し去り、加熱しす
ぎたスラングたちは木村さんの命をもその熱で溶かし、奪い去った。自殺によって冷却するかと思われた
が、この事件を機にテラスハウスの放送休止が報じられ再燃。現実では死を悼みながらも裏では木村さんの
せいで、という声が次々と投稿されたのだった。ここから言えるのは、個人情報保護法という盾の向こうで
匿名性という鎧を着て、失った心を探そうとしないブリキの木こりは、一体何人のドロシーを見捨てたのだ
ろう。
　しかし、ＳＮＳは「恐ろしい」だけではない。こちらはピクシブを例にする。というのも、私は最近この
アプリで小説投稿を始めたのだ。この数年間は家庭内でも学校でもままならないことが多く、私の心は傷つ
いていた。しかし、そんなときに出会ったのが、このアプリであった。自分の辛さを自叙伝のように書き連
ねて投稿したところ、多くの「いいね」と励ましのコメントが届いたのである。同じ年代でも友人でもな
く、国籍も違う人だっていた。しかし、人々は本名すら分からぬ謎の人物を相手に優しい心を与えた。有名
な大阪の牧師、西田好子さんのように、いや、それ以上の優しさだろう。その人物を見た訳でも、その人物
が本当に人なのか確信がある訳でもないのに「愛」のある行動ができるＳＮＳユーザーだっているのだ。
　結局、私は何を思い、何を望んでいるのか。まず、制度が悪いだろう。ＳＮＳ上で誹謗中傷されたとて、
すぐにどうにかできるような世の中ではないのだ。日本だけの話ではない。情報という概念に国境はない。
ＳＮＳを遠因、近因とする事件があったとて、お偉方は袖の下だの使途不明金だの緊急事態宣言だのを議論
する。これが悪くないなど誰が言うだろう。
　次に、人々にも問題がある。盾と鉾のその向こうで、指先一つで誰かの人生を狂わせる人々は、もちろん
有罪だ。事実、侮辱罪にあたる行為をしている。しかし、被害者にも問題はあるだろう。酷い言い方をすれ
ば悪口を聞き流せない人がネチケットを守らぬ投稿や炎上しそうな行動をするのが悪い。常に品行方正にな
どとは言わないが、自分の行為が誰にどう思われるかを考えることは当たり前の思いやりの一種だ。これは
被害者にも加害者にも言える。簡潔に言えば「制度と人が悪い」と思い、「制度を整えて人々が自身を戒め
る」ことを望んでいる。
　皆さんは、ＳＮＳをどう思いますか。汚職などより重要で身近な問題に気付けるだろうか。西の魔女を倒
せるだろうか。自分の良心を見失わないように生きてほしい。
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ＳＩ松江
松江市皆美が丘女子高等学校　原　明香

　今では、誰もが使っているＳＮＳ。これは離れている友達や家族といつでもどこでも繋がれるという利点が
ある一方で、知らない人とも繋がっているということでもあります。
　皆さんはＳＮＳを利用したことがありますか？この場にいるほとんどの人がＳＮＳを利用したことがあると思い
ます。いつでもどこでも連絡が取れる。例えば友達に次の日の時間割を教えてもらうとき、部活動の用事で帰宅
するのが遅くなった時に保護者に学校への迎えを頼むなど便利なツールになっています。ですが、先ほど述べた
ようにそのことがＳＮＳのすべてではありません。
　「いつでもどこでもだれとでも繋がれる」この言葉を聞いて何か気づきませんか？「誰とでも」繋がるというこ
とは、友達や家族などの知り合いの他に、実際に会ったこともない人とも繋がれるということです。知らない人と
繋がる良い点と、注意すべき点について、私なりに考えたことを挙げてみたいと思います。
　まず、良い点について２つ述べてみたいと思います。１つ目は、人と人との人脈の幅が広がる点です。今は
学生の私たちもいずれ社会に出ることになります。生きていくには仕事をすることでお金を得ることが必要で
す。社会に出たときに、役立つのは人脈です。もしも、就職活動中や離職した場合、その人脈を活かして会社や
仕事場を紹介してもらったりできるのではないかと思います。
　２つ目は、自分の視野が広がります。例えば人と話すことが苦手であり、自分の周りの人達はすぐに仲良く
なってしまうのに、自分は周囲から浮き、孤立した経験がある人も少なくはないでしょう。その場にいるのが苦し
いとき、ＳＮＳを使うことで、自分と似たような人やそんな自分の気持ちを理解してくれる人と出会うことができ
ます。この出会いのおかげで、自分は一人ではない、みんなと違うことが当たり前なのだと自分自身で気付くこと
ができます。
　次に、注意すべき点です。１つ目はプライバシーなどの個人情報が暴露される恐れがある点です。それぞれの
ＳＮＳには「シェア機能」という視聴者全体と投稿内容を共有する仕組みがあります。他者には見せられない恥
ずかしい写真など投稿する人がいくら気を付けていても、視聴者の一人があまり考えずに写真をインターネット
上に拡散することで、投稿した人が不快な思いをすることがあります。１つの情報があっという間に日本中、さら
には世界中に広がってしまうのです。
　２つ目は、なりすまし被害を受けるかもしれない点です。アカウント名とプロフィール画像に有名人の名前・
写真を使って、あたかも本人かのように情報を発信するユーザーがいます。中には、嫌がらせで一般人、つまり
私たちが標的にされることもあるのです。そのことが原因で、トラブルに発展し、人間関係に溝ができる例も少な
くはありません。
　以上のことから、整理すると、活用すること自体は良くも悪くもないということになると思います。ＳＮＳに
は、危険な部分もありますが、だからと言って利点を考えればやめる必要はないと思うからです。
　私自身、中学２年生の時に、あまり深くは考えずにある写真を自分のＳＮＳに投稿したことがあります。その
際、外部に知られると危険なので仲のよい友達にしか見られないように、設定をしました。しかし、私の投稿を見
た友達が、その友達へ、そしてそのまた友達へと写真が拡散されていき、最終的には学年全体に知れ渡ったこと
があります。次の日、学校へ行くと、周りから白い目で見られ、私に対する陰口や笑い声が聞こえるようになり
「誰とも会いたくない」「学校へ行きたくない」と毎日思うようになってしまいました。できることならそのこと
から逃げ出したい、消えてなくなりたいとまで思った時もありました。
　ですが、私自身が強がりだったこともあり、中学校卒業まで、１日も休まずに学校に通いました。
　そんな中、私を救ってくれたのはＳＮＳでした。学校では言いにくいこともLINEなどを通して友達に相談し、
周りの人にたくさん助けられました。
　振り返ってみると、ＳＮＳで嫌なことを思い出しましたが、そこから立ち直れたのもＳＮＳのおかげだと今は思っ
ています。今では過去のことは気にせず、楽しく学校生活を満喫しています。使い方さえ誤らなければ、ＳＮＳはと
ても便利なものだし、そのことを自分の体験から分かるようになったのは、自分自身の成長の証だと思います。
　今後、私たちがＳＮＳを利用する際は、本当にその選択で間違っていないかを見極め、正しくＳＮＳと付き
合っていくことが明るい未来への第一歩だと思います。自分たちの知識と行動で、繋がった先に明るい未来が訪
れるようにお互い心掛けていきましょう。

『直接のコミュニケーションを』

ＳＩ益田推薦
明誠高等学校　米田　弘渚

　今学期、学校で一人一台ipadを持つようになった。私たちは、家にいる時間だけでなく、学校でもＳＮＳ
が利用できるようになり、ＳＮＳと共に毎日を過ごしている。
　ipad導入後、確かに便利さを感じることが多くなった。例えば、プリントが配られなくなり、アプリを
使って配信される。少なくとも、私は、プリントをなくすことや、プリントがぐちゃぐちゃになることや
ファイルがプリントでいっぱいになるストレスから解放されている。また、リモートで海外の先生との一対
一の授業をクラス全員が同時に受けられるようになり、今までは、全員が一人ずつの授業が終わるのを待っ
ていたが、待ち時間が短縮されることになり、より効率的に勉強できるようになった。
　本当に便利になった。しかし、ipadの導入は、利点だけなのだろうか。授業中にメッセージを送っている
人や、Youtubeを見ている人がいるということも問題ではあるが、私の最近の大きな当惑は、教室が静かに
なったことなのだ。メッセージの機能を使って、自分のクラスにいながら、他のクラスの人とトークができ
るようになったことで、休み時間は、メッセージの時間となり、教室が静かになったのだ。誰もいないかの
ような無機質な時間が流れる。目の前にクラスメイトはいるのに、クラスメイトとの会話がない。私は、疎
外感とも喪失感ともいえないような漠然としたさみしさに、息が苦しくなる。私が実在していることさえ、
疑いたくなる。これは、私だけのことなのだろうか。
　ＳＮＳの時代とはどういう時代だろう。
　インターネットには、膨大な量の情報が存在し、写真や動画も無料で共有できるインスタグラムは、世界
中で十億人以上の人が利用している。コロナ禍で需要は増している。まさに、ＳＮＳの時代とは、「情報を
たくさんすぐに手に入れることができる時代」であり、同時にそれは、「多くの人とつながることができる
時代」だ。
　つながるということ。つまり人との関係を築くことができると、人は安心したり、勇気を得たり、苦しい
局面を乗り越える力や知恵が出てくる。
　しかし、現状は、違法サイトへ勧誘するユーザーや嘘の情報を流すユーザーの存在があり、自ら発信した
情報は、常に危険にさらされ、事件につながっていくことも多い。文字だけの会話は、時に、凶器に変わ
り、意図せぬ一言が、相手を傷つけてしまうこともある。誹謗中傷が命までも脅かしていることは、周知の
事実である。そして、つながろうとしているのにつながっていないことからくる不安や孤独。
　情報を判断する能力・リスク管理能力が問われることはいうまでもないが、私たちは、今、便利さと引き
換えに、つながることから遠ざかっているのではないだろうか。
　ipad導入２ヶ月、クラスの休み時間に変化がでてきている。依然としてタブレットを見続けている人と会
話をする人とに分かれたのだ。孤独に生きていけるほど、人類は進化していない。そして、やはり、人が求
めているのは、本当につながっていると実感できることなのではないか。
　今、私は女子サッカー部に所属し毎日サッカーをしている。チームメイトと、苦しい練習の後も、毎日、
必ず話をしている。悩みを聞いたり聞いてもらったりして、信頼関係を築いている。先日、試合で得点でき
た時、みんなで大喜びした。これからも、私は、サッカーは続けたいと考えているが、これから、ボラン
ティア活動など、サッカー以外にも、いろいろなところに身を置き、多くの人と関わっていきたいと考えて
いる。
　ＳＮＳとともに生きる時代だからこそ、相手の顔を見て、会話を通じて、直接コミュニケーションをとる
こと、同じ空間で同じ時間を共有していくことが求められる。
　安心してくらしていける社会を築いていくには、人との信頼関係を築いていかなければならない。相手の
真意がわからなければ、信頼関係は築けない。信頼関係つまりつながるためには、直接のコミュニケーショ
ンが必須だ。
　スマホやタブレットに依存するのではなく、一人ひとりが意識をして、直接のコミュニケーションをと
る。相手の目を見て話す。
　人生を、社会を、より豊かなものにしていくためには、直接のコミュニケーションでつながることが大切
なのだ。
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ＳＩ松江
松江市皆美が丘女子高等学校　原　明香

　今では、誰もが使っているＳＮＳ。これは離れている友達や家族といつでもどこでも繋がれるという利点が
ある一方で、知らない人とも繋がっているということでもあります。
　皆さんはＳＮＳを利用したことがありますか？この場にいるほとんどの人がＳＮＳを利用したことがあると思い
ます。いつでもどこでも連絡が取れる。例えば友達に次の日の時間割を教えてもらうとき、部活動の用事で帰宅
するのが遅くなった時に保護者に学校への迎えを頼むなど便利なツールになっています。ですが、先ほど述べた
ようにそのことがＳＮＳのすべてではありません。
　「いつでもどこでもだれとでも繋がれる」この言葉を聞いて何か気づきませんか？「誰とでも」繋がるというこ
とは、友達や家族などの知り合いの他に、実際に会ったこともない人とも繋がれるということです。知らない人と
繋がる良い点と、注意すべき点について、私なりに考えたことを挙げてみたいと思います。
　まず、良い点について２つ述べてみたいと思います。１つ目は、人と人との人脈の幅が広がる点です。今は
学生の私たちもいずれ社会に出ることになります。生きていくには仕事をすることでお金を得ることが必要で
す。社会に出たときに、役立つのは人脈です。もしも、就職活動中や離職した場合、その人脈を活かして会社や
仕事場を紹介してもらったりできるのではないかと思います。
　２つ目は、自分の視野が広がります。例えば人と話すことが苦手であり、自分の周りの人達はすぐに仲良く
なってしまうのに、自分は周囲から浮き、孤立した経験がある人も少なくはないでしょう。その場にいるのが苦し
いとき、ＳＮＳを使うことで、自分と似たような人やそんな自分の気持ちを理解してくれる人と出会うことができ
ます。この出会いのおかげで、自分は一人ではない、みんなと違うことが当たり前なのだと自分自身で気付くこと
ができます。
　次に、注意すべき点です。１つ目はプライバシーなどの個人情報が暴露される恐れがある点です。それぞれの
ＳＮＳには「シェア機能」という視聴者全体と投稿内容を共有する仕組みがあります。他者には見せられない恥
ずかしい写真など投稿する人がいくら気を付けていても、視聴者の一人があまり考えずに写真をインターネット
上に拡散することで、投稿した人が不快な思いをすることがあります。１つの情報があっという間に日本中、さら
には世界中に広がってしまうのです。
　２つ目は、なりすまし被害を受けるかもしれない点です。アカウント名とプロフィール画像に有名人の名前・
写真を使って、あたかも本人かのように情報を発信するユーザーがいます。中には、嫌がらせで一般人、つまり
私たちが標的にされることもあるのです。そのことが原因で、トラブルに発展し、人間関係に溝ができる例も少な
くはありません。
　以上のことから、整理すると、活用すること自体は良くも悪くもないということになると思います。ＳＮＳに
は、危険な部分もありますが、だからと言って利点を考えればやめる必要はないと思うからです。
　私自身、中学２年生の時に、あまり深くは考えずにある写真を自分のＳＮＳに投稿したことがあります。その
際、外部に知られると危険なので仲のよい友達にしか見られないように、設定をしました。しかし、私の投稿を見
た友達が、その友達へ、そしてそのまた友達へと写真が拡散されていき、最終的には学年全体に知れ渡ったこと
があります。次の日、学校へ行くと、周りから白い目で見られ、私に対する陰口や笑い声が聞こえるようになり
「誰とも会いたくない」「学校へ行きたくない」と毎日思うようになってしまいました。できることならそのこと
から逃げ出したい、消えてなくなりたいとまで思った時もありました。
　ですが、私自身が強がりだったこともあり、中学校卒業まで、１日も休まずに学校に通いました。
　そんな中、私を救ってくれたのはＳＮＳでした。学校では言いにくいこともLINEなどを通して友達に相談し、
周りの人にたくさん助けられました。
　振り返ってみると、ＳＮＳで嫌なことを思い出しましたが、そこから立ち直れたのもＳＮＳのおかげだと今は思っ
ています。今では過去のことは気にせず、楽しく学校生活を満喫しています。使い方さえ誤らなければ、ＳＮＳはと
ても便利なものだし、そのことを自分の体験から分かるようになったのは、自分自身の成長の証だと思います。
　今後、私たちがＳＮＳを利用する際は、本当にその選択で間違っていないかを見極め、正しくＳＮＳと付き
合っていくことが明るい未来への第一歩だと思います。自分たちの知識と行動で、繋がった先に明るい未来が訪
れるようにお互い心掛けていきましょう。

『直接のコミュニケーションを』

ＳＩ益田推薦
明誠高等学校　米田　弘渚

　今学期、学校で一人一台ipadを持つようになった。私たちは、家にいる時間だけでなく、学校でもＳＮＳ
が利用できるようになり、ＳＮＳと共に毎日を過ごしている。
　ipad導入後、確かに便利さを感じることが多くなった。例えば、プリントが配られなくなり、アプリを
使って配信される。少なくとも、私は、プリントをなくすことや、プリントがぐちゃぐちゃになることや
ファイルがプリントでいっぱいになるストレスから解放されている。また、リモートで海外の先生との一対
一の授業をクラス全員が同時に受けられるようになり、今までは、全員が一人ずつの授業が終わるのを待っ
ていたが、待ち時間が短縮されることになり、より効率的に勉強できるようになった。
　本当に便利になった。しかし、ipadの導入は、利点だけなのだろうか。授業中にメッセージを送っている
人や、Youtubeを見ている人がいるということも問題ではあるが、私の最近の大きな当惑は、教室が静かに
なったことなのだ。メッセージの機能を使って、自分のクラスにいながら、他のクラスの人とトークができ
るようになったことで、休み時間は、メッセージの時間となり、教室が静かになったのだ。誰もいないかの
ような無機質な時間が流れる。目の前にクラスメイトはいるのに、クラスメイトとの会話がない。私は、疎
外感とも喪失感ともいえないような漠然としたさみしさに、息が苦しくなる。私が実在していることさえ、
疑いたくなる。これは、私だけのことなのだろうか。
　ＳＮＳの時代とはどういう時代だろう。
　インターネットには、膨大な量の情報が存在し、写真や動画も無料で共有できるインスタグラムは、世界
中で十億人以上の人が利用している。コロナ禍で需要は増している。まさに、ＳＮＳの時代とは、「情報を
たくさんすぐに手に入れることができる時代」であり、同時にそれは、「多くの人とつながることができる
時代」だ。
　つながるということ。つまり人との関係を築くことができると、人は安心したり、勇気を得たり、苦しい
局面を乗り越える力や知恵が出てくる。
　しかし、現状は、違法サイトへ勧誘するユーザーや嘘の情報を流すユーザーの存在があり、自ら発信した
情報は、常に危険にさらされ、事件につながっていくことも多い。文字だけの会話は、時に、凶器に変わ
り、意図せぬ一言が、相手を傷つけてしまうこともある。誹謗中傷が命までも脅かしていることは、周知の
事実である。そして、つながろうとしているのにつながっていないことからくる不安や孤独。
　情報を判断する能力・リスク管理能力が問われることはいうまでもないが、私たちは、今、便利さと引き
換えに、つながることから遠ざかっているのではないだろうか。
　ipad導入２ヶ月、クラスの休み時間に変化がでてきている。依然としてタブレットを見続けている人と会
話をする人とに分かれたのだ。孤独に生きていけるほど、人類は進化していない。そして、やはり、人が求
めているのは、本当につながっていると実感できることなのではないか。
　今、私は女子サッカー部に所属し毎日サッカーをしている。チームメイトと、苦しい練習の後も、毎日、
必ず話をしている。悩みを聞いたり聞いてもらったりして、信頼関係を築いている。先日、試合で得点でき
た時、みんなで大喜びした。これからも、私は、サッカーは続けたいと考えているが、これから、ボラン
ティア活動など、サッカー以外にも、いろいろなところに身を置き、多くの人と関わっていきたいと考えて
いる。
　ＳＮＳとともに生きる時代だからこそ、相手の顔を見て、会話を通じて、直接コミュニケーションをとる
こと、同じ空間で同じ時間を共有していくことが求められる。
　安心してくらしていける社会を築いていくには、人との信頼関係を築いていかなければならない。相手の
真意がわからなければ、信頼関係は築けない。信頼関係つまりつながるためには、直接のコミュニケーショ
ンが必須だ。
　スマホやタブレットに依存するのではなく、一人ひとりが意識をして、直接のコミュニケーションをと
る。相手の目を見て話す。
　人生を、社会を、より豊かなものにしていくためには、直接のコミュニケーションでつながることが大切
なのだ。
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「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩ三次
広島県立三次高等学校　山中　麻結

