
インターネット上の
いじめ事例とその対処方法

事例の見方
1つの事例につき2ページにわたり、対処方法や解説を記載しています。
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ステータスメッセージに悪口を書き込まれた事例 2

　生徒ＡＢＣＤが生徒Ｅに対する悪口をそれ
ぞれのステータスメッセージに載せた。その
ことにＥが気づき相談した。

問　題　点

対 処 方 法

●誹謗中傷など悪意のある書き込みはそもそも禁止されている。
　※アプリやサイトの利用規約には「誹謗中傷の禁止」が書かれている。
●たとえ冗談だとしても犯行予告などは犯罪になりうる。

児童生徒

■当事者全員から聞き取りを行い、事実確認する。
■書き込みに限らず、ネット上に発信する際は、読む人のことを考え、感情に任せず、考えて
　から書き込むよう指導する。
■ネット上で不適切な書き込みをすることは日常生活（リアル）で言葉の暴力をふるっている
　こととなんら変わりはないことを自覚するよう指導する。
■書き込み等が悪質な場合は、犯罪につながる可能性があることを理解させる。
■必要に応じてＳCやＳＳＷによるカウンセリング、面談を実施する。

保 護 者

■児童生徒から聞き取った事実や指導内容について連絡する。必要に応じて家庭訪問等をおこ  
　なう。
■児童生徒の様子で、気になることがあれば学校に連絡するよう依頼する。
■必要に応じてＳCやＳＳＷによるカウンセリング、面談を勧める。

A D EB C
Ａ

Ｅってむかつく！！まじ殺したい

トーク 通話 ビデオ

Eに対する

悪口の書き込み

ステータスメッセージ

その後の学校内での取組

■トラブルの兆候を早期発見できるよう、児童生徒が相談しやすい環境を作る。
■些細な表現の行き違いがきっかけとなりいじめに発展することもあるので、行動の変化がない
　かなど当事者を見守る。
■困ったことがあれば、一人で抱え込まず、保護者や教職員など、身近な大人に相談するよう
　促す。

ポイント解説

　多くのＳＮＳは、利用規約の中で迷惑行為や誹謗中傷を禁止しています。登録時に同意してい
るルールですので守って使うよう指導をしてください。
　プロフィール画面にあるステータスメッセージは、ブロックしている相手からも見られるた
め、不適切な記載があれば相手に伝わる可能性が高いです。また、「友だち」や、「知り合いか
も」に表示される「友だち」ではないアカウントからも読むことができるため、急速に拡散する
可能性があるので早期対応が必要です。
　現実（リアル）でもネットでもやってはいけない行為は一緒です。正しいスマホ等の利用方法
の指導をお願いします。

豆　知　識

　LINEには「ステータスメッセージ」というプロフィールや近況などを書ける機能があります。
小学生や中学生は「ステメ」と呼んでいます。「ステメ」には500文字まで入力できます。
　「ステメ」は、何も書かれていないもの、一言だけのもの、長文に及ぶものまでさまざまあり
ます。中学生は比較的長い文章が多いといわれています。
　毎日のように更新して日記のように使っていたり、Twitterのように独り言やつぶやき感覚で
使っている子どももいます。

【事例】ネットいじめの具体的事例を記載しています。

各トラブルの用語の意味や知っておきたいことなどを記載
してあります。

学校としての
主な取組につ
いて記載して
います。

事例の問題点
を記載してい
ます。

各トラブルを予防
回避するためのポ
イントなどを解説
しています。

生徒への対応方法
について記載して
います。

保護者への対応方
法について記載し
ています。



?

自分の IDを勝手に他人に教えられた事例 1

　生徒Ａが、生徒Ｂ、生徒ＣのトークＩＤ
を、勝手に、ネット上で知り合った人Ｄに教
えてしまった。その結果、ＢＣにいたずらと
思われるメッセージが入る。Ｂから「繋がっ
ていない人からメッセージが入ってくる」と
相談があり、送信相手に確認したところ、Ａ
が無断でＢＣのＩＤアカウントを教えていた
ことが発覚した。

A D

B C

ＢＣのＩＤを勝手に教える

?