　ＳＮＳ時代では、生活の中で、わからない言葉やわからないことがあればすぐに情報を入手出来たり、
店に出向かなくても欲しい情報や欲しいものを簡単に手に入れることができる。そしていつでもどこでも誰でも
メッセージをやり取りできることや自分が思った事を自由に発信したりすることが当たり前になっている。
その一方で相手のことや相手の表情やテンション感がわからないがゆえに、犯罪に巻き込まれたり、誹謗中傷
や人間関係のトラブルに発展することもあり、利用する際には配慮が必要になってくる。そんな時代に私た
ちに求められる力や必要なことは一体何なのだろうか。
　私自身も友達とのコミュニケーションツールとして使用している。また昨年からのコロナ禍では、学校の
臨時休業の中、学校や担任との連絡などもＳＮＳを利用してとることができて、とても便利なものだと感じ
た。
　ＳＮＳをコミュニケーションツールとして使う最大のメリットは、どこにいてもメッセージをやり取りで
きるということだ。私が風邪をひいて学校を休んだ時に、友達から「大丈夫？」という心配のメッセージが
届いたことがある。一人で心細い中で、友達が声をかけてくれたことでとても励まされ、元気が出た。その
他にも誕生日に日付が変わった瞬間にメッセージをくれることもあった。午前０時過ぎに実際に会ってお祝
いをされることは、高校生の今まではめったにないことなので、嬉しかったし、高校が離れて話す機会がな
くなった友達からお祝いのメッセージがきて、会話が弾むこともあった。このように、一度途切れたつなが
りが復活することもあり、ＳＮＳの偉大さを痛感した。
　しかし、デメリットもある。私の友達は、メッセージのやり取りをしていた時に、トラブルにあったとい
う。私の友達は、元々絵文字や記号を使わずにメッセージを送るのだが、それを知らなかった相手は友達が
怒っていると勘違いして、友人関係のトラブルとなった。また、私の友達は、忙しくて、返信をするのが遅
れたことにより、そのこともトラブルの一因となり、二人の関係は悪化してしまった。お互いに、相手の表情
が見えないために、相手の気持ちをはかることができなかったために起きたトラブルであり、このことは誰
にでも起こり得ることだと考えた。
　ＳＮＳは、いつでも、どこでも相手とのコミュニケーションをとることが出来る便利なものである。しかし、
使い方、配慮の足りない使い方をすれば、人間関係のトラブル、相手を傷つけてしまうといった怖いものに
なってしまう恐れもある。また知らない人でも、意見をのべたりすることができる。一方では、だれでも意見
が言えることにより、誹謗中傷といった問題も起きており、悲しいニュースが後を絶たない。
　このような事から、ＳＮＳ時代に必要なこととして、一つは対面でのコミュニケーションをより大切にする
ことだと考える。ＳＮＳを通しての会話も重要だが、それは、対面でのコミュニケーションをとり、お互い
のことを知り、信頼関係を得ることが大切だと考える。関係が浅いうちには、特に配慮が必要である。この
ことは、相手との信頼関係があっても、必要な事である。
　また、自分が発信したことを、相手がどのような受け取り方をするのか、相手の状況を踏まえてコミュニ
ケーションのツールとして使用することが必要なのではないだろうか。また一方的な発信にならないように
することがよりよく利用していけることではないであろうか。
　ＳＮＳは、コミュニケーションをとるためには、便利であり、大切なものである。今後はもっと、ＳＮＳ
が進化し、使用する機会も増えてくるであろう。そういったＳＮＳ時代をよりよい時代にしていくために、
知っている相手、知らない相手関係なく、相手のことを考え、配慮することが第一に必要な事だと考える。
　相手が見えない分、相手を知ること、そして相手を思いやる気持ちを持つことは、いつの時代に関係なく
必要な事ではないだろうか。

「ＳＮＳでつながっているって？」

ＳＩ三原
学校法人 山中学園 如水館中学校・如水館高等学校　金田　菜々子

　新型コロナウイルスの感染拡大防止措置として全国一斉休校となった2020年の３月、私は高校受験を終え、
残りわずかな中学生活を有意義に過ごそうとしているところでした。2020年が幕を開ける前から未知のウイルス
が確認されていることは知っていましたが、まさかこんなにも猛威を振るうことなど、ましてやこんなにも
長期戦になることなど思ってもみませんでした。
　政府が全国一斉休校措置を各自治体に要請した２月27日夕方、無料通信アプリLINE内で当時の同級生で
作られたグループの通知音は鳴り止みませんでした。そして３月２日からの「休校」という不安な中で私た
ちはLINEなどの無料通信アプリやInstagram、TwitterなどのＳＮＳでコミュニケーションをとりました。
縮小したかたちではありましたが卒業式だけは行われ、受験も終わり本来の春休みに入った私たちは、会え
ない悲しみ、もどかしさを埋めるためにＳＮＳをさらに駆使していきました。
　新年度を迎え、新しい環境にも慣れ始めた頃「緊急事態宣言」の発表により、二度目の休校に遭います。
このときも私たちが人との繋がりを求めて使ったのはＳＮＳでした。「ステイホーム」の中、家でできるこ
とには限りがあります。学校再開のめどもたたない中で勉強へのモチベーションは皆無に等しいものでし
た。しかし、ＳＮＳの世界に入ると多少の悲しいニュースは目にするものの、24時間自分へのおすすめの投
稿が表示され、投稿して「いいね！」をもらうことで人との繋がりを実感できました。また、身内で起きて
いる休校ではなく、世界中の人々が我慢を強いられている共通の状況下でＳＮＳは今まで以上に利用された
と思います。実際、ＳＮＳで商品の宣伝を始めた企業もありました。しかし、コロナ禍においてＳＮＳが普及
している状況で良かったのかと問われても、私は首を縦に振ることができません。確かに、ステイホーム中、
人との繋がりを求め、何とか自粛に努力してきましたが、流れてくる情報に身を任せていただけで、ＳＮＳ
への「依存」に拍車をかける結果につながったのだと私は思います。
　単に私はＳＮＳを利用することがいけないとは思いません。ＳＮＳでは世界各地のユーザーが撮影した絶景
をみることができます。芸能人ユーザーが公開している情報を手に入れることができます。また、購入品を
レビューした投稿は何かを購入するときに必ずといっていいほど利用します。また自分の日常を投稿して
「いいね！」を押してもらうとどんなにちっぽけな自分でも肯定してもらえたような気がして「いいね！」
は現実世界でいう「ありがとう。」のような効果があります。投稿に「いいね！」を押す経験と投稿して
「いいね！」をもらった経験のある私が思う「ＳＮＳ時代に必要なもの」とは「ＳＮＳ」と「わたし」との
距離です。誰かに「いいね！」をもらうための写真を撮影したり、出来事を探したりすることは「自分」を
見失っているような苦しさも感じました。人は「ありがとう。」と言われるために働くのか。勉強をするの
か、と。私がどこかに置き去りにされたような違和感は解決しないまま、ＳＮＳの功能との間に私はいまし
た。
　そのような頃、世間で女性を蔑視するような発言があり、私は非常に心を痛め、自己の無力感さえ感じま
したが、ＳＮＳで「公の場に男も女も関係ない」「世界には様々な性別があってどれが一番偉いということ
はない」などと、女性蔑視発言や差別を非難するたくさんのコメントを見たとたん、私は女性として生きる
ことへの自信を取り戻しました。私はこのとき、ＳＮＳに救われました。
　現代では、さまざまな面で自由が確立されて今まで劣位だった黒人や女性が自由に発言でき、活躍する世
の中になりました。したがって、以前よりも多くの考え方や感じ方が存在するようになり、ＳＮＳの普及は
それが広まることを促進しました。ＳＮＳはもはや現代に必要不可欠な存在です。現にＳＮＳに救われた私
の経験は事実です。「わたし」はこの広い地球、いや、さらに広い場所のどこを探してもたった一つしかな
い貴重な価値なのです。だから他者の考えに染まるのではなく、自分自身を見出していくために「ＳＮＳ」
と「わたし」との距離を意識して自分のために生きるべきだと、私は提案します。
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「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩ三次
広島県立三次高等学校　山中　麻結

　ＳＮＳ時代では、生活の中で、わからない言葉やわからないことがあればすぐに情報を入手出来たり、
店に出向かなくても欲しい情報や欲しいものを簡単に手に入れることができる。そしていつでもどこでも誰でも
メッセージをやり取りできることや自分が思った事を自由に発信したりすることが当たり前になっている。
その一方で相手のことや相手の表情やテンション感がわからないがゆえに、犯罪に巻き込まれたり、誹謗中傷
や人間関係のトラブルに発展することもあり、利用する際には配慮が必要になってくる。そんな時代に私た
ちに求められる力や必要なことは一体何なのだろうか。
　私自身も友達とのコミュニケーションツールとして使用している。また昨年からのコロナ禍では、学校の
臨時休業の中、学校や担任との連絡などもＳＮＳを利用してとることができて、とても便利なものだと感じ
た。
　ＳＮＳをコミュニケーションツールとして使う最大のメリットは、どこにいてもメッセージをやり取りで
きるということだ。私が風邪をひいて学校を休んだ時に、友達から「大丈夫？」という心配のメッセージが
届いたことがある。一人で心細い中で、友達が声をかけてくれたことでとても励まされ、元気が出た。その
他にも誕生日に日付が変わった瞬間にメッセージをくれることもあった。午前０時過ぎに実際に会ってお祝
いをされることは、高校生の今まではめったにないことなので、嬉しかったし、高校が離れて話す機会がな
くなった友達からお祝いのメッセージがきて、会話が弾むこともあった。このように、一度途切れたつなが
りが復活することもあり、ＳＮＳの偉大さを痛感した。
　しかし、デメリットもある。私の友達は、メッセージのやり取りをしていた時に、トラブルにあったとい
う。私の友達は、元々絵文字や記号を使わずにメッセージを送るのだが、それを知らなかった相手は友達が
怒っていると勘違いして、友人関係のトラブルとなった。また、私の友達は、忙しくて、返信をするのが遅
れたことにより、そのこともトラブルの一因となり、二人の関係は悪化してしまった。お互いに、相手の表情
が見えないために、相手の気持ちをはかることができなかったために起きたトラブルであり、このことは誰
にでも起こり得ることだと考えた。
　ＳＮＳは、いつでも、どこでも相手とのコミュニケーションをとることが出来る便利なものである。しかし、
使い方、配慮の足りない使い方をすれば、人間関係のトラブル、相手を傷つけてしまうといった怖いものに
なってしまう恐れもある。また知らない人でも、意見をのべたりすることができる。一方では、だれでも意見
が言えることにより、誹謗中傷といった問題も起きており、悲しいニュースが後を絶たない。
　このような事から、ＳＮＳ時代に必要なこととして、一つは対面でのコミュニケーションをより大切にする
ことだと考える。ＳＮＳを通しての会話も重要だが、それは、対面でのコミュニケーションをとり、お互い
のことを知り、信頼関係を得ることが大切だと考える。関係が浅いうちには、特に配慮が必要である。この
ことは、相手との信頼関係があっても、必要な事である。
　また、自分が発信したことを、相手がどのような受け取り方をするのか、相手の状況を踏まえてコミュニ
ケーションのツールとして使用することが必要なのではないだろうか。また一方的な発信にならないように
することがよりよく利用していけることではないであろうか。
　ＳＮＳは、コミュニケーションをとるためには、便利であり、大切なものである。今後はもっと、ＳＮＳ
が進化し、使用する機会も増えてくるであろう。そういったＳＮＳ時代をよりよい時代にしていくために、
知っている相手、知らない相手関係なく、相手のことを考え、配慮することが第一に必要な事だと考える。
　相手が見えない分、相手を知ること、そして相手を思いやる気持ちを持つことは、いつの時代に関係なく
必要な事ではないだろうか。

「ＳＮＳでつながっているって？」

ＳＩ三原
学校法人 山中学園 如水館中学校・如水館高等学校　金田　菜々子

　新型コロナウイルスの感染拡大防止措置として全国一斉休校となった2020年の３月、私は高校受験を終え、
残りわずかな中学生活を有意義に過ごそうとしているところでした。2020年が幕を開ける前から未知のウイルス
が確認されていることは知っていましたが、まさかこんなにも猛威を振るうことなど、ましてやこんなにも
長期戦になることなど思ってもみませんでした。
　政府が全国一斉休校措置を各自治体に要請した２月27日夕方、無料通信アプリLINE内で当時の同級生で
作られたグループの通知音は鳴り止みませんでした。そして３月２日からの「休校」という不安な中で私た
ちはLINEなどの無料通信アプリやInstagram、TwitterなどのＳＮＳでコミュニケーションをとりました。
縮小したかたちではありましたが卒業式だけは行われ、受験も終わり本来の春休みに入った私たちは、会え
ない悲しみ、もどかしさを埋めるためにＳＮＳをさらに駆使していきました。
　新年度を迎え、新しい環境にも慣れ始めた頃「緊急事態宣言」の発表により、二度目の休校に遭います。
このときも私たちが人との繋がりを求めて使ったのはＳＮＳでした。「ステイホーム」の中、家でできるこ
とには限りがあります。学校再開のめどもたたない中で勉強へのモチベーションは皆無に等しいものでし
た。しかし、ＳＮＳの世界に入ると多少の悲しいニュースは目にするものの、24時間自分へのおすすめの投
稿が表示され、投稿して「いいね！」をもらうことで人との繋がりを実感できました。また、身内で起きて
いる休校ではなく、世界中の人々が我慢を強いられている共通の状況下でＳＮＳは今まで以上に利用された
と思います。実際、ＳＮＳで商品の宣伝を始めた企業もありました。しかし、コロナ禍においてＳＮＳが普及
している状況で良かったのかと問われても、私は首を縦に振ることができません。確かに、ステイホーム中、
人との繋がりを求め、何とか自粛に努力してきましたが、流れてくる情報に身を任せていただけで、ＳＮＳ
への「依存」に拍車をかける結果につながったのだと私は思います。
　単に私はＳＮＳを利用することがいけないとは思いません。ＳＮＳでは世界各地のユーザーが撮影した絶景
をみることができます。芸能人ユーザーが公開している情報を手に入れることができます。また、購入品を
レビューした投稿は何かを購入するときに必ずといっていいほど利用します。また自分の日常を投稿して
「いいね！」を押してもらうとどんなにちっぽけな自分でも肯定してもらえたような気がして「いいね！」
は現実世界でいう「ありがとう。」のような効果があります。投稿に「いいね！」を押す経験と投稿して
「いいね！」をもらった経験のある私が思う「ＳＮＳ時代に必要なもの」とは「ＳＮＳ」と「わたし」との
距離です。誰かに「いいね！」をもらうための写真を撮影したり、出来事を探したりすることは「自分」を
見失っているような苦しさも感じました。人は「ありがとう。」と言われるために働くのか。勉強をするの
か、と。私がどこかに置き去りにされたような違和感は解決しないまま、ＳＮＳの功能との間に私はいまし
た。
　そのような頃、世間で女性を蔑視するような発言があり、私は非常に心を痛め、自己の無力感さえ感じま
したが、ＳＮＳで「公の場に男も女も関係ない」「世界には様々な性別があってどれが一番偉いということ
はない」などと、女性蔑視発言や差別を非難するたくさんのコメントを見たとたん、私は女性として生きる
ことへの自信を取り戻しました。私はこのとき、ＳＮＳに救われました。
　現代では、さまざまな面で自由が確立されて今まで劣位だった黒人や女性が自由に発言でき、活躍する世
の中になりました。したがって、以前よりも多くの考え方や感じ方が存在するようになり、ＳＮＳの普及は
それが広まることを促進しました。ＳＮＳはもはや現代に必要不可欠な存在です。現にＳＮＳに救われた私
の経験は事実です。「わたし」はこの広い地球、いや、さらに広い場所のどこを探してもたった一つしかな
い貴重な価値なのです。だから他者の考えに染まるのではなく、自分自身を見出していくために「ＳＮＳ」
と「わたし」との距離を意識して自分のために生きるべきだと、私は提案します。
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ＳＮＳでつながっているって？「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩ大田推薦
島根県立大田高等学校　森山　すず菜

　枕元のスマートホンのアラームで起床しインスタをチェック、朝食を食べた後はYoutubeでお気に入りの
歌を聴きながら、学校へ。学校へ行けば、テレビやＳＮＳでチェックした推しのアイドルについて、気の合う
友人と情報交換。朝の日課はこんな感じです。
　校内では、スマートホンは使用制限があるので、ＳＮＳを見せあって話をすることはないけれど、週末の
ランチやスイーツをインスタに載せたりしているので、そんな話をしたり、友人の誰かが誕生日ともなれ
ば、インスタのストーリーズでは賑やかに祝福合戦です。
　学校の授業で「地域探究学習」をしたり、放課後の活動「ラボ」で、地域の方や経営者の方と一緒に活動
したり意見交換することがありますが、そんなときにはインスタで参加者を募ったり、取材した結果を掲載
することがあります。
　私たち高校生にとって、ＳＮＳは、家庭でも学校でも、欠かせないアイテムであることは間違いありませ
ん。
　ＳＮＳのメリットを考えると、情報収集が早くて簡単、いろんな人が使っているから、いろんな文化や価値観
を学ぶことができます。また、友人との情報交換も簡単で思い出の共有もできます。
　一方で、デメリットもあります。たくさんの情報があるのは良いのですが、その情報が正しいかどうか分
からないこともあります。匿名性が高いので、有名人のＳＮＳには、傷つけるようなコメントが書かれるこ
ともあります。見る方も、気分の良いものではありません。
　このようにメリット・デメリットがありながらも、欠かすことのできないＳＮＳとどのように付き合って
いけばよいのでしょうか。
　ＳＮＳを通じて、いろいろな情報に触れることができるのは大きなメリットですが、正しくない情報や、
良くも悪くも一般的でない情報に強く触れてしまうこともあるかもしれません。更には、近頃は自分の志向
にあった情報により触れやすくなるよう、スマートホン上の情報や広告の表示がされるようですので、考え
方の偏りが生じたり、社会の一般的な考え方からずれてしまうことがあるかもしれません。
　また、地域探究学習やラボでは、経営者の方等が、自らの体験談や地域への思い、経営上の考え方などを、
私たちに対して、とても熱心にお話してくださいます。この熱意、温度感は、ＳＮＳなどではなく、実際に
顔を合わせてお話することで、体感できることであり、高校生の誰もが体験すべきだと感じています。
　もう一つ、家族から言われていることがあります。それは、「新聞を読む」です。私自身、日ごろから新聞
を読む機会が少ないのですが、新聞上の情報は、社会一般の情報が中心に掲載されていますし、地方紙であ
れば地域の情報が詳しく掲載されています。実際、年齢層が高い方は、新聞の情報をとても大切にされてい
るようです。現在、受験勉強に取り組んでいますが、面接や小論文を書く上でも必要なことであり、ぜひ読む
ように習慣づけなければと思っています。
　以上から、ＳＮＳは私たち高校生にとっても欠かせないものであり、友だちとのコミュニケーションツール
や社会とつながる情報発信ツールとして積極的に活用すると同時に、リアルで地域や社会人と接するととも
に、新聞などを通じ幅広い情報を得ることが必要であると考えます。
　私は、将来地元で看護師として働きたいと考えています。看護師としてのスキルをきちんと身につけ、地域
医療の提供に役立つと同時に、プライベートではＳＮＳで情報発信し地域を盛り上げていけるよう努力して
いきたいです。

ＳＩ新居浜みなみ
愛媛県立新居浜南高等学校　米田　凛花

　コロナ禍で自由に外出したり直接人と会ったりすることができない中、ＳＮＳを利用する人がさらに増加
しているという話をよく聞きます。私も最近ＳＮＳを利用し始め、その便利さを実感しています。以前より
も気軽に友人と連絡を取れるようになりました。正しく使うことができれば、本当に便利ですばらしいツール
だと思います。しかし、ＳＮＳは、同時に恐ろしい危険性もはらんでいるということを、何度も耳にしまし
た。そこで、私なりに、ＳＮＳ使用のメリット・デメリットと、使用する際に注意するべきことを改め考え
てみました。
　まず一つ目のメリットは、私自身実感しているように、人と直接会わなくても気軽に会話ができるということ
です。特にコロナウイルスがまん延している今の状況では、とても安全で、便利だと感じています。二つ目は、
情報を収集できることです。世界のニュースをいち早く知ることができます。三つ目に、世界中の人とつな
がることができる、という点も挙げられます。人間関係が豊かになり、より自分の世界を広げられるのでは
ないかと思います。他にもメリットはたくさんあるでしょう。
　一方、デメリットもいくつかあります。相手の口調や表情、しぐさが分からないため、相手の気持ちを読
み取りにくいと感じることがあります。誤解が生まれ、トラブルに発展してしまうかもしれません。また、
たくさんの情報を得ることができますが、その全てが正しいとは限りません。実際に、新型コロナウイルス
感染症が流行し始めたとき、トイレットペーパーが無くなるというデマが流れたことがありました。それに
加えて、注意しなければ個人情報が流出してしまう危険性もあります。そこから犯罪に巻き込まれるケース
が多いようです。先日、学校で非行防止教室が行われ、警察の方からＳＮＳのトラブルについてお話を伺い
ました。最近、高校生が犯罪に巻き込まれ、被害者だけでなく、加害者になってしまう事件も多くなってい
るそうです。ネット上にアップした写真から住所を特定され誘拐されたり、ＳＮＳでの誹謗中傷によって相手
を自殺に追い込んでしまったりという事件が実際に起きていると聞きました。このような悲しい事件を起こ
さないためにも、ＳＮＳの使い方には十分注意しなければいけないと気が引き締まりました。
　ＳＮＳを利用する際の注意点について、私が考えたことは４つあります。
　一つ目は、思いやりの気持ちを持つことです。これが一番大切なことだと思っています。思いやりの気持
ちがベースにあれば、大抵のことはトラブルには発展しないのではないかと思います。ＳＮＳで誰かを誹謗
中傷することはありません。もし相手とのやりとりで誤解が生じたとしても、相手の状況や心情を推し量ろ
うとする思いやりがあれば、トラブルにはならないでしょう。ＳＮＳを利用する時、常に思いやりを持って
いれば、このように想像力や洞察力を働かせることができると思います。送られてきた内容にイライラする
前に、一度冷静になって相手の事情を想像できるような気持の持ち主でありたいと思います。
　二つ目は、ＳＮＳで得た情報をうのみにしないことです。発信源はどこか、信頼できる情報かどうかを調
べることが大切だと思います。他の情報と照らし合わせてクロスチェックをすると良いと学んだことがあり
ます。正確な情報かどうか、しっかり確認したいです。
　三つ目は、プライバシーの問題についてです。写真などをアップする時も、その中に住所など個人情報が
含まれていないか、確認しなければいけないと思います。
　四つ目は、ネット上で知り合った人と安易に会わないということです。ＳＮＳではなりすましによる被害
が多いそうです。ＳＮＳで知り合った人に直接会う時は、相当慎重でなければなりません。そこには危険が
はらんでいるという意識を持つことが大切だと思います。
　人は人と関わってこそ成長していくことができると思います。ＳＮＳで様々な人とつながることも自分を
成長させる一つの方法ではあります。しかし、ＳＮＳがすばらしいツールになるかどうかは、自分の使い方
次第だと感じます。メディアリテラシーを向上させた上で、正しい使い方ができてこそ、そのつながりが、
自分を高めてくれると思います。
　今後もＳＮＳでつながることの意義を考えつつ、思いやりを持って使用していきたいと思います。
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ＳＮＳでつながっているって？「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩ大田推薦
島根県立大田高等学校　森山　すず菜

　枕元のスマートホンのアラームで起床しインスタをチェック、朝食を食べた後はYoutubeでお気に入りの
歌を聴きながら、学校へ。学校へ行けば、テレビやＳＮＳでチェックした推しのアイドルについて、気の合う
友人と情報交換。朝の日課はこんな感じです。
　校内では、スマートホンは使用制限があるので、ＳＮＳを見せあって話をすることはないけれど、週末の
ランチやスイーツをインスタに載せたりしているので、そんな話をしたり、友人の誰かが誕生日ともなれ
ば、インスタのストーリーズでは賑やかに祝福合戦です。
　学校の授業で「地域探究学習」をしたり、放課後の活動「ラボ」で、地域の方や経営者の方と一緒に活動
したり意見交換することがありますが、そんなときにはインスタで参加者を募ったり、取材した結果を掲載
することがあります。
　私たち高校生にとって、ＳＮＳは、家庭でも学校でも、欠かせないアイテムであることは間違いありませ
ん。
　ＳＮＳのメリットを考えると、情報収集が早くて簡単、いろんな人が使っているから、いろんな文化や価値観
を学ぶことができます。また、友人との情報交換も簡単で思い出の共有もできます。
　一方で、デメリットもあります。たくさんの情報があるのは良いのですが、その情報が正しいかどうか分
からないこともあります。匿名性が高いので、有名人のＳＮＳには、傷つけるようなコメントが書かれるこ
ともあります。見る方も、気分の良いものではありません。
　このようにメリット・デメリットがありながらも、欠かすことのできないＳＮＳとどのように付き合って
いけばよいのでしょうか。
　ＳＮＳを通じて、いろいろな情報に触れることができるのは大きなメリットですが、正しくない情報や、
良くも悪くも一般的でない情報に強く触れてしまうこともあるかもしれません。更には、近頃は自分の志向
にあった情報により触れやすくなるよう、スマートホン上の情報や広告の表示がされるようですので、考え
方の偏りが生じたり、社会の一般的な考え方からずれてしまうことがあるかもしれません。
　また、地域探究学習やラボでは、経営者の方等が、自らの体験談や地域への思い、経営上の考え方などを、
私たちに対して、とても熱心にお話してくださいます。この熱意、温度感は、ＳＮＳなどではなく、実際に
顔を合わせてお話することで、体感できることであり、高校生の誰もが体験すべきだと感じています。
　もう一つ、家族から言われていることがあります。それは、「新聞を読む」です。私自身、日ごろから新聞
を読む機会が少ないのですが、新聞上の情報は、社会一般の情報が中心に掲載されていますし、地方紙であ
れば地域の情報が詳しく掲載されています。実際、年齢層が高い方は、新聞の情報をとても大切にされてい
るようです。現在、受験勉強に取り組んでいますが、面接や小論文を書く上でも必要なことであり、ぜひ読む
ように習慣づけなければと思っています。
　以上から、ＳＮＳは私たち高校生にとっても欠かせないものであり、友だちとのコミュニケーションツール
や社会とつながる情報発信ツールとして積極的に活用すると同時に、リアルで地域や社会人と接するととも
に、新聞などを通じ幅広い情報を得ることが必要であると考えます。
　私は、将来地元で看護師として働きたいと考えています。看護師としてのスキルをきちんと身につけ、地域
医療の提供に役立つと同時に、プライベートではＳＮＳで情報発信し地域を盛り上げていけるよう努力して
いきたいです。

ＳＩ新居浜みなみ
愛媛県立新居浜南高等学校　米田　凛花

　コロナ禍で自由に外出したり直接人と会ったりすることができない中、ＳＮＳを利用する人がさらに増加
しているという話をよく聞きます。私も最近ＳＮＳを利用し始め、その便利さを実感しています。以前より
も気軽に友人と連絡を取れるようになりました。正しく使うことができれば、本当に便利ですばらしいツール
だと思います。しかし、ＳＮＳは、同時に恐ろしい危険性もはらんでいるということを、何度も耳にしまし
た。そこで、私なりに、ＳＮＳ使用のメリット・デメリットと、使用する際に注意するべきことを改め考え
てみました。
　まず一つ目のメリットは、私自身実感しているように、人と直接会わなくても気軽に会話ができるということ
です。特にコロナウイルスがまん延している今の状況では、とても安全で、便利だと感じています。二つ目は、
情報を収集できることです。世界のニュースをいち早く知ることができます。三つ目に、世界中の人とつな
がることができる、という点も挙げられます。人間関係が豊かになり、より自分の世界を広げられるのでは
ないかと思います。他にもメリットはたくさんあるでしょう。
　一方、デメリットもいくつかあります。相手の口調や表情、しぐさが分からないため、相手の気持ちを読
み取りにくいと感じることがあります。誤解が生まれ、トラブルに発展してしまうかもしれません。また、
たくさんの情報を得ることができますが、その全てが正しいとは限りません。実際に、新型コロナウイルス
感染症が流行し始めたとき、トイレットペーパーが無くなるというデマが流れたことがありました。それに
加えて、注意しなければ個人情報が流出してしまう危険性もあります。そこから犯罪に巻き込まれるケース
が多いようです。先日、学校で非行防止教室が行われ、警察の方からＳＮＳのトラブルについてお話を伺い
ました。最近、高校生が犯罪に巻き込まれ、被害者だけでなく、加害者になってしまう事件も多くなってい
るそうです。ネット上にアップした写真から住所を特定され誘拐されたり、ＳＮＳでの誹謗中傷によって相手
を自殺に追い込んでしまったりという事件が実際に起きていると聞きました。このような悲しい事件を起こ
さないためにも、ＳＮＳの使い方には十分注意しなければいけないと気が引き締まりました。
　ＳＮＳを利用する際の注意点について、私が考えたことは４つあります。
　一つ目は、思いやりの気持ちを持つことです。これが一番大切なことだと思っています。思いやりの気持
ちがベースにあれば、大抵のことはトラブルには発展しないのではないかと思います。ＳＮＳで誰かを誹謗
中傷することはありません。もし相手とのやりとりで誤解が生じたとしても、相手の状況や心情を推し量ろ
うとする思いやりがあれば、トラブルにはならないでしょう。ＳＮＳを利用する時、常に思いやりを持って
いれば、このように想像力や洞察力を働かせることができると思います。送られてきた内容にイライラする
前に、一度冷静になって相手の事情を想像できるような気持の持ち主でありたいと思います。
　二つ目は、ＳＮＳで得た情報をうのみにしないことです。発信源はどこか、信頼できる情報かどうかを調
べることが大切だと思います。他の情報と照らし合わせてクロスチェックをすると良いと学んだことがあり
ます。正確な情報かどうか、しっかり確認したいです。
　三つ目は、プライバシーの問題についてです。写真などをアップする時も、その中に住所など個人情報が
含まれていないか、確認しなければいけないと思います。
　四つ目は、ネット上で知り合った人と安易に会わないということです。ＳＮＳではなりすましによる被害
が多いそうです。ＳＮＳで知り合った人に直接会う時は、相当慎重でなければなりません。そこには危険が
はらんでいるという意識を持つことが大切だと思います。
　人は人と関わってこそ成長していくことができると思います。ＳＮＳで様々な人とつながることも自分を
成長させる一つの方法ではあります。しかし、ＳＮＳがすばらしいツールになるかどうかは、自分の使い方
次第だと感じます。メディアリテラシーを向上させた上で、正しい使い方ができてこそ、そのつながりが、
自分を高めてくれると思います。
　今後もＳＮＳでつながることの意義を考えつつ、思いやりを持って使用していきたいと思います。
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～ＳＮＳでつながっているって？～
「ＳＮＳ時代に必要なものは？」見極められる目を養う

ＳＩローズ福山推薦
学校法人 盈進学園 盈進中学高等学校　原田　寧々

　総務省のデータによると、私が生まれた2004年にインターネット普及率は60％をこえており、私が小学校入学時
には80％にものぼっている。実際、私の家には幼い頃からパソコンがあり、いつでもネットでゲームや調べものが
でき、小学校高学年の頃には子供用スマートフォンをもっていた。中学生からは子供用ではない普通のスマート
フォンとなり、中高生が多く使用している、LINE、Instagram、Twitter、TikTokなどのＳＮＳを使用している。
そのアプリでは、いまこの場にいない人と会話をしたり、その人が配信している動画やイラストや文章を見た
り、時には発信する側になっている。また、分からないことや知らないことをすぐに知るためにも使っている。
　「国民のための情報セキュリティサイト」によると「ＳＮＳとはSocial Networking Serviceの略で、登録された
利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービスのこと。」と記されている。つまりインターネット上で
「交流」するということだ。そもそも「交流」とは、辞書によると「互いに行き来すること。特に、異なる地域・
組織・系統の人々が行き来すること。また、その間でさまざまな物事のやりとりが行われること。」とある。
では、実際に交流することとインターネット上で交流することでの共通点はどういったものなのだろうか。
　それは「相手とやり取りをする」ということだ。実際に会う場合はもちろん、ＳＮＳもコロナ禍という状況ゆえ
に、何かと重宝されている。例えば、ZoomやTeamsを利用したリモート授業。絵や図をみて話す。相手の表情や
声のトーンを情報として判断し、会話をするという点においては同じであるように見える。しかし、タイムラグや
緊張感の違いで肌感覚は違う。例えば、リモート授業では生徒の理解度などの手応えに大きな差があると先生も
おっしゃっていた。そして、実際に受けた生徒側としてもそれは大いに感じた。さらに友達とラインで文字だけの
やり取りの場合は特にその差は激しい。やはり実際に会うことが大事であることは周知の事実である。
　しかし、ＳＮＳによるやり取りにもメリットはある。例えば、中学２年生の沖縄学習旅行では、沖縄尚学高等学
校附属中学校の同級生との交流が訪問前からインターネット上で始まっていた。Instagramでつながったのであ
る。そして、沖縄で交流したあともつながっていられる。ある先輩は、中学２年生からずっとつながっていた沖縄
尚学の友人と同じ大学に入学したそうだ。大学で２人が顔を合わせたのは数年ぶりだったそうである。私たち生
徒会執行部も韓国の姉妹校である五大高等学校とのオンライン交流会を企画している。このようなコロナ禍のな
かでも海外の仲間と交流できるのはインターネット環境の劇的な進歩のおかげだ。
　さらに、ＳＮＳについて調べるなかで、インターネットに次のような記事があった。東日本大震災のときであ
る。ある少年が、津波の様子をＴＶで目の当たりにした。そのとき、ＴＶが見られない状況にある人達にもこの画
面を中継すれば助かる人がいるのではないかという考えから自宅のテレビ画面を撮影し、動画サイトで中継し
た。本来はテレビ画面を勝手に中継するのは著作権の侵害ですぐに停止されてしまうが、動画サイトの運営会社
がテレビ局に許可を取り、その中継は続けられた。そのおかげで困っていた人だけでなく海外の人たちにも伝
わったのである。
　私たちはすでにＳＮＳを活用せずに生活することは難しい社会で生きている。そして、ＳＮＳには大きなメリット
もある。そこで私たちに必要なものは、高い意識でのメディアリテラシーである。つまり、「見極められる目」で
ある。しかし、勉強する時間を削ってしまうくらい、ＳＮＳのやり取りに熱中してしまう人がいる。悪用する相手
をきちんと判断できない人がいる。だから、私たちはもっと学ばなければならないのである。また、同時に確かな
言語力も必要だ。例えば、インターネット上で遊びにいく約束をし、あなたは相手の交通手段を聞くために「なん
で明日いくの？」と送信した。しかし、相手は「なぜ明日あなたが来るのか」と受け取ってしまう。このようなコ
ミュニケーションギャップが起きないために誰が見ても言いたいことが伝わる文章をつくるための確かな言語力
だ。
　実際に交流することとインターネット上で交流することにはそれぞれのメリットがあり、それを上手く活用する
ことが大切だ。私は５月に行われた生徒会選挙生徒会副会長に立候補した。これも昨年までのつながりの中で、
仲間が後押ししてくれたからできたことである。私一人の力ではできなかった。丸子ようこさんがおっしゃってい
る通り、「人との繋がり」こそが私を成長させてくれている。
　私は将来、医療関連の仕事に就きたいという目標がある。医療関係の仕事は患者さんとはもちろん一緒に働い
ている人たちとの円滑なコミュニケーションはなくてはならないものだ。そのためにも、今後も人との繋がり
を大切にしたい。

～ＳＮＳでつながっているって？～
「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩ岡山さつき推薦
おかやま山陽高等学校　棗田　珠音