繋がりがない

メッセージを送る

知らない人から

メッセージが！

なんでだろう？

問　題　点

対 処 方 法

●他人のＩＤを、本人の許可を得ず勝手に第三者に教えてしまった。
●まったく知らない人からメッセージが届いてしまっている。

児童生徒

■聞き取りを行い、事実確認する。
■直接会ったことのない人との連絡を取り合うことをやめるよう指導する。
■ブロックをかけ、なお続くようであればアカウント自体の削除や警察へ連絡するよう
　指導する。
■他人のＩＤを勝手に教えないことや個人情報の管理について指導する。
■困ったことがあれば、保護者や教職員等、身近な大人に相談するよう指導する。
■メッセージが届いても今後相手に返信しないよう指導する。

保 護 者
■児童生徒から聞き取った事実や指導内容について連絡する。
■ブロックをかけ、なお続くようであればアカウント自体の削除や警察へ連絡するよう
　勧める。
■児童生徒の様子で、気になることがあれば学校に連絡するよう依頼する。
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その後の学校内での取組

■本人の許可を得ずに勝手にIDなどの個人情報を教えることがないよう指導する。
■ネット上で知り合った相手に個人情報を教えることで犯罪に巻き込まれる等の危険があること
　を理解させる。

20

ポイント解説

　他人のＩＤは重要な個人情報なので、本人の許可なく勝手に教えないよう指導する必要があり
ます。
　また、知らない人からメッセージが届くことに対しては、個別にブロックしたり、アプリごと
の対策機能を使って対処することもできます。それでも続くようであれば、アカウント自体の削
除や警察への相談も検討してください。

豆　知　識

　LINEのＩＤは友だち登録のときに他人に教えることはありますが、ＩＤやパスワードの多く
は、他人に教えるべきものではありません。たとえ信頼できる友だちや人であっても教えること
がないよう指導してください。また、ＩＤやパスワードは、他人から推測・解析されにくいもの
を設定し、定期的に変更することも必要です。
　他人のＩＤやパスワードを使って、ＳＮＳ等を利用することは違法行為（不正アクセス）とな
ること、不正アクセスをした者が警察等の捜査により特定されうることも、合わせて理解させて
ください。

ＩＤ

パスワード

XXXXXXX

・・・・・・・・・・・

secret
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ステータスメッセージに悪口を書き込まれた事例 2

　生徒ＡＢＣＤが生徒Ｅに対する悪口をそれ
ぞれのステータスメッセージに載せた。その
ことにＥが気づき相談した。

問　題　点

対 処 方 法

●誹謗中傷など悪意のある書き込みはそもそも禁止されている。
　※アプリやサイトの利用規約には「誹謗中傷の禁止」が書かれている。
●たとえ冗談だとしても犯行予告などは犯罪になりうる。

児童生徒

■当事者全員から聞き取りを行い、事実確認する。
■書き込みに限らず、ネット上に発信する際は、読む人のことを考え、感情に任せず、考えて
　から書き込むよう指導する。
■ネット上で不適切な書き込みをすることは日常生活（リアル）で言葉の暴力をふるっている
　こととなんら変わりはないことを自覚するよう指導する。
■書き込み等が悪質な場合は、犯罪につながる可能性があることを理解させる。
■必要に応じてＳCやＳＳＷによるカウンセリング、面談を実施する。

保 護 者

■児童生徒から聞き取った事実や指導内容について連絡する。必要に応じて家庭訪問等をおこ  
　なう。
■児童生徒の様子で、気になることがあれば学校に連絡するよう依頼する。
■必要に応じてＳCやＳＳＷによるカウンセリング、面談を勧める。
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A D EB C
Ａ

Ｅってむかつく！！まじ殺したい

トーク 通話 ビデオ

Eに対する

悪口の書き込み

ステータスメッセージ

…
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その後の学校内での取組

■トラブルの兆候を早期発見できるよう、児童生徒が相談しやすい環境を作る。
■些細な表現の行き違いがきっかけとなりいじめに発展することもあるので、行動の変化が
　ないかなど当事者を見守る。
■困ったことがあれば、一人で抱え込まず、保護者や教職員など、身近な大人に相談するよう
　促す。