　私の家族は、読字障害を持つ母と双子の私達姉妹の３人だ。文字を読めない母は、オリジナルの物語や歌を
聞かせてくれては一緒に歌ったり踊ったりして、いつも笑い声が絶えず、私達姉妹は嬉しいことも悲しいことも
いつも一緒に歩んできた。
　そんな私達が小学校に入学し別々のクラスになった時から、私も姉も外では声が出せなくなった。学校で
「あなたはどう思っているの」と先生が私に意見を求めた瞬間、教室は静まり返る。私は立ちすくんだまま時間だ
けが刻々と過ぎていく。そして、次第に教室では「なんか言えばいいのに」「なんで黙ったまま？」「また始まっ
た。早くしてほしいわ」と冷ややかな視線と声が私の心に突き刺さる。そんな状態のまま、授業の終わりを知らせ
るチャイムが鳴り、今日もまた授業を止めてしまった後悔に襲われる。
　小学校５年生からスマートフォンを使っている私にとって、ＳＮＳで人とつながるのは当たり前のことで、フォ
ロワー数が自分を受け入れてくれている友達だと思う一方で、ＳＮＳを除いて実生活で友達と言える人がいない
ことに気付いていた。双子の姉が側にいれば何も言わなくても分かってくれている安心感があったため、自分の
気持ちを伝える必要はなかった。
　ＳＮＳであれば読みたくなければ目を通さなくてもよく、本当の自分をさらけ出さなくてもいい。嘘偽りの着
飾った自分を演じても誰にも迷惑はかけない。ＳＮＳを通して写真や想いを発信するのは、私にとって自分を分
かってもらえる場所であり、逃げ場でもあり、ほんの少し背伸びができる場所になっていたのかもしれない。
　毎日ＳＮＳ上には発信者にとって都合の良いものが「映えた」状態で一方的に発信されている。その情報を目
にした読み手は、都合の良い情報を都合の良いように解釈し、偏った情報も受け身的に受け入れる。ＳＮＳに
必要なものは「伝える力」だと信じていた私は、例えＳＮＳ上で炎上したとしても、それは発信者の責任だと考
えていたが、よく考えると伝える力以上に必要なものがあることに気が付いた。
　読字障害者である私の母は、簡単な平仮名や数字は何とか読めるが、漢字になると文字を認識できない。学生
時代には勉強をしていないと先生から何度も注意され、社会に出ればメールで指示される仕事内容が読めず真面
目に仕事をしていないと非難され、仕事を続けられず辛い思いをしてきた。そんな母が始めたインスタグラムや
フェイスブック等のＳＮＳ。そこには、私が幼い頃の動画や写真、母がオリジナル曲をギターの弾き語りで歌う動
画などが投稿されている。初めの頃は恥ずかしかったが、流れてくる歌声や動画には、文字を超えた母から娘達
への想いが詰まっていることに気が付いた。
　高校に入学した私は、相変わらず人前で声が出せなかった。しかし入学して10か月後、一人の先生が声をかけ
てくれた。「自分を変えるために弁論に挑戦してみなさい」という突然の誘いに最初は戸惑ったものの、自分を
変える良いチャンスだと入部した。母親は人前で声が出せない私の突然の弁論部入部宣言を最初は信じていな
かった。そして、放課後の練習時間になると、母は何度も学校に顔を出し、私が少しずつ声を出せるようになり、
人前で大きな声で話せるようになった姿を見て、嬉し涙を流して喜んでくれた。
　私は弁論を通して、人前で話すことだけではなく、相手の心を想うことや自分の意見を持つこと、そして国語
力や語彙力の大切さを学んだ。そしてＳＮＳ時代だからこそ、私達が考えなければならないことも多くあることに
気が付くことができた。
　ＳＮＳで呟く一言。その一言から勝手に決めつけて悪く言ったり、揚げ足を取る人もいる。あの東京五輪に
代表入りを決めた池江璃花子選手に、ＳＮＳを通じて代表の辞退や五輪への反対メッセージも寄せられていると
いう。ＳＮＳのいじめにより、自殺に追いやられた人もいる。特に子どもにとっては、ＳＮＳ依存や性的被害につ
ながることも懸念されている。便利なものは両刃の剣だと理解した上で使いこなす義務がある。そのためには、
人の意見に流されるのではなく、しっかり自分を磨き、自分の考えを身に付ける必要がある。
　私は今弁論に挑戦している。弁論は多くの聴衆の前で話すだけではない。自分の行動を自分で見つめ、人間と
してあるべき姿を訴えるのである。コロナ禍で大会が中止されても、動画投稿サイトを始めとしたＳＮＳで自分
の考えを伝える大会もある。
　ＳＮＳ時代を自分らしく生き抜くためには「発信する力」も必要だが、「自分なりの意見を持つ力」と「補う力」、
そして人間性を養い優しい心を持つこと、また人に誤解されないような国語力や語彙力が必要だと考える。一人
の人間・女性として自分らしく生き抜くために、自分の意見を持ち、自分の言葉で発信できる力を身に付け、世界
の皆とつながっていきたい。私の言葉が世の中の人が笑顔で生活できるような力の源となるように、私はこれか
らもＳＮＳを通して、私の想いを訴え続けていきたい。
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～ＳＮＳでつながっているって？～
「ＳＮＳ時代に必要なものは？」見極められる目を養う

ＳＩローズ福山推薦
学校法人 盈進学園 盈進中学高等学校　原田　寧々

　総務省のデータによると、私が生まれた2004年にインターネット普及率は60％をこえており、私が小学校入学時
には80％にものぼっている。実際、私の家には幼い頃からパソコンがあり、いつでもネットでゲームや調べものが
でき、小学校高学年の頃には子供用スマートフォンをもっていた。中学生からは子供用ではない普通のスマート
フォンとなり、中高生が多く使用している、LINE、Instagram、Twitter、TikTokなどのＳＮＳを使用している。
そのアプリでは、いまこの場にいない人と会話をしたり、その人が配信している動画やイラストや文章を見た
り、時には発信する側になっている。また、分からないことや知らないことをすぐに知るためにも使っている。
　「国民のための情報セキュリティサイト」によると「ＳＮＳとはSocial Networking Serviceの略で、登録された
利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービスのこと。」と記されている。つまりインターネット上で
「交流」するということだ。そもそも「交流」とは、辞書によると「互いに行き来すること。特に、異なる地域・
組織・系統の人々が行き来すること。また、その間でさまざまな物事のやりとりが行われること。」とある。
では、実際に交流することとインターネット上で交流することでの共通点はどういったものなのだろうか。
　それは「相手とやり取りをする」ということだ。実際に会う場合はもちろん、ＳＮＳもコロナ禍という状況ゆえ
に、何かと重宝されている。例えば、ZoomやTeamsを利用したリモート授業。絵や図をみて話す。相手の表情や
声のトーンを情報として判断し、会話をするという点においては同じであるように見える。しかし、タイムラグや
緊張感の違いで肌感覚は違う。例えば、リモート授業では生徒の理解度などの手応えに大きな差があると先生も
おっしゃっていた。そして、実際に受けた生徒側としてもそれは大いに感じた。さらに友達とラインで文字だけの
やり取りの場合は特にその差は激しい。やはり実際に会うことが大事であることは周知の事実である。
　しかし、ＳＮＳによるやり取りにもメリットはある。例えば、中学２年生の沖縄学習旅行では、沖縄尚学高等学
校附属中学校の同級生との交流が訪問前からインターネット上で始まっていた。Instagramでつながったのであ
る。そして、沖縄で交流したあともつながっていられる。ある先輩は、中学２年生からずっとつながっていた沖縄
尚学の友人と同じ大学に入学したそうだ。大学で２人が顔を合わせたのは数年ぶりだったそうである。私たち生
徒会執行部も韓国の姉妹校である五大高等学校とのオンライン交流会を企画している。このようなコロナ禍のな
かでも海外の仲間と交流できるのはインターネット環境の劇的な進歩のおかげだ。
　さらに、ＳＮＳについて調べるなかで、インターネットに次のような記事があった。東日本大震災のときであ
る。ある少年が、津波の様子をＴＶで目の当たりにした。そのとき、ＴＶが見られない状況にある人達にもこの画
面を中継すれば助かる人がいるのではないかという考えから自宅のテレビ画面を撮影し、動画サイトで中継し
た。本来はテレビ画面を勝手に中継するのは著作権の侵害ですぐに停止されてしまうが、動画サイトの運営会社
がテレビ局に許可を取り、その中継は続けられた。そのおかげで困っていた人だけでなく海外の人たちにも伝
わったのである。
　私たちはすでにＳＮＳを活用せずに生活することは難しい社会で生きている。そして、ＳＮＳには大きなメリット
もある。そこで私たちに必要なものは、高い意識でのメディアリテラシーである。つまり、「見極められる目」で
ある。しかし、勉強する時間を削ってしまうくらい、ＳＮＳのやり取りに熱中してしまう人がいる。悪用する相手
をきちんと判断できない人がいる。だから、私たちはもっと学ばなければならないのである。また、同時に確かな
言語力も必要だ。例えば、インターネット上で遊びにいく約束をし、あなたは相手の交通手段を聞くために「なん
で明日いくの？」と送信した。しかし、相手は「なぜ明日あなたが来るのか」と受け取ってしまう。このようなコ
ミュニケーションギャップが起きないために誰が見ても言いたいことが伝わる文章をつくるための確かな言語力
だ。
　実際に交流することとインターネット上で交流することにはそれぞれのメリットがあり、それを上手く活用する
ことが大切だ。私は５月に行われた生徒会選挙生徒会副会長に立候補した。これも昨年までのつながりの中で、
仲間が後押ししてくれたからできたことである。私一人の力ではできなかった。丸子ようこさんがおっしゃってい
る通り、「人との繋がり」こそが私を成長させてくれている。
　私は将来、医療関連の仕事に就きたいという目標がある。医療関係の仕事は患者さんとはもちろん一緒に働い
ている人たちとの円滑なコミュニケーションはなくてはならないものだ。そのためにも、今後も人との繋がり
を大切にしたい。

～ＳＮＳでつながっているって？～
「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩ岡山さつき推薦
おかやま山陽高等学校　棗田　珠音

　私の家族は、読字障害を持つ母と双子の私達姉妹の３人だ。文字を読めない母は、オリジナルの物語や歌を
聞かせてくれては一緒に歌ったり踊ったりして、いつも笑い声が絶えず、私達姉妹は嬉しいことも悲しいことも
いつも一緒に歩んできた。
　そんな私達が小学校に入学し別々のクラスになった時から、私も姉も外では声が出せなくなった。学校で
「あなたはどう思っているの」と先生が私に意見を求めた瞬間、教室は静まり返る。私は立ちすくんだまま時間だ
けが刻々と過ぎていく。そして、次第に教室では「なんか言えばいいのに」「なんで黙ったまま？」「また始まっ
た。早くしてほしいわ」と冷ややかな視線と声が私の心に突き刺さる。そんな状態のまま、授業の終わりを知らせ
るチャイムが鳴り、今日もまた授業を止めてしまった後悔に襲われる。
　小学校５年生からスマートフォンを使っている私にとって、ＳＮＳで人とつながるのは当たり前のことで、フォ
ロワー数が自分を受け入れてくれている友達だと思う一方で、ＳＮＳを除いて実生活で友達と言える人がいない
ことに気付いていた。双子の姉が側にいれば何も言わなくても分かってくれている安心感があったため、自分の
気持ちを伝える必要はなかった。
　ＳＮＳであれば読みたくなければ目を通さなくてもよく、本当の自分をさらけ出さなくてもいい。嘘偽りの着
飾った自分を演じても誰にも迷惑はかけない。ＳＮＳを通して写真や想いを発信するのは、私にとって自分を分
かってもらえる場所であり、逃げ場でもあり、ほんの少し背伸びができる場所になっていたのかもしれない。
　毎日ＳＮＳ上には発信者にとって都合の良いものが「映えた」状態で一方的に発信されている。その情報を目
にした読み手は、都合の良い情報を都合の良いように解釈し、偏った情報も受け身的に受け入れる。ＳＮＳに
必要なものは「伝える力」だと信じていた私は、例えＳＮＳ上で炎上したとしても、それは発信者の責任だと考
えていたが、よく考えると伝える力以上に必要なものがあることに気が付いた。
　読字障害者である私の母は、簡単な平仮名や数字は何とか読めるが、漢字になると文字を認識できない。学生
時代には勉強をしていないと先生から何度も注意され、社会に出ればメールで指示される仕事内容が読めず真面
目に仕事をしていないと非難され、仕事を続けられず辛い思いをしてきた。そんな母が始めたインスタグラムや
フェイスブック等のＳＮＳ。そこには、私が幼い頃の動画や写真、母がオリジナル曲をギターの弾き語りで歌う動
画などが投稿されている。初めの頃は恥ずかしかったが、流れてくる歌声や動画には、文字を超えた母から娘達
への想いが詰まっていることに気が付いた。
　高校に入学した私は、相変わらず人前で声が出せなかった。しかし入学して10か月後、一人の先生が声をかけ
てくれた。「自分を変えるために弁論に挑戦してみなさい」という突然の誘いに最初は戸惑ったものの、自分を
変える良いチャンスだと入部した。母親は人前で声が出せない私の突然の弁論部入部宣言を最初は信じていな
かった。そして、放課後の練習時間になると、母は何度も学校に顔を出し、私が少しずつ声を出せるようになり、
人前で大きな声で話せるようになった姿を見て、嬉し涙を流して喜んでくれた。
　私は弁論を通して、人前で話すことだけではなく、相手の心を想うことや自分の意見を持つこと、そして国語
力や語彙力の大切さを学んだ。そしてＳＮＳ時代だからこそ、私達が考えなければならないことも多くあることに
気が付くことができた。
　ＳＮＳで呟く一言。その一言から勝手に決めつけて悪く言ったり、揚げ足を取る人もいる。あの東京五輪に
代表入りを決めた池江璃花子選手に、ＳＮＳを通じて代表の辞退や五輪への反対メッセージも寄せられていると
いう。ＳＮＳのいじめにより、自殺に追いやられた人もいる。特に子どもにとっては、ＳＮＳ依存や性的被害につ
ながることも懸念されている。便利なものは両刃の剣だと理解した上で使いこなす義務がある。そのためには、
人の意見に流されるのではなく、しっかり自分を磨き、自分の考えを身に付ける必要がある。
　私は今弁論に挑戦している。弁論は多くの聴衆の前で話すだけではない。自分の行動を自分で見つめ、人間と
してあるべき姿を訴えるのである。コロナ禍で大会が中止されても、動画投稿サイトを始めとしたＳＮＳで自分
の考えを伝える大会もある。
　ＳＮＳ時代を自分らしく生き抜くためには「発信する力」も必要だが、「自分なりの意見を持つ力」と「補う力」、
そして人間性を養い優しい心を持つこと、また人に誤解されないような国語力や語彙力が必要だと考える。一人
の人間・女性として自分らしく生き抜くために、自分の意見を持ち、自分の言葉で発信できる力を身に付け、世界
の皆とつながっていきたい。私の言葉が世の中の人が笑顔で生活できるような力の源となるように、私はこれか
らもＳＮＳを通して、私の想いを訴え続けていきたい。
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～ＳＮＳでつながっているって？～

ＳＩ西条推薦
愛媛県立西条高等学校　戸田　こゆき

　ＳＮＳの普及により、人と人とがつながる可能性は一気に広がった。だが、発展途上のツールであるがゆえに、
人とのつながりに伴う問題は尽きない。この便利なツールを最大限に活用するために、私たちは様々な視点か
らの「想像力」を持つことが求められる。
　ＳＮＳにはまだ会ったことのない人とのつながりを「広げる」役割と、友人関係などの元々あるつながりを
「深める」役割の２つがある。
　１つ目の特徴は、簡単に人と人とがつながることができ、意見が伝わりやすいということだ。2020年５月23日、
女子プロレスラーの木村花さんが亡くなった。彼女は出演したテレビ番組内での言動を巡り、ＳＮＳ上で多数の
誹謗中傷を受けたことを明かしていた。マスメディアによる過剰な演出、ソーシャルメディアによる情報の拡散
から、出演者に対して視聴者が否定的な意見を持つことがある。ＳＮＳ上での発言は非対面であり、非言語的な
要素が少ないため、発言が過激になりやすい。更に、発言を受けた相手や第三者によって過度な解釈が行われ
る。これがＳＮＳ上で攻撃的な発言が多く見られる要因である。木村さんを批判した人の中に、「これは批判で
はない。個人的な意見を述べただけだ。」と主張する人がいた。しかし、発言した本人にその気が無くとも、
相手への配慮や尊重が感じられなければ、当事者はそれを批判として受け止めてしまうのである。
　警察庁の調査によると、ＳＮＳによる18歳以下の犯罪被害件数は近年増加傾向にあり、2019年には過去最多で
ある2,095件に達している。ＳＮＳが身近になり、そのメリットが対面の人間関係を上回った結果、私たちは人と
のつながりをＳＮＳに求めた。Twitterは「つぶやき」と訳され、誰かに向けたものではない独り言と解釈される
ことが多い。人間には、あまり親しくない人への方が本音を打ち明けやすい傾向があるため、ＳＮＳ上では自分
の思ったことを気軽に発言し易い。また、多くの人に見てもらえる分共感も得やすくなる。このような理由から
ＳＮＳを利用する人が増え、「気軽さ」がメリットではなくデメリットとして表れたことで、上記のような誹謗中
傷による事件や未成年の犯罪率の上昇につながったのである。私たちは、このような自身の言葉がもたらす可能
性を考え、発言に責任をもち、様々な視点から自身の発言を冷静に確認、判断する必要がある。
　「広げる」役割による問題が可視化されやすいが、「深める」役割による問題についてもその数は確実に上
昇している。２つ目の特徴は、元々相手との関係性が深く、発言の機密性が高いという点だ。2021年３月23日、
北海道に住む女子生徒が亡くなった。生徒は性的な写真を要求され、それらをグループ内で拡散されるなどの
いじめを受けていた。LINEコミュニケーションの相手は、家族や友人など身近な存在であることがほとんど
だ。その為、私たちはLINEを通じて友人らと常につながった状態にある。LINEいじめは、現実世界でのいじ
めの一環として行われる。友人間の力関係が大きく影響し、周囲も同調圧力を受けやすい。また、その内容を
閲覧できるのは、いじめる側といじめられる側の２者のみであるため、いじめに歯止めがかからない。それゆ
え、LINEを使ったいじめは過激化しやすい。ただ、彼女の失踪に最も早く気がついたのもまた、ＳＮＳ上で関
係を深めた友人だったという事実がある。このように、「深める」役割は良くも悪くも大きな影響を与える。
これらのツールを、相手の支えとなる様に、信頼関係を深め、既存の関係をよりよくする為に使用するべきで
ある。
　文部科学省が2020年10月22日に発表した調査結果によれば、インターネットを通じたいじめの認知件数は前年
度比1,590件増の１万7,924件となり、５年連続で過去最多を更新した。ＳＮＳいじめに関する問題は以前から年々
増え続けている。特に現在は、コロナ禍でのＳＮＳの使用頻度の増加や自粛疲れによるストレスに伴い、元来
懸念されていた問題点が顕著に現れた。そして、これからも増えるであろうことは想像に難くない。私は、その
理由が「想像力」の欠落にあると考える。自身にどのような意図があってその発言をしたかではなく、その発言
を受けた人が、また、それを見た第三者がどう受け止めるかを考えることが最も大切なのだ。自身の主観的な視
点だけではなく、相手側からの視点、そして第三者からの客観的な視点、この３つの立場に立って、発言しよう
としている内容が相手や周囲にどのような影響を与えるかを想像し、冷静に判断する必要がある。
　ＳＮＳとは本来、素早いコミュニケーションの中で関係性をつくり、広げ、そして深めていくことができる
ものである。上記で述べた様な負の面ばかりが特徴として挙げられやすいが、より多くの人とつながることで
自身の価値観が広がり、身の回りの情報を共有することで、友人らとのつながりをより強く感じられる。ＳＮＳを
利用する上で重要なあらゆる「想像力」を持ち、この便利なツールを最大限に活かしていきたい。