ポイント解説

　多くのＳＮＳは、利用規約の中で迷惑行為や誹謗中傷を禁止しています。登録時に同意し
ているルールですので守って使うよう指導をしてください。
　プロフィール画面にあるステータスメッセージは、ブロックしている相手からも見られる
ため、不適切な記載があれば相手に伝わる可能性が高いです。また、「友だち」や、「知り
合いかも」に表示される「友だち」ではないアカウントからも読むことができるため、急速
に拡散する可能性があるので早期対応が必要です。
　現実（リアル）でもネットでもやってはいけない行為は一緒です。正しいスマホ等の利用
方法の指導をお願いします。

豆　知　識

　LINEには「ステータスメッセージ」というプロフィールや近況などを書ける機能があり
ます。小学生や中学生は「ステメ」と呼んでいます。「ステメ」には500文字まで入力でき
ます。
　「ステメ」は、何も書かれていないもの、一言だけのもの、長文に及ぶものまでさまざま
あります。中学生は比較的長い文章が多いといわれています。
　毎日のように更新して日記のように使っていたり、Twitterのように独り言やつぶやき感覚
で使っている子どももいます。



グループトークに誹謗中傷を書き込まれた事例 3

　生徒Ａが「しね」「うざい」「きもい」な
どの生徒Ｂへの悪口をグループトークに書き
込んだ。トークグループはBを除く同じクラ
スの生徒で構成されており、Ｂはこの事実を
知らない。
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? 問　題　点

対 処 方 法

●誹謗中傷など悪意のある書き込みはそもそも禁止されている。
　※アプリやサイトの利用規約には「誹謗中傷の禁止」が書かれている。
●Ｂだけが除かれたクラスのトークグループが存在する。
●Ｂの知らないところでやりとりがされている。

児童生徒

■当事者全員から聞き取りを行い、事実確認する。
■グループトーク内の全員に書き込みを削除させる。
■書き込みに限らず、ネット上に発信する際は、読む人のことを考え、感情に任せず、考えて
　から書き込むよう指導する。
■ネット上で不適切な書き込みをすることは日常生活（リアル）で言葉の暴力をふるっている
　こととなんら変わりはないことを自覚するよう指導する。
■書き込み等が悪質な場合は、犯罪につながる可能性があることを理解させる。
■書かれたことを被害児童生徒が知ったらどんな気持ちがするのか、書いた事実は消えない
　こと、書き込んだ本人以外の他の児童生徒がどういう気持ちであったかを考えさせる。
■悪口は言い出さない、書き込まないことを指導する。
■必要に応じてＳCやＳＳＷによるカウンセリング、面談を実施する。

Ｂ
を
除
く
ク
ラ
ス
全
員

書き込みを
知らない

３年Ｂ組グループ

今日のＢって
なんなん？

まじ、あいつ
きもい！！

ほんま！それ！

C

D

B

それな
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その後の学校内での取組

■トラブルの兆候を早期発見できるよう、児童生徒が相談しやすい環境を作る。
■些細な表現の行き違いがきっかけとなりいじめに発展することもあるので、行動の変化がない
　かなど当事者を見守る。
■困ったことがあれば、一人で抱え込まず、保護者や教職員など、身近な大人に相談するよう促す。

ポイント解説

　グループトークは、グループのメンバーでなければやり取りの内容を読むことができないた
め、トラブルの発見が遅れがちです。
　学校生活での様子を注意深く観察し、「何かいつもと違うな」
など子どもたちの変化にいち早く気づくことで早期発見に繋が
ります。

豆　知　識

　グループの作成、「友だち」の招待、退会等は簡単にできます。また、グループから強制退会
させることもできます。つまり、いじめの対象者以外のメンバーで別グループを容易に作成する
ことができるため、悪口や都合の悪いことが見えないところでやりとりされてしまいます。
　周りの大人の知らないところで誹謗中傷が広がり、被害児童生徒は知らないまま過ごしている
ことが多く、事案を認知するまで時間がかかることがあります。

保 護 者

■児童生徒から聞き取った事実や指導内容について連絡する。必要に応じて家庭訪問等をお
　こなう。
■児童生徒の様子で、気になることがあれば学校に連絡するよう依頼する。
■必要に応じてＳCやＳＳＷによるカウンセリング、面談を勧める。



知らないところで別のトークグループを作られた（仲間はずし）事例 4
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　生徒ＡＢＣＤの4名は、部活動のトークグループ（表）を作っていた。ある日の試合でＡ
がシュートを外し、試合に負けてしまった。その当日、試合に負けたことをトークしていた
ところ、「Aのシュートが入っていたらな」というＣの発言が気に入らなかったＡＢＤは、
Ｃを除く3名で別のグループ（裏）を作成した。翌日、Ｃがグループ（表）で発言しても
乗ってこない。

試合まけちゃっ
たな

そういうこと
言っちゃう？

A

Ａがんばって
いたよ

B

ごめん！
まじ冗談だから

Ａのシュートが
入ってたらな

C

C

試合終わったし
遊びに行こ！

家族と出かける
し無理

C

体調悪くて…
A

今日塾あるから
パス

B

1 当日

3 翌日

腹立つ！あいつ
まじ許せん！！

あいつ、いなく
なってくれない
かな

B

B

A

ほんま、それ

冗談でも普通
言わないよね

Ｃと一緒に行く
わけないよね

いいね！３人で
行こう！！

B

今日暇だから
カラオケ行か
ない？

A

2 当日

4 翌日

? 問　題　点

●Ｃの見えないところで誹謗中傷がされており、Ｃが気づいていない。
●表のグループと同時進行で裏のグループでメッセージのやりとりがされている。

A DB C

表グループのやりとり

A DB

裏グループのやりとり



対 処 方 法

児童生徒

■当事者全員から聞き取りを行い、事実確認する。
■書き込みに限らず、ネット上に発信する際は、読む人のことを考え、感情に任せず、考えて  
　から書き込むよう指導する。
■仲間はずしは、いじめにあたることを指導する。

保 護 者

■児童生徒から聞き取った事実や指導内容について連絡する。必要に応じて家庭訪問等を
　おこなう。
■児童生徒の様子で、気になることがあれば学校に連絡するよう依頼する。
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その後の学校内での取組

■トラブルの兆候を早期発見できるよう、児童生徒が相談しやすい環境を作る。
■些細な表現の行き違いがきっかけとなりいじめに発展することもあるので、行動の変化がな
　いかなど当事者を見守る。
■困ったことがあれば、一人で抱え込まず、保護者や教職員など、身近な大人に相談するよう
　促す。

豆　知　識

　グループトークは、会話の流れが速いため、ちょっとしたことで誤解や感情の行き違いが生じ
やすくなります。グループトーク中にお風呂に入っていて返信が遅かっただけや、疑問符を付け
忘れただけで意味を誤解されるなど、何気ない出来事からグループはずしに発展するケースも少
なくありません。
　こうしたケースでは、相手には生活や様々な事情もあり、返事ができないだけなのかも知れな
いことを理解させてください。



?

自分の画像を勝手に加工され拡散された事例 5

　生徒Ａが同じクラスの生徒Ｂの加工写真
（顔画像の合成）をつくり、違うクラスの生
徒Ｃに送付した。またＣは同じクラスの別の
生徒に転送した。

　生徒Ｘが同じ部活の生徒Ｙと生徒Ｚの写真を
許可なく加工し、ＳＮＳアプリで投稿した。

問　題　点

対 処 方 法

●画像の加工はアプリを使って簡単にできるようになってきている。
●加工写真がチェーンメールのように転送されている。
●ネット上に一度載せた情報を消すことは難しい。

児童生徒

■聞き取りを行い、事実確認する。誰に対して転送したのか、ＳＮＳアプリ等に投稿してい
　ないかなど画像の拡散範囲を詳細に確認する。
■必要に応じて、証拠となるものを、本人の同意を得て画面コピー（スクリーンショット）
　等で保存する。
■必要に応じて画像の削除をおこなう。削除方法が不明な場合には、教育委員会等に連絡し
　相談する。
■画像を受信した全員に画像を削除させる。

保 護 者
■児童生徒から聞き取った内容や指導内容を連絡する。
■必要に応じて、証拠となるものを本人の同意を得て画面コピー（スクリーンショット）等で
　保存するよう伝える。
■必要に応じて、画像の削除をおこなうよう伝える。
■児童生徒の様子で気になることがあれば学校に連絡を入れるよう伝える。

27

A

B

C
送付 転送

別の
クラスへ

合成画像を作成
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その後の学校内での取組

■撮影・加工した画像や動画を本人の許可なくネット上に掲載しないよう指導する。
■ネット上においては、一度拡散した情報は、完全に削除することが困難であることを理解さ
　せる。
■悪意のあるなしに関わらず、誰かにいやな思いをさせることにならないよう、自らのネット
　利用について振り返らせる。