～ＳＮＳでつながっているって？～
「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩ西大寺推薦
学校法人 森教育学園 岡山学芸館高等学校　松山　華菜子

　私達若者の生活からもはや、スマホやＳＮＳは切っても切れない関係にある。ＳＮＳのメリットはとても多く、
ともすればデメリットを忘れてしまいがちだ。特にＳＮＳのデメリットで、まだ広く知られてはいないがＳＮＳを
使いすぎることで孤独を感じてしまう症状について強く提唱したい。また、コミュニケーションツールとしてＳＮＳ
が中心となりつつある今の時代、ＳＮＳを使っていく上で必要になっていくものは何だろうか。それはＳＮＳ
と適切な距離を持ちながら自分の時間を確保することだと私は考える。
　今、私達の身の回りには多くの情報で溢れており、それらはスマホ・パソコン・タブレット等の端末で簡単に情報
を見ること、知ることができるようになった。私の高校ではスマホを持つことを禁止されておらず、クラスメイトの
ほぼ全員がスマホを持っていたため、先生方も私達がスマホを持っていることを前提で話を進めることが多かった。
　しかし、私は入学後４ヶ月間ほど、スマホを持っていなかった。そんな自分には、スマホを持っていることが
「当たり前」という周囲の様子に違和感を持った。高校生になって周りとスマホを持っていないだけで浮き彫りに
なるものが、高校生活１週間で、私の目に映るようになった。授業が終わり、休み時間に入るとクラスメイトのほ
とんどが最初に鞄から取り出すのはスマホ。今の時代では当たり前のことかもしれないが、私にとってこの光景
は少し怖かった。「スマホ」がないだけで、目に見えない小さな格差が生まれ、出来ないことが増えていく。だが
私が怖かったのはそれだけではなく、スマホを媒介にして周りが見ていた「ＳＮＳ」だった。男子生徒はゲーム
や動画を見ていることがあるが、女子生徒が休み時間に見ている画面のほとんどがこのＳＮＳのであることに気
づいた。言い換えれば、女子生徒は休み時間も、そこにはいない人と関わり続けているのだ。
　情報が多く複雑化している現代には必要不可欠な道具となっているＳＮＳ。日本では、LINE、Instagram、
Twitter、Facebookが主流となっており、それらのＳＮＳは情報化社会と呼ばれる今、情報交換や新しい人間
関係を作っていく上ではメリットも多くあるのだろう。だがそれ以上に、デメリットも当然ながらある。私はつい
最近までスマホを持っていなかったと前述したが、中学でタブレット端末を与えられ、ネットデビューはしてい
た。だがまだＳＮＳは始めていなかった。私がＳＮＳを本格的に使い始めたのは、新型コロナウイルスで全国の
小中高が休校になったときだ。軽い気持ちで始めたＳＮＳは、新鮮な刺激に溢れていた。コロナで会えなくなっ
た友達や見知らぬ同学年の人達と気軽な会話、そして相手が共感し押してくれる「いいね」に、慣れないステイ
ホームのストレスからどんどん嵌っていき、多くの見知らぬ人と繋がった。そうするうちに気づいたことがある。
それはＳＮＳを使うほど孤独になりやすいということだ。ＳＮＳを通し周りとコミュニケーションを取るほど、
かえって私は孤独を感じるようになった。
　実は、このことは私に限った話ではなく、科学的にも証明されていた。アンデシュ・ハンセン著作の「スマホ
脳」によると、2000人近くのアメリカ人を調査したところ、孤独を感じやすいというだけで、実際に孤独なのかは
分からないがＳＮＳを熱心に利用している人の方が孤独を感じやすい傾向があることが調査結果として分かった
のだという。また5000人以上を対象にした実験で体の健康状態から人生の質、精神状態、時間の使い方、ＳＮＳの
使い方など詳しく質問し、調べた結果、現実の人間関係に時間を使うほど幸福感が増し、ＳＮＳに時間を使うほ
ど幸福感が減り孤独になりやすいという、私が体験したような結果が出ていた。このことは、ＳＮＳを使いすぎれ
ば、現実とのギャップで孤独を感じるようになるという結果であるとも言えるが、幸福感に影響するという点に私
はもっと深い意味があるのではないかと考える。
　今世界はどうなっているのだろうか。世界でも日本でも新型コロナウイルスがまだ収まる気配を見せず猛威を
振るっている。私が中学校の頃ＳＮＳに強く嵌ったように、多くの人が突然のコロナ禍によってＳＮＳに嵌りやす
い状況ではないだろうか。周囲と気軽に遊んだり、外出したりできない今、簡単に周囲とコミュニケーションが取
れるＳＮＳに時間を費やしてしまうことは十分に考えられる。自粛によってさらに孤独になれば、何事にも消極的
になり、一人ひとりの限られた時間をＳＮＳに過剰に浪費し依存してしまう人も出てくるだろう。ＳＮＳで人間関
係がこじれたとき、最悪の場合死に直結する可能性もある。
　そのためＳＮＳと適切な距離をとり、自分や周りとの時間を確保していく必要がある。ＳＮＳの使いすぎによっ
て孤独を感じないためにも、読書などを通して自分との対話や、家族との時間、夢の実現のために今やるべき事
などに時間を使っていくことだ。手軽なＳＮＳよりも、私達のいちばん近くに最も大切なものがあると気づくこと
が重要である。
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～ＳＮＳでつながっているって？～

ＳＩ西条推薦
愛媛県立西条高等学校　戸田　こゆき

　ＳＮＳの普及により、人と人とがつながる可能性は一気に広がった。だが、発展途上のツールであるがゆえに、
人とのつながりに伴う問題は尽きない。この便利なツールを最大限に活用するために、私たちは様々な視点か
らの「想像力」を持つことが求められる。
　ＳＮＳにはまだ会ったことのない人とのつながりを「広げる」役割と、友人関係などの元々あるつながりを
「深める」役割の２つがある。
　１つ目の特徴は、簡単に人と人とがつながることができ、意見が伝わりやすいということだ。2020年５月23日、
女子プロレスラーの木村花さんが亡くなった。彼女は出演したテレビ番組内での言動を巡り、ＳＮＳ上で多数の
誹謗中傷を受けたことを明かしていた。マスメディアによる過剰な演出、ソーシャルメディアによる情報の拡散
から、出演者に対して視聴者が否定的な意見を持つことがある。ＳＮＳ上での発言は非対面であり、非言語的な
要素が少ないため、発言が過激になりやすい。更に、発言を受けた相手や第三者によって過度な解釈が行われ
る。これがＳＮＳ上で攻撃的な発言が多く見られる要因である。木村さんを批判した人の中に、「これは批判で
はない。個人的な意見を述べただけだ。」と主張する人がいた。しかし、発言した本人にその気が無くとも、
相手への配慮や尊重が感じられなければ、当事者はそれを批判として受け止めてしまうのである。
　警察庁の調査によると、ＳＮＳによる18歳以下の犯罪被害件数は近年増加傾向にあり、2019年には過去最多で
ある2,095件に達している。ＳＮＳが身近になり、そのメリットが対面の人間関係を上回った結果、私たちは人と
のつながりをＳＮＳに求めた。Twitterは「つぶやき」と訳され、誰かに向けたものではない独り言と解釈される
ことが多い。人間には、あまり親しくない人への方が本音を打ち明けやすい傾向があるため、ＳＮＳ上では自分
の思ったことを気軽に発言し易い。また、多くの人に見てもらえる分共感も得やすくなる。このような理由から
ＳＮＳを利用する人が増え、「気軽さ」がメリットではなくデメリットとして表れたことで、上記のような誹謗中
傷による事件や未成年の犯罪率の上昇につながったのである。私たちは、このような自身の言葉がもたらす可能
性を考え、発言に責任をもち、様々な視点から自身の発言を冷静に確認、判断する必要がある。
　「広げる」役割による問題が可視化されやすいが、「深める」役割による問題についてもその数は確実に上
昇している。２つ目の特徴は、元々相手との関係性が深く、発言の機密性が高いという点だ。2021年３月23日、
北海道に住む女子生徒が亡くなった。生徒は性的な写真を要求され、それらをグループ内で拡散されるなどの
いじめを受けていた。LINEコミュニケーションの相手は、家族や友人など身近な存在であることがほとんど
だ。その為、私たちはLINEを通じて友人らと常につながった状態にある。LINEいじめは、現実世界でのいじ
めの一環として行われる。友人間の力関係が大きく影響し、周囲も同調圧力を受けやすい。また、その内容を
閲覧できるのは、いじめる側といじめられる側の２者のみであるため、いじめに歯止めがかからない。それゆ
え、LINEを使ったいじめは過激化しやすい。ただ、彼女の失踪に最も早く気がついたのもまた、ＳＮＳ上で関
係を深めた友人だったという事実がある。このように、「深める」役割は良くも悪くも大きな影響を与える。
これらのツールを、相手の支えとなる様に、信頼関係を深め、既存の関係をよりよくする為に使用するべきで
ある。
　文部科学省が2020年10月22日に発表した調査結果によれば、インターネットを通じたいじめの認知件数は前年
度比1,590件増の１万7,924件となり、５年連続で過去最多を更新した。ＳＮＳいじめに関する問題は以前から年々
増え続けている。特に現在は、コロナ禍でのＳＮＳの使用頻度の増加や自粛疲れによるストレスに伴い、元来
懸念されていた問題点が顕著に現れた。そして、これからも増えるであろうことは想像に難くない。私は、その
理由が「想像力」の欠落にあると考える。自身にどのような意図があってその発言をしたかではなく、その発言
を受けた人が、また、それを見た第三者がどう受け止めるかを考えることが最も大切なのだ。自身の主観的な視
点だけではなく、相手側からの視点、そして第三者からの客観的な視点、この３つの立場に立って、発言しよう
としている内容が相手や周囲にどのような影響を与えるかを想像し、冷静に判断する必要がある。
　ＳＮＳとは本来、素早いコミュニケーションの中で関係性をつくり、広げ、そして深めていくことができる
ものである。上記で述べた様な負の面ばかりが特徴として挙げられやすいが、より多くの人とつながることで
自身の価値観が広がり、身の回りの情報を共有することで、友人らとのつながりをより強く感じられる。ＳＮＳを
利用する上で重要なあらゆる「想像力」を持ち、この便利なツールを最大限に活かしていきたい。

～ＳＮＳでつながっているって？～
「ＳＮＳ時代に必要なものは？」

ＳＩ西大寺推薦
学校法人 森教育学園 岡山学芸館高等学校　松山　華菜子

　私達若者の生活からもはや、スマホやＳＮＳは切っても切れない関係にある。ＳＮＳのメリットはとても多く、
ともすればデメリットを忘れてしまいがちだ。特にＳＮＳのデメリットで、まだ広く知られてはいないがＳＮＳを
使いすぎることで孤独を感じてしまう症状について強く提唱したい。また、コミュニケーションツールとしてＳＮＳ
が中心となりつつある今の時代、ＳＮＳを使っていく上で必要になっていくものは何だろうか。それはＳＮＳ
と適切な距離を持ちながら自分の時間を確保することだと私は考える。
　今、私達の身の回りには多くの情報で溢れており、それらはスマホ・パソコン・タブレット等の端末で簡単に情報
を見ること、知ることができるようになった。私の高校ではスマホを持つことを禁止されておらず、クラスメイトの
ほぼ全員がスマホを持っていたため、先生方も私達がスマホを持っていることを前提で話を進めることが多かった。
　しかし、私は入学後４ヶ月間ほど、スマホを持っていなかった。そんな自分には、スマホを持っていることが
「当たり前」という周囲の様子に違和感を持った。高校生になって周りとスマホを持っていないだけで浮き彫りに
なるものが、高校生活１週間で、私の目に映るようになった。授業が終わり、休み時間に入るとクラスメイトのほ
とんどが最初に鞄から取り出すのはスマホ。今の時代では当たり前のことかもしれないが、私にとってこの光景
は少し怖かった。「スマホ」がないだけで、目に見えない小さな格差が生まれ、出来ないことが増えていく。だが
私が怖かったのはそれだけではなく、スマホを媒介にして周りが見ていた「ＳＮＳ」だった。男子生徒はゲーム
や動画を見ていることがあるが、女子生徒が休み時間に見ている画面のほとんどがこのＳＮＳのであることに気
づいた。言い換えれば、女子生徒は休み時間も、そこにはいない人と関わり続けているのだ。
　情報が多く複雑化している現代には必要不可欠な道具となっているＳＮＳ。日本では、LINE、Instagram、
Twitter、Facebookが主流となっており、それらのＳＮＳは情報化社会と呼ばれる今、情報交換や新しい人間
関係を作っていく上ではメリットも多くあるのだろう。だがそれ以上に、デメリットも当然ながらある。私はつい
最近までスマホを持っていなかったと前述したが、中学でタブレット端末を与えられ、ネットデビューはしてい
た。だがまだＳＮＳは始めていなかった。私がＳＮＳを本格的に使い始めたのは、新型コロナウイルスで全国の
小中高が休校になったときだ。軽い気持ちで始めたＳＮＳは、新鮮な刺激に溢れていた。コロナで会えなくなっ
た友達や見知らぬ同学年の人達と気軽な会話、そして相手が共感し押してくれる「いいね」に、慣れないステイ
ホームのストレスからどんどん嵌っていき、多くの見知らぬ人と繋がった。そうするうちに気づいたことがある。
それはＳＮＳを使うほど孤独になりやすいということだ。ＳＮＳを通し周りとコミュニケーションを取るほど、
かえって私は孤独を感じるようになった。
　実は、このことは私に限った話ではなく、科学的にも証明されていた。アンデシュ・ハンセン著作の「スマホ
脳」によると、2000人近くのアメリカ人を調査したところ、孤独を感じやすいというだけで、実際に孤独なのかは
分からないがＳＮＳを熱心に利用している人の方が孤独を感じやすい傾向があることが調査結果として分かった
のだという。また5000人以上を対象にした実験で体の健康状態から人生の質、精神状態、時間の使い方、ＳＮＳの
使い方など詳しく質問し、調べた結果、現実の人間関係に時間を使うほど幸福感が増し、ＳＮＳに時間を使うほ
ど幸福感が減り孤独になりやすいという、私が体験したような結果が出ていた。このことは、ＳＮＳを使いすぎれ
ば、現実とのギャップで孤独を感じるようになるという結果であるとも言えるが、幸福感に影響するという点に私
はもっと深い意味があるのではないかと考える。
　今世界はどうなっているのだろうか。世界でも日本でも新型コロナウイルスがまだ収まる気配を見せず猛威を
振るっている。私が中学校の頃ＳＮＳに強く嵌ったように、多くの人が突然のコロナ禍によってＳＮＳに嵌りやす
い状況ではないだろうか。周囲と気軽に遊んだり、外出したりできない今、簡単に周囲とコミュニケーションが取
れるＳＮＳに時間を費やしてしまうことは十分に考えられる。自粛によってさらに孤独になれば、何事にも消極的
になり、一人ひとりの限られた時間をＳＮＳに過剰に浪費し依存してしまう人も出てくるだろう。ＳＮＳで人間関
係がこじれたとき、最悪の場合死に直結する可能性もある。
　そのためＳＮＳと適切な距離をとり、自分や周りとの時間を確保していく必要がある。ＳＮＳの使いすぎによっ
て孤独を感じないためにも、読書などを通して自分との対話や、家族との時間、夢の実現のために今やるべき事
などに時間を使っていくことだ。手軽なＳＮＳよりも、私達のいちばん近くに最も大切なものがあると気づくこと
が重要である。
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ＳＩ竹原推薦
広島県立竹原高等学校　髙畑　遥奈

　私が現代のＳＮＳ時代に必要だと思うものは、ＳＮＳを利用していく上での正しい知識を知っておくことだと
考える。正しい知識を知っておくことで、さまざまな問題に対応できると考える。
　まず、現代のＳＮＳ時代で起きているさまざまな問題の一つ目は、いじめである。最近は、普通のメールより
も、グループで話すことができるなどの良い便利機能を持ったLINEが高校生を中心に多くの世代で使われるよう
になってきた。もし、LINEのやり取りをする上で相手を誤解させるような不快に思うメールを送ってしまった場
合、個人でやり取りしていたならまだしも、グループでやり取りしていたら、大きな揉め事になり、いじめを受け
たかもしれない。このように、LINEのやり取りでは、顔の表情や声のトーン、自分の動作が相手に見えないから
こそ、誤解が生まれ、いじめに発展する可能性がありうるのだと考える。だから私は、言葉は誤解が生まれない
ような言葉選びをするなど、基本的な正しい知識を知っておくことが大切だと考える。
　二つ目は、ネット上の誹謗中傷である。最近のニュースでよく、有名人など芸能界に所属している人が、誹謗
中傷を受けて自殺をしたというニュースが目につかないことも少なくはない。例として最近では女子プロレスラー
の木村花さんが誹謗中傷を受け、心に大きなダメージを受けてしまったのか、自ら命を絶ってしまった。感受性
は十人十色で、ネットで人からの一つ一つのコメントを真摯に受け止める人もいれば、人から言われることなど
気にしないという人もいると考える。私は割と人から言われる一つ一つのことを真摯に受け止めるタイプだと思
う。だから尚さら、直接知っている人でなく、ネット上での見ず知らずの人から誹謗中傷的な言葉を言われたら、
自分も木村花さんのような結末になってしまうかもしれないのだ。このように、言葉というものは時には人の心を
えぐり、時には凶器や刃物になるということを理解し、このような正しい知識を知っておくことが大切だと考え
る。
　三つ目は、なりすまし詐欺である。特に高齢者の方のアポイントメント詐欺の被害や、若者に多い出会い系
サイトでのなりすまし被害で、犯罪に巻き込まれるニュースを良く耳にする。私はこのような詐欺被害にはあっ
たことないけれど、もし、知らない人からの不審な電話や、ネット上でのやり取りをしている人から会おうと言わ
れたら、自分はどこか気がゆるんで、素直に返事をしてアポイントメント詐欺にひっかかるかもしれないし、
ネットの人と会ってしまうかもしれない。そうすれば、重大な犯罪に巻き込まれてしまう可能性がある。このよ
うなことをなくすためには、知らない業者や会社からの、お金が関係するような不審な電話には出ないように
することが大切だと考える。また、ネット上で知り合った人は、年齢や顔など全部が嘘の場合もあるということを
頭の片隅に置き、このように正しい知識を知っておくことが大切だと考える。
　四つ目は、健康被害である。健康被害の問題の一つは、視力低下である。最近はコロナの影響で仕事が減った
り、外出を控えるなどし、コロナが流行する前に比べて自宅にいる時間が増えている。外出をしないことにより、
自宅ではゲームをしたり、特にＳＮＳを使う人が増えたと考える。だから最近、視力が低下する人が増えてきて
いるのだと考える。このような視力低下しないようにするためには、長い時間続けてＳＮＳを見ないように自分の
中で時間を決めて見ることや、ＳＮＳを見ること以外に、自分のやることや、やりたいことを見つけて、なるべく
ＳＮＳを見ないようにすることが視力低下につながらないと考える。このような正しい知識を知っておくこと
が大切だと考える。
　このように、現代のＳＮＳ時代に必要だと思うものは、ＳＮＳを利用していく上での正しい知識を知っておくこ
とが大切だと考える。