ポイント解説

　一度画像や動画をネット上に載せてしまうと完全に消すことは不可能です。安易にＳＮＳ
アプリやネット上に投稿しないよう指導する必要があります。また、一度ネット上に載せら
れた情報は、多くの人に拡散されるなどしてコントロールできなくなるため、ＳＮＳなどの
ネットの特徴や怖さについて理解を深める必要があります。
　さらに、写真に位置情報が記録されており、居場所や撮影場所が特定されるおそれもあり
ます。

豆　知　識

　クラスメイトのＡ、Ｂ、Ｃはスマホでお互いを撮影し、アプリで加工して楽しんでいた。
ある日、Ａの顔の画像をアプリで加工していたところ、とても面白い画像ができ、3人で笑い
あっていた。Ｂは仲良しのＤに「かわいいよね？」とコメントを付けてその画像を送信し
た。Ｄも画像が気に入り、自分のＳＮＳグループでシェアした。
　しばらくたつと、Ａは廊下ですれ違いざまに、笑われたり、陰口を言われたりいやな思い
をするようになった。Aは、加工された自分の画像がさらに加工され、様々なコメントつきで
ＳＮＳに流れていることを知った。

※不特定多数の人に個人的な画像が公開されたり（プライバシー権の侵害・肖像権の侵害）、
　自分が想像していなかった方法で画像が悪用されたりする危険性もあります。

多くの人に画像を拡散された例（三重県教育委員会　いじめ事例ワークシートより）



自分の名前で身に覚えのない書き込みをされた事例 6

　生徒Ａは生徒Ｂに自分の悪口を言いふらされている
と思い込んでいた。その腹いせに、Ａは生徒ＣからＢ
のＩＤを入手し、Ｂになりすまし、「生徒Ｄは男好き
でいろいろな人と付き合っている」とうその書き込み
をした。ＤがＢに確認したところ、書き込みをしたの
はＢではなくＡだということが分かった。
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A

DB

C②

ＢのＩＤ入手

④
? 問　題　点

●ＢがＣのＩＤをＡに教えてしまった。
●ＡがＢになりすましてうその書き込みをおこなった。
●誹謗中傷など悪意のある書き込みはそもそも禁止されている。
　※アプリやサイトの利用規約には「誹謗中傷の禁止」が書かれている。

対 処 方 法

児童生徒

■なりすましの場合もあるので、加害児童生徒の特定は慎重におこなう。
■当事者全員から聞き取りを行い、事実確認する。なりすましてまでそのような書き込みを
　するに至った背景を確認する。
■書き込み等が悪質な場合は、犯罪につながる可能性があることを理解させる。
■他人の個人情報（氏名、住所、ＩＤ、パスワード等）を勝手に教えないよう指導する。
■ＩＤ、パスワードの変更などの対応をとるよう指導する。
■ＤだけでなくＢに対しても、必要に応じてＳＣやＳＳＷによるカウンセリングや面談を
　おこなうなど心のケアをおこなう。

保 護 者

■児童生徒から聞き取った事実や指導内容について連絡する。必要に応じて家庭訪問等を
　おこなう。
■児童生徒の様子で、気になることがあれば学校に連絡するよう依頼する。
■ＩＤ、パスワードの変更などの対応をとるよう依頼する。
■必要に応じて書き込みの削除をおこなうよう伝える。
■必要に応じてＳＣやＳＳＷによるカウンセリング、面談を勧める。

① 
悪口を言い
ふらしている
（思い込み）

ＤがＢに確認し
Ａのなりすまし
が発覚

③
Ｂの名で「Ｄは
男好き」と書き込み
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その後の学校内での取組

■書き込みの内容をうのみにして、ひやかしたり面白がったり大騒ぎする児童生徒がいる可能
　性があるので学級内や周囲にも注意する。
■他人のＩＤ・パスワードを使ってＳＮＳ等を利用することは違法（不正アクセス）であること
　を理解させる。

ポイント解説

　多くのＳＮＳでは、利用規約の中で迷惑行為や誹謗中傷を禁止しています。登録時に同意して
いるルールですので、守って使うよう指導をお願いします。
　他人になりすます行為は、発言の責任を他人になすりつけることになります。それによって相
手の名誉を傷つけた場合、名誉毀損等となる可能性もあり、事例では、ＤだけでなくＢに対する
名誉毀損等となる可能性があります。
　「ネットなら誰が書いたかわからない」と勘違いしている子もいますが、警察が動くような
ケースだけでなく、ネット上のさまざまな情報により書き込んだ本人が特定できる場合があるこ
とを正しく理解させてください。

豆　知　識

　最近では、プロバイダに情報開示を命令する例も出てきています。たとえ匿名であっても、
ネット上のいじめに加担することは許されないことであり、損害賠償請求の対象ともなりうるこ
とを理解させる必要があります。

【事　例】
　不特定多数の人が閲覧可能なネット掲示板で、学校名入りでいじめが話題になり、男子生徒を
中傷し、実名やあだ名をさらす匿名の投稿があった。男子生徒側が、ネット上の掲示板で実名を
さらされプライバシーを侵害されたとして、発信者の名前、住所、メールアドレスの開示をプロ
バイダ3社に請求した事案。
【裁判所の判断】
　「いじめを受けた事実は、無限定に広まると偏見や中傷を招きやすい」として、実名やあだ名
の書き込みがプライバシーの侵害にあたるとして開示命令を出した。

ネット上の掲示板で実名をさらされプライバシーを侵害されたとし、発信者情報の
開示命令が出された例（平成30年12月10日　東京地裁）



スマホを持っていないことでからかわれた事例 7

　児童Ａは、クラス内で唯一スマホやゲーム
機を持っていない。クラス内の子から持って
いないことをからかわれる。

　生徒Ｘはスマホを持っていない。Ｘが所属
している部活動では、トークグループが存在
し、部活のやりとりや日常の会話が行われて
いる。ある時、トークグループで繋がってい
る生徒たちだけで遊びに行ったことがわか
り、Ｘは仲間はずれにされていると思って、
担任に相談した。
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X

スマホを
持っていない

? 問　題　点

●スマホやゲーム機を持っていないことが悪いかのようにクラス内が思っている。
●スマホを持っていない子を除く、ＳＮＳ上のトークグループが存在する。

対 処 方 法

児童生徒

■当事者全員から聞き取りを行い、事実確認する。
■スマホやゲーム機を持っていないことを理由に仲間はずれにすることは、いじめにあたる
　ことを指導する。

保 護 者

■児童生徒から聞き取った事実や指導内容について連絡する。必要に応じて家庭訪問等を 
　おこなう。
■児童生徒の様子で、気になることがあれば学校に連絡するよう依頼する。

○○部

今度の休みの日
海行かない？

いいね。

計画立てたら
グループに流
します。
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その後の学校内での取組

■仲間はずれにする側への指導だけでは問題の抜本的な解決にはならないので、学級全体、
　学年全体、学校全体への指導が必要となる。
■全校集会や学年集会の開催などを通じ、情報モラルについて指導する。

ポイント解説

　携帯電話やスマホを持たない理由として、「特に必要性を感じない」「生活のリズムが乱れ
る」「トラブルに巻き込まれる心配がある」「勉強の妨げになる」「家族の会話が少なくな
る」「家族と共有の携帯・スマホがある」「料金負担になる」などさまざまな理由が考えられ
ます。
　スマホを持っていることを前提として、児童生徒間のコミュニケーションがおこなわれる
可能性があります。加害児童生徒の指導だけでなく、こうした学級内の意識への指導も必要
となるでしょう。

豆　知　識

　小中学校におけるネット利用の状況を把握するため、大津市立小中学校全55校の児童生徒
（小学校4～6年・中学校全学年　小学校＝3,896人、中学校＝3,356人）を対象にアンケート
調査（平成30年度）を実施しました。
　市内小中学生の携帯電話・スマホの所持率は以下のとおりとなりました。

　小学生は、いわゆるキッズ携帯を所持している児童が多く、中学生は大人用スマホを所持
している生徒が多くなっています。ネットにつながるゲーム機は、小学生、中学生ともに多
く所持しています。また、学年別のデータからは、中学入学を機にスマホ等を所持する生徒
が多いことも分かっています。