ＳＩ下関推薦
山口県立下関中等教育学校　谷口　和香

　水泳をしていた私は、以前、よくＳＮＳの動画でトップスイマーの泳ぎを研究したり、筋力トレーニングをした
りしていた。残念ながら、持病の塩素アレルギーが悪化し、水泳の道は断念せざるを得なかったが、筋トレは今
でもよく見て継続している。このようにＳＮＳは、いつでもどこでも手軽に欲しい情報を手に入れることができ、
自分の趣味などに活かすことができる。
　その反面、ＳＮＳにはデメリットもある。特に私が思う問題は二つ。「スマホ依存」と「誹謗中傷」だ。私たち
高校生には、スマホに依存している人がたくさんいる。ツイッターやユーチューブなどのＳＮＳばかり見ていると、
視力や学力の低下などに繋がってしまう。
　「誹謗中傷」については、今回の東京オリンピックでよく耳にした言葉だ。他人が相手の気持ちなど考えず、
簡単にアンチコメントが書けるのがＳＮＳだ。私は、アンチコメントが自動的に削除されるシステムがあれば、
誹謗中傷を受ける人が少なくなるし、そのようなシステムが開発されることを強く願う。
　しかし、一方でＳＮＳにはメリットもある。現在の私は、ＳＮＳを通じて色々な勉強法を見つけ、学習に役立て
ている。その他、最近のニュースやトレンドもすぐに分かり、友達との交流も図ることもできるため、ＳＮＳは私
にとって癒しのツールとなっている。また、ＳＮＳは自己紹介のツールであり、自己発信能力の向上に有効だとい
う人もいる。私に限らず、誰でも情報を手軽に得たり発信したりすることが、ＳＮＳ最大のメリットである。
　そのメリットを、高齢者社会において生かすことはできないだろうか。私は、コロナ患者がリモートで家族と
会っているニュースを見た。医療現場のひっ迫している中、この心遣いはありがたい。
　しかし、ニュースに話題として取り上げられるということは、まだまだ一般化していないということだ。ＳＮＳ
が使えない高齢者にとって、使える誰かにサポートしてもらう必要があり、医療や福祉の現場にさらなる負担を
かけてしまうことにもなる。もっと高齢者でも使用しやすいＳＮＳが開発され、高齢者でも簡単に操作することが
できるようにシステムが変革されることを期待する。
　これからの時代、ＳＮＳはずっと私たちの身近なものとして存在し続ける。見ず知らずの人と繋がったり、犯罪
に巻き込まれたりする可能性があることはとても恐ろしいが、人との距離が縮まり、仲が深まることにもなるた
め、コミュニケーションツールとして上手に活用すれば、ＳＮＳはとても便利なものである。
　一方、直接のコミュニケーションは絶対に必要だ。人の心を救うのは言葉であるが、ＳＮＳを通じた言葉よりも、
直接会ってかける言葉に、人の温もりはより伝わる。よくレース後のインタビューで、スポーツ選手が「いろんな
方々からの頑張れや大丈夫、君ならいけるという応援のおかげで頑張れました。」と言うように、優しい声掛けが励
みとなり、つらい時にも勇気づけられる。私もテストの時、“がんばれ”と先生から声をかけていただくと、とても
励みになる。このような声掛けは、ＳＮＳでも可能だが、直接目を見て肌に触れての方がより心に届く。
　先日、私は高齢者のデイサービスで職場体験をした。初対面の私にも、お年寄りの方はたくさん話しかけてく
ださり、直の繋がりを感じることができた瞬間だった。しかしながら、その繋がりは限られたものであり、職場体
験を終えた今の私には、まだその施設を訪れないと、再びそのお年寄りたちと繋がることはできない。これが同
世代の若者であれば、たとえ初対面であってもその場でLINEの情報を交換し、分かれた後も繋がり続けることが
できる。これからの時代は、高齢者もＳＮＳが使える環境が整備されるとともに、直の触れ合いも大切にされる
ハイブリッドな世の中となることを、私は期待する。
　また、私の将来の夢は、水泳のインストラクターになることだったが、塩素アレルギーが悪化し、大好きだった
水泳を辞めると同時にその夢を諦めていた。しかし、水泳の池江璃花子選手は、急性リンパ性白血病という大病
を乗り越えて、自他ともに出場は不可能と思われていた今回のオリンピックに出場し、素晴らしい泳ぎをして、
私たちに大きな感動を与えてくれた。抗がん剤治療に苦しむ池江璃花子選手を支えたのは、ＳＮＳによるファン
からの励ましのメッセージであり、身近な人からの直接かけられた励ましの言葉だった。
　この池江選手のニュースは、私に「水泳インストラクターになる」という夢を再燃させてくれた。いつの日
か私も、塩素アレルギーを克服し、プールに戻れる日がくると信じている。ＳＮＳによって励まされた池江選手
に私は励まされ、再び夢を追うことができている。
　ＳＮＳは、人の可能性を潰すこともあるし、逆に希望を与えることもある。大切なのは、その使い方と直接の触
れ合いも大切にする姿勢であると私は考える。
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ＳＩ竹原推薦
広島県立竹原高等学校　髙畑　遥奈

　私が現代のＳＮＳ時代に必要だと思うものは、ＳＮＳを利用していく上での正しい知識を知っておくことだと
考える。正しい知識を知っておくことで、さまざまな問題に対応できると考える。
　まず、現代のＳＮＳ時代で起きているさまざまな問題の一つ目は、いじめである。最近は、普通のメールより
も、グループで話すことができるなどの良い便利機能を持ったLINEが高校生を中心に多くの世代で使われるよう
になってきた。もし、LINEのやり取りをする上で相手を誤解させるような不快に思うメールを送ってしまった場
合、個人でやり取りしていたならまだしも、グループでやり取りしていたら、大きな揉め事になり、いじめを受け
たかもしれない。このように、LINEのやり取りでは、顔の表情や声のトーン、自分の動作が相手に見えないから
こそ、誤解が生まれ、いじめに発展する可能性がありうるのだと考える。だから私は、言葉は誤解が生まれない
ような言葉選びをするなど、基本的な正しい知識を知っておくことが大切だと考える。
　二つ目は、ネット上の誹謗中傷である。最近のニュースでよく、有名人など芸能界に所属している人が、誹謗
中傷を受けて自殺をしたというニュースが目につかないことも少なくはない。例として最近では女子プロレスラー
の木村花さんが誹謗中傷を受け、心に大きなダメージを受けてしまったのか、自ら命を絶ってしまった。感受性
は十人十色で、ネットで人からの一つ一つのコメントを真摯に受け止める人もいれば、人から言われることなど
気にしないという人もいると考える。私は割と人から言われる一つ一つのことを真摯に受け止めるタイプだと思
う。だから尚さら、直接知っている人でなく、ネット上での見ず知らずの人から誹謗中傷的な言葉を言われたら、
自分も木村花さんのような結末になってしまうかもしれないのだ。このように、言葉というものは時には人の心を
えぐり、時には凶器や刃物になるということを理解し、このような正しい知識を知っておくことが大切だと考え
る。
　三つ目は、なりすまし詐欺である。特に高齢者の方のアポイントメント詐欺の被害や、若者に多い出会い系
サイトでのなりすまし被害で、犯罪に巻き込まれるニュースを良く耳にする。私はこのような詐欺被害にはあっ
たことないけれど、もし、知らない人からの不審な電話や、ネット上でのやり取りをしている人から会おうと言わ
れたら、自分はどこか気がゆるんで、素直に返事をしてアポイントメント詐欺にひっかかるかもしれないし、
ネットの人と会ってしまうかもしれない。そうすれば、重大な犯罪に巻き込まれてしまう可能性がある。このよ
うなことをなくすためには、知らない業者や会社からの、お金が関係するような不審な電話には出ないように
することが大切だと考える。また、ネット上で知り合った人は、年齢や顔など全部が嘘の場合もあるということを
頭の片隅に置き、このように正しい知識を知っておくことが大切だと考える。
　四つ目は、健康被害である。健康被害の問題の一つは、視力低下である。最近はコロナの影響で仕事が減った
り、外出を控えるなどし、コロナが流行する前に比べて自宅にいる時間が増えている。外出をしないことにより、
自宅ではゲームをしたり、特にＳＮＳを使う人が増えたと考える。だから最近、視力が低下する人が増えてきて
いるのだと考える。このような視力低下しないようにするためには、長い時間続けてＳＮＳを見ないように自分の
中で時間を決めて見ることや、ＳＮＳを見ること以外に、自分のやることや、やりたいことを見つけて、なるべく
ＳＮＳを見ないようにすることが視力低下につながらないと考える。このような正しい知識を知っておくこと
が大切だと考える。
　このように、現代のＳＮＳ時代に必要だと思うものは、ＳＮＳを利用していく上での正しい知識を知っておくこ
とが大切だと考える。

ＳＩ下関推薦
山口県立下関中等教育学校　谷口　和香

　水泳をしていた私は、以前、よくＳＮＳの動画でトップスイマーの泳ぎを研究したり、筋力トレーニングをした
りしていた。残念ながら、持病の塩素アレルギーが悪化し、水泳の道は断念せざるを得なかったが、筋トレは今
でもよく見て継続している。このようにＳＮＳは、いつでもどこでも手軽に欲しい情報を手に入れることができ、
自分の趣味などに活かすことができる。
　その反面、ＳＮＳにはデメリットもある。特に私が思う問題は二つ。「スマホ依存」と「誹謗中傷」だ。私たち
高校生には、スマホに依存している人がたくさんいる。ツイッターやユーチューブなどのＳＮＳばかり見ていると、
視力や学力の低下などに繋がってしまう。
　「誹謗中傷」については、今回の東京オリンピックでよく耳にした言葉だ。他人が相手の気持ちなど考えず、
簡単にアンチコメントが書けるのがＳＮＳだ。私は、アンチコメントが自動的に削除されるシステムがあれば、
誹謗中傷を受ける人が少なくなるし、そのようなシステムが開発されることを強く願う。
　しかし、一方でＳＮＳにはメリットもある。現在の私は、ＳＮＳを通じて色々な勉強法を見つけ、学習に役立て
ている。その他、最近のニュースやトレンドもすぐに分かり、友達との交流も図ることもできるため、ＳＮＳは私
にとって癒しのツールとなっている。また、ＳＮＳは自己紹介のツールであり、自己発信能力の向上に有効だとい
う人もいる。私に限らず、誰でも情報を手軽に得たり発信したりすることが、ＳＮＳ最大のメリットである。
　そのメリットを、高齢者社会において生かすことはできないだろうか。私は、コロナ患者がリモートで家族と
会っているニュースを見た。医療現場のひっ迫している中、この心遣いはありがたい。
　しかし、ニュースに話題として取り上げられるということは、まだまだ一般化していないということだ。ＳＮＳ
が使えない高齢者にとって、使える誰かにサポートしてもらう必要があり、医療や福祉の現場にさらなる負担を
かけてしまうことにもなる。もっと高齢者でも使用しやすいＳＮＳが開発され、高齢者でも簡単に操作することが
できるようにシステムが変革されることを期待する。
　これからの時代、ＳＮＳはずっと私たちの身近なものとして存在し続ける。見ず知らずの人と繋がったり、犯罪
に巻き込まれたりする可能性があることはとても恐ろしいが、人との距離が縮まり、仲が深まることにもなるた
め、コミュニケーションツールとして上手に活用すれば、ＳＮＳはとても便利なものである。
　一方、直接のコミュニケーションは絶対に必要だ。人の心を救うのは言葉であるが、ＳＮＳを通じた言葉よりも、
直接会ってかける言葉に、人の温もりはより伝わる。よくレース後のインタビューで、スポーツ選手が「いろんな
方々からの頑張れや大丈夫、君ならいけるという応援のおかげで頑張れました。」と言うように、優しい声掛けが励
みとなり、つらい時にも勇気づけられる。私もテストの時、“がんばれ”と先生から声をかけていただくと、とても
励みになる。このような声掛けは、ＳＮＳでも可能だが、直接目を見て肌に触れての方がより心に届く。
　先日、私は高齢者のデイサービスで職場体験をした。初対面の私にも、お年寄りの方はたくさん話しかけてく
ださり、直の繋がりを感じることができた瞬間だった。しかしながら、その繋がりは限られたものであり、職場体
験を終えた今の私には、まだその施設を訪れないと、再びそのお年寄りたちと繋がることはできない。これが同
世代の若者であれば、たとえ初対面であってもその場でLINEの情報を交換し、分かれた後も繋がり続けることが
できる。これからの時代は、高齢者もＳＮＳが使える環境が整備されるとともに、直の触れ合いも大切にされる
ハイブリッドな世の中となることを、私は期待する。
　また、私の将来の夢は、水泳のインストラクターになることだったが、塩素アレルギーが悪化し、大好きだった
水泳を辞めると同時にその夢を諦めていた。しかし、水泳の池江璃花子選手は、急性リンパ性白血病という大病
を乗り越えて、自他ともに出場は不可能と思われていた今回のオリンピックに出場し、素晴らしい泳ぎをして、
私たちに大きな感動を与えてくれた。抗がん剤治療に苦しむ池江璃花子選手を支えたのは、ＳＮＳによるファン
からの励ましのメッセージであり、身近な人からの直接かけられた励ましの言葉だった。
　この池江選手のニュースは、私に「水泳インストラクターになる」という夢を再燃させてくれた。いつの日
か私も、塩素アレルギーを克服し、プールに戻れる日がくると信じている。ＳＮＳによって励まされた池江選手
に私は励まされ、再び夢を追うことができている。
　ＳＮＳは、人の可能性を潰すこともあるし、逆に希望を与えることもある。大切なのは、その使い方と直接の触
れ合いも大切にする姿勢であると私は考える。
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ＳＩ鳥取推薦
学校法人 鳥取家政学園 鳥取敬愛高校　狩野　桜子

　今日たくさんの人々がほぼ毎日何らかの形でＳＮＳを利用して生活しているが、多くの私たち高校生に
とって、最も身近な存在である利用端末はスマートフォンであろう。今日の高校生のスマートフォンの保有
率は、年々増加傾向にあるが、一体これは良い傾向と呼ぶことができるだろうか。私は、必ずしも良い傾向
であると呼ぶことはできないと思う。
　確かに、てのひらサイズの小さなスマートフォン一台あるだけで、移動することなしに世界中の人々とコ
ミュニケーションを取れたり、すぐに膨大な情報を得られたり、時には、自ら情報を発信したりできるな
ど、私たちは無限の可能性を手に入れることができる。しかし、多様な可能性を秘めているとともに、様々
な危険性がはらんでいることは確かなことである。その危険性の一つとしてスマホ依存症があげられるだろ
う。ＳＮＳの多用に伴い、高校生のスマホ依存症の割合は著しく増加している。そしてスマホに夢中になれ
ばなるほど、これからの社会を生きていく私たち高校生は何か必要なものを着々と失っているような気がす
るのだ。具体的に何を私たち高校生は失いつつあるのか様々なデータをもとに考察していきたいと思う。
　93.2％。これは、令和２年３月に内閣府が発表した「令和元年度　青少年のインターネット利用環境実態調
査　調査結果（速報）」による満10歳から満17歳の青少年5,000人のうちのインターネット利用状況である。さ
らに、学校種別で見ていくと、なんと99.1％もの高校生がインターネットを利用していると回答している。
また、インターネットを利用する機器は、スマートフォンの63.3％が、携帯ゲーム機（31.2％）、タブレッ
ト（29.6％）などを押さえて、圧倒的に高い数値を占めていることがわかる。やはり現代の私たちにとっ
て、最も身近なＳＮＳツールはスマートフォンであるようだ。このように、実に多くの高校生が日々ＳＮＳ
を利用して生活していることがわかる。ではどのような内容のＳＮＳを私たち高校生は活用しているのだろ
うか。今では、疑問に思ったことは何でもＳＮＳを通して、簡単にかつ短い時間で知ることができる。また
膨大な数の投稿動画、ゲームはもちろん、ネット上でのコミュニケーションアプリ、さらにはニュースや勉
強・学習・知育アプリケーションなどといったサービスも豊富だ。たくさんのアプリケーションを活用して
いくうちに、時間を忘れてつい長時間スマートフォンに熱中してしまうことも少なくない。同じ調査の中
で、高校生の利用内容の内訳をみてみると、90.1％と断トツでコミュニケーションアプリが高く、続いて動
画視聴（87.8％）、音楽視聴（84.3％）であった。勉強等のアプリケーションは53.6％と上位三つの内訳と比
べると、大きな差があることがわかる。ここで注意してみておきたいポイントは、自分自身の娯楽のために
用いるアプリケーションが圧倒的にＳＮＳ利用内容を占めているということだ。もちろん上位三つのような
アプリケーションを用いることで手軽に連絡を取ることができたり、友達との共通の話題ができたりして、
学校での人間関係を円滑に進ませることができるなどという大きなメリットがある。ではここで、実際私た
ち高校生は一日のうちどれほどの時間ＳＮＳに費やしているのかを見てみよう。この調査によると、平日に
高校生は平均約248分、時間に直すとおよそ４時間８分もの時間ＳＮＳに日々費やしていることになる。も
ちろんこの時間の中には、以前にはなかった勉強等のアプリケーションも含まれている。確かにこれらを用
いることで、従来のように紙と鉛筆を用いての長時間かかる効率の悪い勉強を、一瞬にして効率の良いかつ
内容の濃い勉強に取組むことができる。しかし、これらよりも圧倒的に多い時間を占めている、コミュニ
ケーションアプリや動画視聴、音楽視聴といった娯楽のアプリケーションが、高校生の学習時間を確実に
奪っている。実際、スマートフォンデビューすることによって、学力が落ちたという学生も少なくない。わ
たしは上記のＳＮＳ利用内容を知り、スマホ依存に陥ってしまう人に共通することは、自分を律することが
できないことにあるのではないかと思った。そして自分を律することがこれからの社会で生き延びていくた
めに重要なことであって、同時に今日のスマートフォンの広く普及した環境で生活していく中で失われつつ
あることでもあると感じた。
　スマートフォンの活用によって従来の様々な作業が簡単に短時間で済ますことができることは私たちの生
活に多くの面で大きな影響を与えている。しかし、その便利すぎる手段に頼りすぎて、自分の優先事項を決
め自身の力で解決していく力が見につく機会は減っているように感じる。私は、このような状況下をあえて
利用することが必要だと思った。様々な誘惑に打ち勝ち、自分自身の無限の可能性を自分で鍛え上げてい
く。このことができたとき、私たちは始めてＳＮＳを使いこなせたといえるのだと私は思う。