【ネットに繋がる機器の所持（自分のもの）】

①子ども用携帯電話・スマホ（キッズ携帯）

②大人用スマホ

③大人用携帯電話（ガラケー）

④ネットにつながるゲーム機

⑤その他の機器（音楽プレイヤー等）

35.7%

16.3%

5.1%

60.3%

15.9%

16.7%

58.3%

7.4%

60.4%

29.4%

小学生 中学生
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事例 8

　生徒Ａは生徒ＢとのトークでＢから「好きで
す」と告白され、「付き合ってもいい」と返事
すると、「うそです」と返事が返ってきた。
Ｂは、生徒ＣＤＥとのグループの罰ゲームで
Ａに告白してしまった。

問　題　点

対 処 方 法

●ゲーム感覚で告白をおこなっている。
●その場のノリに任せて「面白いからやる」といった、軽さがある。
●対面や手紙、電話と違い、トークはスマホで簡単にできるので罪悪感を持ちにくい。

児童生徒

■当事者全員から聞き取りを行い、事実確認する。
■恋愛感情がないにもかかわらず「うその告白」をすることは、人の心をもてあそぶ許され
　るものではないことをしっかり指導する。
■仲間から「告白しないと仲間はずれにするぞ」と強制的にやらさせている可能性もあり、
　グループの関係性について把握し指導する。
■必要に応じてSCやSSWによるカウンセリング、面談を実施する。

保 護 者

■児童生徒から聞き取った事実や指導内容について連絡する。必要に応じて家庭訪問等を
　おこなう。
■児童生徒の様子で、気になることがあれば学校に連絡するよう依頼する。
■必要に応じてＳＣやＳＳＷによるカウンセリング、面談を勧める。
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SNSでうその告白をされた

付き合
っても
いいよ

好き
です
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その後の学校内での取組

■はやりでやっている場合があるので、そのグループのみならず、学級全体、学年全体、ある
　いは学校全体にモラル指導をする必要がある。
■悪意のあるなしにかかわらず、誰かにいやな思いをさせることにならないよう、自らのイン
　ターネット利用について振り返らせる。

ポイント解説

　告白される側も、強制的にやらされる側も傷つく陰湿ないじめ行為です。
　告白された側は、人を信じられなくなったり、疑心暗鬼になったり、学校生活や新しい人間関
係を築くことが難しくなるかもしれないので、早期に対応することが重要です。

豆　知　識

　中学生の間で、罰ゲームと称して好きでもない子に告白をおこなわせる「うそ告」とよばれる
ものがはやっています。実際、罰ゲームのような悪のりでうその告白をすることがあり、拒否す
ると仲間はずれにされることもあります。



付き合っていた頃の画像をネットにさらされる（リベンジポルノ）事例 9

　生徒Ａは生徒Ｂと昨年の夏まで付き合って
いたが、今は別れて生徒Ｃと付き合ってい
る。交際時に撮影された上半身裸の画像がB
によってネットに出されているとAから相談
があった。

? 問　題　点

対 処 方 法

●プライベートな性的画像を勝手に公表することは犯罪にあたる。
●「画像をばら撒くぞ」などの脅しではなく、すでにネットに流出してしまっている。
●いわゆる「リベンジポルノ」として犯罪にあたる。
●特に未成年の場合、被写体として撮影すること自体も犯罪にあたる（児童ポルノ）。
　→Ｐ16「犯罪行為等について」参照。

児童生徒

■当事者全員から聞き取りを行い、事実確認する。
■被害児童生徒の性別等に応じた教員やカウンセラーが対応、又は、立ち会うなどの配慮を
　する。
■必要に応じてSCやSSWによるカウンセリング、面談を実施する。

保 護 者

■児童生徒から聞き取った事実や指導内容について連絡する。必要に応じて家庭訪問等を
　おこなう。
■画像等が拡散されると被害の回復を図ることが著しく困難となるため、警察等と連携し
　速やかに削除依頼を行うなど対応してもらう。
■場合によっては、警察等と緊密に連携し、犯罪行為として取り扱うか否かを判断しても
　らう。
■必要に応じてＳＣやＳＳＷによるカウンセリング、面談を勧める。
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その後の学校内での取組

■リベンジポルノは、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的な事案に該当する場合も考えられ
　ることから、被害児童生徒の安全確保を最優先に考える。
■SCやSSWと緊密に連携し精神的な被害の回復を図る。
■撮影させない、他人に提供しない、撮影・提供等の要求をしないことなど被害の発生を防止
　するための啓発活動を実施する。

ポイント解説

　リベンジポルノ画像がネットにアップされてしまうと、瞬く間に拡散され被害が深刻化する
ので迅速に対処する必要があります。

豆　知　識

【罰　則】
公表罪　第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録（物）を不特定若しくは
多数の者に提供し、又は公然と陳列した者
　→　3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
公表目的提供罪　公表させる目的で、私事性的画像記録（物）を提供した者
　→　1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

【「私事性的画像記録」「私事性的画像記録物」とは？】
　私事性的画像記録とは、以下の①～③の電子情報（いわゆる電子データ）のこと。
①性交又は性交類似行為に係る人の姿態
　（例）異性間・同性間の性交行為、手淫・口淫行為など
②他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲
　を興奮させ又は刺激するもの
　（例）性器、肛門又は乳首を触る行為など
③衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部分が露出され又は
　強調されるものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの
　（例）全裸又は半裸の状態で扇情的なポーズをとらせているものなど
　私事性的画像記録物とは、上記①～③を撮影した画像を記録した有体物（写真、ＣＤロム、
ＵＳＢメモリなど）のこと。
　いずれも、本人が第三者に見られることを認識した上で撮影を許可した画像（アダルトビデ
オ、グラビア写真など）は除かれます。

警察庁ＨＰ「リベンジポルノ等の被害を防止するために」より引用

「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律（リベンジポルノ防止法）」



書きたくないことを書かされる事例10

　クラスの中では「バトン」が流行ってい
る。生徒Ａのもとに「バトン」が送られてき
て、「嫌いな人は？」の質問に答えないと
「トークグループからはずすぞ」と言われた
とAから相談があった。

? 問　題　点

対 処 方 法

●名前や年齢など個人情報を簡単に答えさせようとしている。
●答えてしまったら、知らない人に情報が流れてしまう危険性がある。
●知らない人とつながってしまうことがあることを認識していない可能性がある。
●「バトン」に答えるかトークグループからはずれるかの選択を強いられている。

児童生徒

■当事者全員から聞き取りを行い、事実確認する。
■必要に応じてＳＣやＳＳＷによるカウンセリング、面談を実施する。
■仲間はずしは、いじめにあたることを指導する。
■個人情報を答えさせるような質問内容は回さないように指導する。
■公開範囲を設定していないと、友だち登録しているすべての人に読まれてしまう可能性が
　あるので、タイムラインを非公開設定にする。

保 護 者

■児童生徒から聞き取った事実や指導内容について連絡する。必要に応じて家庭訪問等を
　おこなう。
■児童生徒の様子で、気になることがあれば学校に連絡するよう依頼する。
■必要に応じてＳＣやＳＳＷによるカウンセリング、面談を勧める。
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名前→
年齢→
クラス名→
好きな人→
嫌いな人→

タイムライン
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その後の学校内での取組

■ネット上に個人情報を掲載することで、犯罪に巻き込まれるなどの危険性があることを理解
　させる。
■ネット上に個人情報を掲載しないよう指導する。
■ネット上で一度拡散した情報は完全に削除することが困難であることを理解させる。

ポイント解説

　「バトン」を利用して、個人情報を送らないように心がけるとともに、利用状況に応じてタ
イムラインを非公開設定にする等の対策が必要です。
　「バトン」は遊びの要素が強いため気軽に利用しがちですが、利用の仕方によっては危険が
生じる可能性もあります。

豆　知　識

　無料通信アプリのタイムライン等、日常のつぶやきを投稿できるサービスを利用した「バト
ン」が児童生徒の間で流行っています。「バトン」とは、定型の質問に答えながら次の人へと
送っていくものです。適切な設定をしていなければ、友だち登録しているすべての人が見るこ
とができるため、トラブルに発展することがあります。

　無料通話アプリで、学校の友人からバトンが回ってきた。
質問内容を読み、Ａは、軽い気持ちで名前や年齢、学校名
などを答えたところ、以前アカウントを教えていたネット
で知り合ったＢに待ち伏せされた。
「インターネットトラブル事例集（平成29年度版）」　
（総務省）参照

友人間で回すメッセージによる待ち伏せ被害例