～ＳＮＳでつながっているって？～

ＳＩ玉野推薦
岡山県立玉野高校　板崎　菜月

　新型コロナウイルスの影響で社会の情報化が進んでいる今、ＳＮＳは以前にも増して大事なコミュニケー
ションツールとなっています。多くの人がＳＮＳを使ってコミュニケーションを取る機会が増えている「ＳＮＳ
時代」では、すべてのコミュニケーションをＳＮＳでするのではなく、できるだけ直接コミュニケーション
を取ることが大切だと思います。
　ＳＮＳには主に三つのメリットが挙げられます。一つ目はＳＮＳを使うことによって日常生活では関わる
ことのなかった人との新しい繋がりが生まれるという点です。自分と共通の趣味の人や、悩みを聞いてくれ
る相談相手などともＳＮＳを通して繋がることができます。二つ目は人間関係を豊かにできるという点で
す。ＳＮＳを代表する、フェイスブックやインスタグラム、ツイッターなどを利用することで、返信や「い
いね」機能などを使って相手と気軽にコミュニケーションを取ることができます。三つ目はいつでもすぐに
最新の情報を得られるという点です。日頃のニュースや趣味や地域の話題などの自分の興味のある情報を得
ることができます。
　ＳＮＳには、このようにさまざまなメリットがあります。しかし、使い方によっては犯罪や事件に繋がる
可能性があるとともに、家族や友人との信頼を壊してしまうような問題に発展することが考えられます。
　ＳＮＳはいつでもどこでも簡単にコミュニケーションを取ることができます。しかしＳＮＳでのコミュニ
ケーションは文章中心であるため、誤読を生みやすい上に相手の反応がすぐに見えないという問題がありま
す。実際に私も友人とＳＮＳを通じてのコミュニケーションで誤解が生じ、トラブルになったことがありま
す。ＳＮＳでのコミュニケーショントラブルは私たちの身近にあります。また、ＳＮＳで一番問題視されて
いるのは誹謗中傷であると考えます。近年では、インターネット上で自由なコミュニケーションが可能に
なったからこそ、軽率に誹謗中傷をする人が増えているように感じます。誹謗中傷は相手に面と向かって言
うのではなく、文面のみなので度の過ぎた言葉を平気で送る人がいるのだと思います。最悪の場合、誹謗中
傷をされることによって自ら命を絶つ人もいます。
　誹謗中傷と誤読には共通する部分があります。それは、どちらもＳＮＳコミュニケーションならではの文
面だけのやり取りによって引き起こされる問題が多いということです。このような問題を起こさないために
はすべてのコミュニケーションをＳＮＳに頼るのではなく、できるだけ直接コミュニケーションを取ること
が大切だと思います。人と面と向かって話すと、相手の表情を見ることができるので、言葉だけでは伝わら
ない感情が伝わると思います。また、直接声を聞けるので相手の声色からも相手が今どのような気持ちなの
かが分かります。ＳＮＳは人の命を奪いかねないものであるということを理解して、一人ひとりが言葉に責
任を持ち、コミュニケーションを取ることが求められます。
　また、ＳＮＳによって多くの若者がネット依存に陥っていることも問題点として挙げられると考えます。
ネット依存になると勉強や仕事といった生活面や、体や心の健康面などよりもインターネットの使用を優先
してしまいます。それにより、体や心の問題を抱える人が増えたり、引きこもりや不登校になったりしてし
まう人もいます。ネット依存にならないためにはスマートフォンの使用時間をきちんと決め、それを実行す
ることが大切だと思います。
　ＳＮＳは便利なこともたくさんある一方、使い方によっては悪いものにもなってしまうため、一人ひとり
が正しく使う必要があります。ＳＮＳを有効活用するとともに、人との繋がりを大切にし、すべてのコミュ
ニケーションをＳＮＳでするのではなく、できるだけ直接コミュニケーションを取ることが大切だと思いま
す。



─47─

ＳＩ鳥取推薦
学校法人 鳥取家政学園 鳥取敬愛高校　狩野　桜子

　今日たくさんの人々がほぼ毎日何らかの形でＳＮＳを利用して生活しているが、多くの私たち高校生に
とって、最も身近な存在である利用端末はスマートフォンであろう。今日の高校生のスマートフォンの保有
率は、年々増加傾向にあるが、一体これは良い傾向と呼ぶことができるだろうか。私は、必ずしも良い傾向
であると呼ぶことはできないと思う。
　確かに、てのひらサイズの小さなスマートフォン一台あるだけで、移動することなしに世界中の人々とコ
ミュニケーションを取れたり、すぐに膨大な情報を得られたり、時には、自ら情報を発信したりできるな
ど、私たちは無限の可能性を手に入れることができる。しかし、多様な可能性を秘めているとともに、様々
な危険性がはらんでいることは確かなことである。その危険性の一つとしてスマホ依存症があげられるだろ
う。ＳＮＳの多用に伴い、高校生のスマホ依存症の割合は著しく増加している。そしてスマホに夢中になれ
ばなるほど、これからの社会を生きていく私たち高校生は何か必要なものを着々と失っているような気がす
るのだ。具体的に何を私たち高校生は失いつつあるのか様々なデータをもとに考察していきたいと思う。
　93.2％。これは、令和２年３月に内閣府が発表した「令和元年度　青少年のインターネット利用環境実態調
査　調査結果（速報）」による満10歳から満17歳の青少年5,000人のうちのインターネット利用状況である。さ
らに、学校種別で見ていくと、なんと99.1％もの高校生がインターネットを利用していると回答している。
また、インターネットを利用する機器は、スマートフォンの63.3％が、携帯ゲーム機（31.2％）、タブレッ
ト（29.6％）などを押さえて、圧倒的に高い数値を占めていることがわかる。やはり現代の私たちにとっ
て、最も身近なＳＮＳツールはスマートフォンであるようだ。このように、実に多くの高校生が日々ＳＮＳ
を利用して生活していることがわかる。ではどのような内容のＳＮＳを私たち高校生は活用しているのだろ
うか。今では、疑問に思ったことは何でもＳＮＳを通して、簡単にかつ短い時間で知ることができる。また
膨大な数の投稿動画、ゲームはもちろん、ネット上でのコミュニケーションアプリ、さらにはニュースや勉
強・学習・知育アプリケーションなどといったサービスも豊富だ。たくさんのアプリケーションを活用して
いくうちに、時間を忘れてつい長時間スマートフォンに熱中してしまうことも少なくない。同じ調査の中
で、高校生の利用内容の内訳をみてみると、90.1％と断トツでコミュニケーションアプリが高く、続いて動
画視聴（87.8％）、音楽視聴（84.3％）であった。勉強等のアプリケーションは53.6％と上位三つの内訳と比
べると、大きな差があることがわかる。ここで注意してみておきたいポイントは、自分自身の娯楽のために
用いるアプリケーションが圧倒的にＳＮＳ利用内容を占めているということだ。もちろん上位三つのような
アプリケーションを用いることで手軽に連絡を取ることができたり、友達との共通の話題ができたりして、
学校での人間関係を円滑に進ませることができるなどという大きなメリットがある。ではここで、実際私た
ち高校生は一日のうちどれほどの時間ＳＮＳに費やしているのかを見てみよう。この調査によると、平日に
高校生は平均約248分、時間に直すとおよそ４時間８分もの時間ＳＮＳに日々費やしていることになる。も
ちろんこの時間の中には、以前にはなかった勉強等のアプリケーションも含まれている。確かにこれらを用
いることで、従来のように紙と鉛筆を用いての長時間かかる効率の悪い勉強を、一瞬にして効率の良いかつ
内容の濃い勉強に取組むことができる。しかし、これらよりも圧倒的に多い時間を占めている、コミュニ
ケーションアプリや動画視聴、音楽視聴といった娯楽のアプリケーションが、高校生の学習時間を確実に
奪っている。実際、スマートフォンデビューすることによって、学力が落ちたという学生も少なくない。わ
たしは上記のＳＮＳ利用内容を知り、スマホ依存に陥ってしまう人に共通することは、自分を律することが
できないことにあるのではないかと思った。そして自分を律することがこれからの社会で生き延びていくた
めに重要なことであって、同時に今日のスマートフォンの広く普及した環境で生活していく中で失われつつ
あることでもあると感じた。
　スマートフォンの活用によって従来の様々な作業が簡単に短時間で済ますことができることは私たちの生
活に多くの面で大きな影響を与えている。しかし、その便利すぎる手段に頼りすぎて、自分の優先事項を決
め自身の力で解決していく力が見につく機会は減っているように感じる。私は、このような状況下をあえて
利用することが必要だと思った。様々な誘惑に打ち勝ち、自分自身の無限の可能性を自分で鍛え上げてい
く。このことができたとき、私たちは始めてＳＮＳを使いこなせたといえるのだと私は思う。

～ＳＮＳでつながっているって？～

ＳＩ玉野推薦
岡山県立玉野高校　板崎　菜月

　新型コロナウイルスの影響で社会の情報化が進んでいる今、ＳＮＳは以前にも増して大事なコミュニケー
ションツールとなっています。多くの人がＳＮＳを使ってコミュニケーションを取る機会が増えている「ＳＮＳ
時代」では、すべてのコミュニケーションをＳＮＳでするのではなく、できるだけ直接コミュニケーション
を取ることが大切だと思います。
　ＳＮＳには主に三つのメリットが挙げられます。一つ目はＳＮＳを使うことによって日常生活では関わる
ことのなかった人との新しい繋がりが生まれるという点です。自分と共通の趣味の人や、悩みを聞いてくれ
る相談相手などともＳＮＳを通して繋がることができます。二つ目は人間関係を豊かにできるという点で
す。ＳＮＳを代表する、フェイスブックやインスタグラム、ツイッターなどを利用することで、返信や「い
いね」機能などを使って相手と気軽にコミュニケーションを取ることができます。三つ目はいつでもすぐに
最新の情報を得られるという点です。日頃のニュースや趣味や地域の話題などの自分の興味のある情報を得
ることができます。
　ＳＮＳには、このようにさまざまなメリットがあります。しかし、使い方によっては犯罪や事件に繋がる
可能性があるとともに、家族や友人との信頼を壊してしまうような問題に発展することが考えられます。
　ＳＮＳはいつでもどこでも簡単にコミュニケーションを取ることができます。しかしＳＮＳでのコミュニ
ケーションは文章中心であるため、誤読を生みやすい上に相手の反応がすぐに見えないという問題がありま
す。実際に私も友人とＳＮＳを通じてのコミュニケーションで誤解が生じ、トラブルになったことがありま
す。ＳＮＳでのコミュニケーショントラブルは私たちの身近にあります。また、ＳＮＳで一番問題視されて
いるのは誹謗中傷であると考えます。近年では、インターネット上で自由なコミュニケーションが可能に
なったからこそ、軽率に誹謗中傷をする人が増えているように感じます。誹謗中傷は相手に面と向かって言
うのではなく、文面のみなので度の過ぎた言葉を平気で送る人がいるのだと思います。最悪の場合、誹謗中
傷をされることによって自ら命を絶つ人もいます。
　誹謗中傷と誤読には共通する部分があります。それは、どちらもＳＮＳコミュニケーションならではの文
面だけのやり取りによって引き起こされる問題が多いということです。このような問題を起こさないために
はすべてのコミュニケーションをＳＮＳに頼るのではなく、できるだけ直接コミュニケーションを取ること
が大切だと思います。人と面と向かって話すと、相手の表情を見ることができるので、言葉だけでは伝わら
ない感情が伝わると思います。また、直接声を聞けるので相手の声色からも相手が今どのような気持ちなの
かが分かります。ＳＮＳは人の命を奪いかねないものであるということを理解して、一人ひとりが言葉に責
任を持ち、コミュニケーションを取ることが求められます。
　また、ＳＮＳによって多くの若者がネット依存に陥っていることも問題点として挙げられると考えます。
ネット依存になると勉強や仕事といった生活面や、体や心の健康面などよりもインターネットの使用を優先
してしまいます。それにより、体や心の問題を抱える人が増えたり、引きこもりや不登校になったりしてし
まう人もいます。ネット依存にならないためにはスマートフォンの使用時間をきちんと決め、それを実行す
ることが大切だと思います。
　ＳＮＳは便利なこともたくさんある一方、使い方によっては悪いものにもなってしまうため、一人ひとり
が正しく使う必要があります。ＳＮＳを有効活用するとともに、人との繋がりを大切にし、すべてのコミュ
ニケーションをＳＮＳでするのではなく、できるだけ直接コミュニケーションを取ることが大切だと思いま
す。
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ＳＮＳ時代に必要なものは？

ＳＩ山口推薦
山口県立山口高等学校　山本　葵

　ＳＮＳは、使い方によっては世界中の人とつながることができたり、必要な情報を検索したりすることが
できるとても便利なツールになるが、使い方を間違えてしまうと、相手を傷つける凶器にもなる。私もいつ
の間にか誰かを傷つけているかもしれない、そんなことを想像してみると利用することが恐いと感じてしま
うが、もう手放せない存在となってしまっている。
　私がＳＮＳを使うにあたって気を付けていることは、二つある。一つ目は、メッセージを送るときに相手
の顔を想像することだ。このメッセージを送り、相手がどのような表情をしてどのようなことを思うのかを
考えることで、自然と丁寧な文章となるからだ。文章で伝えるものとして手紙があるが、手紙は相手のこと
をじっくりと考え、伝えたい要件を明確にして書くので、受け手は思いが詰まっていると感じる。ＳＮＳは
簡単に利用することができてしまうが故、じっくりと考えずに文章を作ってしまう。また、ＳＮＳ上でのや
り取りは顔が見えない分、自分の気持ちが伝わりづらい。だから私は、一度声に出して読み上げ、相手が正しく
受け取れる文章かを確認してから送信するようにしている。文章で自分の思いを伝えることはとても難しい。
そのため、より一層相手を思いやることが必要になるだろう。
　二つ目は、自分自身を守ることだ。最近ではインスタグラムやツイッターなど、さまざまな形で自分の情報
を発信することができる。その時にいつの間にか、個人情報が流出してしまうとＳＮＳ上に一生残ってしま
うからだ。最近ＳＮＳは、ネットの入れ墨とも言われている。それぐらい消すことができない。だから、投稿
するときは住所がわかるようなものが写っていないか、車のナンバーが写っていないかなどをよく確認して
から投稿するようにしている。また最近では、親しい人にだけ投稿を見せることができるという機能もあ
る。この機能も、うまく活用していけたらもっと自分自身を守れると思う。
　私がこれらのことを意識するようになったのは、一つの事件がきっかけである。それは、2020年の木村花
さん誹謗中傷を原因に自殺してしまった事件だ。この事件は、恋愛リアリティーショー内の演出で、木村さ
んが共演していた男性と言い争いをしたことで勃発した。その言い争いは演出であったため、そのあと二人
は和解したのだが、視聴者には伝わりきっておらず木村さんにバッシングが集中したのだ。ＳＮＳ上での誹謗
中傷に耐え切れず、木村花さんは22歳という若さで亡くなってしまった。
　当時私は、ちょうどスマートフォンを買ってもらい、ＳＮＳを利用し始めた時期だったので、うれしさで
いっぱいだった。しかし、このニュースを聞いてスマートフォンを持つことが怖くなってしまった。自分が
顔も名前も知らない人から誹謗中傷を受けたらどうしよう、友達からLINEで悪口を言われたらどうしよ
う、いじめられたらどうしよう、想像しただけで辛すぎた。また、反対に私が知らない間に友達を傷つけて
しまったらどうしようという不安も同時に生まれた。実際に誹謗中傷を受けた木村さんの辛さは、私には計り
知れないものだろう。私たちは、この事件を重く受けとめなければならない。言い争いの演出をさせた
スタッフ、言い争いをした男性、そして、誹謗中傷をした視聴者は責任を感じるべきだ。
　私はこのニュースで、指一本の操作で投稿した言葉が簡単にも人を殺してしまうという恐ろしさを知っ
た。そして、自分の言葉で誰かを傷つけない、と誓った。
　このような事件が絶えない、ＳＮＳ時代に生まれてきた私たちに必要なものは、情報モラルだ。情報モラル
とは、情報化社会で適切に活動するための倫理のことである。特に、インターネットの利用によって、自ら
を危険にさらしたり、他者を害したりしないようにするための考え方や道徳上の規範を指す。私はもう一度、
大人から子どもまでが情報モラルについて学びなおすべきだと考える。また、スマートフォンを持つ年齢が
低年齢化していることから、幼いころから情報モラル教育を積極的に行い、質を高めていくべきだと感じ
た。
　今回このテーマで小論文を書くにあたって、私のＳＮＳとの向き合い方を改めて考えることができた。世
界の人々すべてが心地よくＳＮＳを利用することができる時代が来ることを祈っている。

「ＳＮＳと日本らしさ」

ＳＩ津山推薦
岡山県立津山高等学校　武田　真依

　私はスマホを持って何かを発信したことがないが、タブレット端末を使用してLINEで友達と連絡をとる
ことでＳＮＳに触れている。何人かの友達は、インスタで自分が描いた絵をアップしたり、可愛く撮れた写
真をアップしたりしている。私もいつかスマホを持ったらきれいな写真などを上げてみたいという憧れがあ
る。
　しかし、ここで気になるのが使い方の問題である。私の周りで誹謗中傷や悪口をＳＮＳを使って発信する
人は聞いたことがないが、現在新型コロナウイルスによりＳＮＳで人を傷つけていることが多くニュースに
取り上げられている。話し言葉を文字に起こすと伝わりにくかったり、誤解が生まれてしまうということは
日常でも多くあると思う。
　インターネットが普及してスマホを使うことが当たり前の世の中になり、より身近にネットがあるという
環境の中で、自分の言動や書き込みを見て傷つく人がいる。またどれだけ多くの人がその言動をみているの
か。そういう意識が薄れているのではないかと思う。自分の意見や才能を簡単に発信できる今だからこそ、
自分の言動に責任を持って発信しないといけないと思う。
　私は中学生の時に、文化祭のクラス劇のリーダーをしたことがある。そのときに、クラスの人に私の想い
をちゃんと伝えていたはずなのに、言葉遣いが悪く、上から目線の指示になってしまい、みんながあまり言
うことを聞かなくなってしまった。このとき、言葉の選び方に気をつけなくてはいけないということを実感
した。それからは、普段から自分がどう動いたら友達がどう感じるのかを想像して、アドバイスやリアク
ションをしている。友達との会話は言葉だから、声の調子や雰囲気で気持ちが伝わったりするが、ＳＮＳで
は言葉を文字に起こしているので、誤解があったり相手を怒らせる、傷つけるといったトラブルが生じる可
能性が大きくなる。だからこそ、普段の生活よりもう少しだけ想像力を使ってやりとりしなくてはいけない
と思う。
　でもいちいち考えていたのでは時間がかかって、どんどん便利になっているネットを使いこなせていると
は言えないのではないかとも思う。例えばLINEで友達が送ってくれたかわいい絵にどういう言葉を返せば
いいのかずっと悩んでしまい、返信が遅くなったということがある。何でもすぐ伝わるはずの道具なのに、
言葉遣いを気にしすぎて使うのがしんどい道具になってしまった。相手を気遣う言葉選びを楽にするのには
どうしたらいいか。私生活の言葉遣いから気をつけたらどうだろうか。感じたことを丁寧な単語で表さずに
「ヤバい」などの一つの言葉で表している人がいたり、漫画やアニメなどで使われている少しきつい言葉を
当たり前のように使ってしまい現実との区別がなくなってしまったりしている。昔がどうだったかは伝聞で
しかわからないが、きれいな言葉遣いが多かったのだと私は思う。しかし今では死語も少なくない。ふたつ
の言葉遣いがきれいになればトラブルも少なくなるのではないだろうか。私達は新しい文化を作っていくか
らこそ、古くからある日本の文化、日本らしさを守り繋いでいく必要があると思う。東京五輪の開閉会式の
パフォーマンスのように、ＳＮＳでも同様に日本らしさを世界に伝えることができると思う。
　授業の中で、「日本の文化を後世に繋げていく必要があるのか？」という問いに対して意見を深めたこと
がある。私は日本の古くからあるものはどれも美しく、後世の人にも感じて欲しいと思う。また生活面での
文化は、科学技術の進歩が目まぐるしく進み、どんどん便利になっている。しかし、やはり日本という風土
に生きた私達には、意識していなくても日本らしさが残っていると思う。だから、便利になったからと言っ
て、すべてを便利な方に変えてしまうことは違うと思う。昔を受け継ぐ気持ちを大切にすることは、ＳＮＳ
を使いこなすことと少し遠いような気がするが、そういうところからもＳＮＳ時代の作り方が関係している
のではないだろうか。
　私はＳＮＳは自分を世界に表現する道具だと思う。他人の嫌なところを一方的に発信して、傷つけるため
の悲しい道具ではなく、世界中の人々と簡単につながることができる便利なものとして、発信する側も、そ
れを閲覧する側も、双方が楽しいと思えるような道具にしたいと思う。そのためには、日本人の思いやりの
心や、昔から受け継がれてきた文化をしっかり心に留めて、自分にとってかけがえのない大切な道具にする
ことが必要だと私は考える。
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ＳＮＳ時代に必要なものは？

ＳＩ山口推薦
山口県立山口高等学校　山本　葵

　ＳＮＳは、使い方によっては世界中の人とつながることができたり、必要な情報を検索したりすることが
できるとても便利なツールになるが、使い方を間違えてしまうと、相手を傷つける凶器にもなる。私もいつ
の間にか誰かを傷つけているかもしれない、そんなことを想像してみると利用することが恐いと感じてしま
うが、もう手放せない存在となってしまっている。
　私がＳＮＳを使うにあたって気を付けていることは、二つある。一つ目は、メッセージを送るときに相手
の顔を想像することだ。このメッセージを送り、相手がどのような表情をしてどのようなことを思うのかを
考えることで、自然と丁寧な文章となるからだ。文章で伝えるものとして手紙があるが、手紙は相手のこと
をじっくりと考え、伝えたい要件を明確にして書くので、受け手は思いが詰まっていると感じる。ＳＮＳは
簡単に利用することができてしまうが故、じっくりと考えずに文章を作ってしまう。また、ＳＮＳ上でのや
り取りは顔が見えない分、自分の気持ちが伝わりづらい。だから私は、一度声に出して読み上げ、相手が正しく
受け取れる文章かを確認してから送信するようにしている。文章で自分の思いを伝えることはとても難しい。
そのため、より一層相手を思いやることが必要になるだろう。
　二つ目は、自分自身を守ることだ。最近ではインスタグラムやツイッターなど、さまざまな形で自分の情報
を発信することができる。その時にいつの間にか、個人情報が流出してしまうとＳＮＳ上に一生残ってしま
うからだ。最近ＳＮＳは、ネットの入れ墨とも言われている。それぐらい消すことができない。だから、投稿
するときは住所がわかるようなものが写っていないか、車のナンバーが写っていないかなどをよく確認して
から投稿するようにしている。また最近では、親しい人にだけ投稿を見せることができるという機能もあ
る。この機能も、うまく活用していけたらもっと自分自身を守れると思う。
　私がこれらのことを意識するようになったのは、一つの事件がきっかけである。それは、2020年の木村花
さん誹謗中傷を原因に自殺してしまった事件だ。この事件は、恋愛リアリティーショー内の演出で、木村さ
んが共演していた男性と言い争いをしたことで勃発した。その言い争いは演出であったため、そのあと二人
は和解したのだが、視聴者には伝わりきっておらず木村さんにバッシングが集中したのだ。ＳＮＳ上での誹謗
中傷に耐え切れず、木村花さんは22歳という若さで亡くなってしまった。
　当時私は、ちょうどスマートフォンを買ってもらい、ＳＮＳを利用し始めた時期だったので、うれしさで
いっぱいだった。しかし、このニュースを聞いてスマートフォンを持つことが怖くなってしまった。自分が
顔も名前も知らない人から誹謗中傷を受けたらどうしよう、友達からLINEで悪口を言われたらどうしよ
う、いじめられたらどうしよう、想像しただけで辛すぎた。また、反対に私が知らない間に友達を傷つけて
しまったらどうしようという不安も同時に生まれた。実際に誹謗中傷を受けた木村さんの辛さは、私には計り
知れないものだろう。私たちは、この事件を重く受けとめなければならない。言い争いの演出をさせた
スタッフ、言い争いをした男性、そして、誹謗中傷をした視聴者は責任を感じるべきだ。
　私はこのニュースで、指一本の操作で投稿した言葉が簡単にも人を殺してしまうという恐ろしさを知っ
た。そして、自分の言葉で誰かを傷つけない、と誓った。
　このような事件が絶えない、ＳＮＳ時代に生まれてきた私たちに必要なものは、情報モラルだ。情報モラル
とは、情報化社会で適切に活動するための倫理のことである。特に、インターネットの利用によって、自ら
を危険にさらしたり、他者を害したりしないようにするための考え方や道徳上の規範を指す。私はもう一度、
大人から子どもまでが情報モラルについて学びなおすべきだと考える。また、スマートフォンを持つ年齢が
低年齢化していることから、幼いころから情報モラル教育を積極的に行い、質を高めていくべきだと感じ
た。
　今回このテーマで小論文を書くにあたって、私のＳＮＳとの向き合い方を改めて考えることができた。世
界の人々すべてが心地よくＳＮＳを利用することができる時代が来ることを祈っている。

「ＳＮＳと日本らしさ」

ＳＩ津山推薦
岡山県立津山高等学校　武田　真依

　私はスマホを持って何かを発信したことがないが、タブレット端末を使用してLINEで友達と連絡をとる
ことでＳＮＳに触れている。何人かの友達は、インスタで自分が描いた絵をアップしたり、可愛く撮れた写
真をアップしたりしている。私もいつかスマホを持ったらきれいな写真などを上げてみたいという憧れがあ
る。
　しかし、ここで気になるのが使い方の問題である。私の周りで誹謗中傷や悪口をＳＮＳを使って発信する
人は聞いたことがないが、現在新型コロナウイルスによりＳＮＳで人を傷つけていることが多くニュースに
取り上げられている。話し言葉を文字に起こすと伝わりにくかったり、誤解が生まれてしまうということは
日常でも多くあると思う。
　インターネットが普及してスマホを使うことが当たり前の世の中になり、より身近にネットがあるという
環境の中で、自分の言動や書き込みを見て傷つく人がいる。またどれだけ多くの人がその言動をみているの
か。そういう意識が薄れているのではないかと思う。自分の意見や才能を簡単に発信できる今だからこそ、
自分の言動に責任を持って発信しないといけないと思う。
　私は中学生の時に、文化祭のクラス劇のリーダーをしたことがある。そのときに、クラスの人に私の想い
をちゃんと伝えていたはずなのに、言葉遣いが悪く、上から目線の指示になってしまい、みんながあまり言
うことを聞かなくなってしまった。このとき、言葉の選び方に気をつけなくてはいけないということを実感
した。それからは、普段から自分がどう動いたら友達がどう感じるのかを想像して、アドバイスやリアク
ションをしている。友達との会話は言葉だから、声の調子や雰囲気で気持ちが伝わったりするが、ＳＮＳで
は言葉を文字に起こしているので、誤解があったり相手を怒らせる、傷つけるといったトラブルが生じる可
能性が大きくなる。だからこそ、普段の生活よりもう少しだけ想像力を使ってやりとりしなくてはいけない
と思う。
　でもいちいち考えていたのでは時間がかかって、どんどん便利になっているネットを使いこなせていると
は言えないのではないかとも思う。例えばLINEで友達が送ってくれたかわいい絵にどういう言葉を返せば
いいのかずっと悩んでしまい、返信が遅くなったということがある。何でもすぐ伝わるはずの道具なのに、
言葉遣いを気にしすぎて使うのがしんどい道具になってしまった。相手を気遣う言葉選びを楽にするのには
どうしたらいいか。私生活の言葉遣いから気をつけたらどうだろうか。感じたことを丁寧な単語で表さずに
「ヤバい」などの一つの言葉で表している人がいたり、漫画やアニメなどで使われている少しきつい言葉を
当たり前のように使ってしまい現実との区別がなくなってしまったりしている。昔がどうだったかは伝聞で
しかわからないが、きれいな言葉遣いが多かったのだと私は思う。しかし今では死語も少なくない。ふたつ
の言葉遣いがきれいになればトラブルも少なくなるのではないだろうか。私達は新しい文化を作っていくか
らこそ、古くからある日本の文化、日本らしさを守り繋いでいく必要があると思う。東京五輪の開閉会式の
パフォーマンスのように、ＳＮＳでも同様に日本らしさを世界に伝えることができると思う。
　授業の中で、「日本の文化を後世に繋げていく必要があるのか？」という問いに対して意見を深めたこと
がある。私は日本の古くからあるものはどれも美しく、後世の人にも感じて欲しいと思う。また生活面での
文化は、科学技術の進歩が目まぐるしく進み、どんどん便利になっている。しかし、やはり日本という風土
に生きた私達には、意識していなくても日本らしさが残っていると思う。だから、便利になったからと言っ
て、すべてを便利な方に変えてしまうことは違うと思う。昔を受け継ぐ気持ちを大切にすることは、ＳＮＳ
を使いこなすことと少し遠いような気がするが、そういうところからもＳＮＳ時代の作り方が関係している
のではないだろうか。
　私はＳＮＳは自分を世界に表現する道具だと思う。他人の嫌なところを一方的に発信して、傷つけるため
の悲しい道具ではなく、世界中の人々と簡単につながることができる便利なものとして、発信する側も、そ
れを閲覧する側も、双方が楽しいと思えるような道具にしたいと思う。そのためには、日本人の思いやりの
心や、昔から受け継がれてきた文化をしっかり心に留めて、自分にとってかけがえのない大切な道具にする
ことが必要だと私は考える。
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　日本西リジョンは、女子高校生がテーマに沿って意見を交換し、
自ら考える力を持ち、可能性を広げてほしいと願い、隔年でガール
ズ・サミットを開催しています。
　しかしながら、今期は新型コロナウイルス感染拡大により例年の
ような対面での開催が困難となりました。丸子ようこ審査委員長に
メッセージをいただき、それに応える形でのガールズ・サミットに
なりましたが、46名の女子高校生に論文を寄せてもらう事ができま
した。活動に制約の伴う今、このように多数のご参加をいただいた
ことは、ひとえに学校・クラブの皆様のご協力によるものと深く感
謝しております。
　ガバナー賞・審査委員長賞を選ばせていただきましたが、すべ
ての論文が素晴らしく、生徒たちがSNS時代をよく理解し、把握
し、また疑問を持ち、自分自身の考えを文字に表していることを知
ることができました。集い、議論するガールズ・サミットはかない
ませんでしたが、高校生に夢をかなえてほしいという趣旨に変わり
はありません。
　ここにすべての論文を掲載した冊子をお届けします。いろいろ
な論文を読むことによってますます自分たちの可能性を広げてい
く、その一助になればと願っています。
　末尾になりましたが、丸子ようこ審査委員長には審査に至るま
で、言葉・文字の持つ力を教えていただきました。開催にあたりご
尽力いただいたすべての皆様にお礼申し上げます。

2020-2022年期日本西リジョン
ガールズ・サミット実行委員長　喜多村　美津子

編集後記

2020-2022 年期日本西リジョン
ガールズ・サミット審査委員長 /コーディネーター　丸子　ようこ

　コロナ禍、期待と不安の中、想いのしっかり詰まった46名の提言を頂くことが出来ました。審査委員長としてこの度
のガールズ・サミットにご参加いただいたすべての皆様に感謝を申し上げます。
　私事になりますが、この夏はイベントの司会なども中止が相次ぎ仕事は勿論、お盆も実家に帰省も出来ず、ストレス
と戦いながらの「おうち時間」であろうと腹をくくっておりました。しかし、委員長の責務を全うすることで充実した素
晴らしい2021年の夏を過ごすことが出来ました。貴重な時間でした。皆さん本当にありがとうございました。

　46名の「フレッシュな言霊パワー」を浴びました。皆さんからの発言をしっかりと受け止め、少しでもよりよい未来
のため責任ある行動をとらねばならないという大人としての覚悟と責任を感じた次第です。
　矢も楯もたまらずまず私は２つの行動をとりました。
　まず、「ＳＮＳ」についての教育がどこまで学校現場でなされているのか、広島市の教育委員会に聞いてみました。
携帯電話の持ち込みを禁止している小中学校は「道徳」の時間に、高校も「特別授業」を使ってＳＮＳのことを考える
時間を作っているとのこと。若い先生を中心に保護者への啓発活動をしている高校や生徒会が率先して取り組んでいる
学校もあるようです。学校によって取り組みに差はあるようですが、この時代に合わせ話し合う機会を設けている現状
を伺いました。ＳＮＳの書き込みがいじめの背景にも繋がることから、きっとこれからも日進月歩のやり方で教育現場
はカリキュラムを作っていくのだろうと感じました。
　もう一つ、ある提言の中にも紹介されていた今話題の「竜とそばかすの姫」（細田守監督・脚本）を映画館で観てき
ました。アニメ映画を劇場で見るのはもう何十年ぶりでしたが、自身の高校時代も思い出しながら今の高校生に近づい
てみました。あの頃私も「幸せって何だろう」って悩みました。父親との会話がぎこちなくなったり、初恋の人と顔が
合うだけでドキドキしたことなど思い出しながら、時代が変わっても変わらぬ心の機微も楽しみました。勿論、現代社
会が抱えているＳＮＳの問題提起や可能性も感じながら日本のアニメ映画の美しさ、音楽もコロナ禍であっても文明の
進化は止まることなく、時代は確実に進んでいることを実感してきた次第です。行動を起こすことで私の止まっていた
時間が動き出したのです。

　皆さんの論文の中にはＳＮＳはコロナ禍で孤独を感じた時、励ましてくれ、寄り添ってくれたツールであったこと、
また、これからの時代になくてはならないものになっていること。しかし、使い方を間違えば大きな危険を伴うツール
であることなどしっかり自分自身の経験や学びの中から書かれていました。
　また、多くの方がこの便利な画期的なツールを使いこなし自分の人生を素敵なものにしたい自分らしく生きたいと未
来を明るく宣言されています。
　この46名の皆さんの提言をどうぞ、一度声に出し全て読んでみてください。同じ時代を生きてゆく女子高校生の日常
や希望や覚悟を一緒に感じようではありませんか。

提言の中から「ＳＮＳ時代に必要なもの」のいくつかをご紹介しておきます。
♥思いやりの心、目に見える現実に思いを馳せること
♥自分の未来を大切にし、想像力を使うこと
♥多角的に考え、見極め、自分を持つこと
♥Ｓ（作法）Ｎ（仲間）Ｓ（想像力）
♥言葉には霊力が宿るという「言霊」、言葉を慎重に選ぶこと
♥知識を増やし、様々な人と出会い、経験を積んでいくこと
♥どんな社会をつくっていきたいかという理想を持つこと
♥外面的な要因だけでなく、物事の内面的な、数字には表れない魅力や個性を見極める洞察力
♥ＳＮＳとの適切な距離
♥「発信する力」も必要だが、「自分なりの意見を持つこと」「補う力」そして人間性を養い優しい心を持つこと
♥直接のコミュニケーションをとる、相手の目を見て話すこと
♥伝えたいことが伝わる言語力　　　などなど・・・・
どれもこれもが大切なものばかりで一つには絞れませんね。

最後に未来を託す皆様へ、
　ＳＮＳの可能性は無限です。どう使いこなすかは皆さん次第です。使い方を間違うことなく大いに輝かしい人生を送
るためのツールの一つにしてほしいと思います。
　そして「百聞は一見に如かず」という「漢書」にも出てくる故事のように、自分の心が動いた時には、想像力や学問を飛
び越え実際に行動を起こす勇気や挑戦する心も大切にしてほしいと願います。それが若さという特権なのですから。

　「ガールズ・サミット」が次回は対面方式で行われますことを楽しみにしております。

講　評
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　末尾になりましたが、丸子ようこ審査委員長には審査に至るま
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編集後記
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国際ソロプチミスト
女性と女児のグローバルボイス　A global voice for women and girls
国際ソロプチミストは、国際ソロプチミストアメリカ、国際ソロプチ
ミストヨーロッパ、国際ソロプチミストグレートブリテン・アンド・
アイルランド、国際ソロプチミストサウス・ウエスト・パシフィック、
国際ソロプチミストアフリカ連盟で構成されており、女性と女児の
生活を変えるために力を合わせて取り組んでいる国際的なボラン
ティア運動です。118か国の70,000人以上のクラブ会員から成る私たち
のネットワークは、女性と女児の教育、エンパワーメント、能力提供
の機会のために、地方、国、世界のレベルで活動しています。

国際ソロプチミストアメリカ
目的（ビジョン）：女性と女児が、持っている能力を発揮し自分の夢

を生きられるよう、資源と機会を得る。
使命（ミッション）：ソロプチミストは、経済的エンパワーメントを達

成するのに必要な教育と訓練へのアクセスを女性
と女児に提供するグローバルな奉仕団体です。

キャッチフレーズ：夢を応援する　Investing in Dreams

日本には・・・
日本中央リジョン、日本東リジョン、日本北リジョン、日本南リ
ジョン、日本西リジョンの５つのリジョンがあります。

国際ソロプチミストアメリカ日本西リジョン
2020－2022年期テーマ
日本西リジョンテーマ
“女性と女児の生活向上　～小さな一歩に誇りをもって～”　　   
To Improve the Lives of  Women and Girls
～Take Pride in a Small Step～

発行日／2021年11月　　印刷／株式会社創文社
国際ソロプチミストアメリカ日本西リジョン
〒700-0024　岡山県岡山市北区駅元町1-6　岡山フコク生命駅前ビル7F
TEL（086）223-9250  FAX（086）223-9285
Eメールアドレス　info@sia-nishi.com
ホームページアドレス　http://www.sia-nishi.com/index.html
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