
よりスマートでよりスマートで
賢明な賢明な
オンラインの⾃分オンラインの⾃分

ワークショップ 2

このワークショップの⽬的は、ソーシャ
ルメディアプラットフォームがどのよう
に私たちのオンライン上での⾏動を形成
しているか、また、どのようにオンライ
ンで責任ある⾏動をとることができるか
について理解を深めることです。



期待すること
本カンファレンスおよびワークショップ中は、以下の

ことをお願いしています：

-カメラは常にオンにしてください。
-Zoomにあなたの名前と出⾝国を表⽰してください
-チャット機能を使ってアイデアを追加したり質問がで
きます

-発⾔をしたいときは⼿を挙げる機能を使い、終了後は
⼿を下げてください

-差別的な⾔動は避けてください
-セッション中は指⽰がない限り、携帯電話は使⽤しな
いでください



本⽇の議題

オンラインと
オフラインの世界

プラットフォームと
その意図の理解

デジタルメディアと
の関わり⽅

データ保護と
オンライン上の⾜跡

オンラインでの危険
信号に気づくには？

オンラインでの
社会的責任

⼼の健康のためのソー
シャルメディア活⽤術

ブレークアウト
ルームアクティ
ビティ

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.



私たちは誰？私たちは誰？

ギャビンジョン ミオ



ジャグリングが好き

冗談を⾔うのが好き

私に関するおもしろい事実

ジョンジョン



ギャビンギャビン
アイルランド出⾝

⾃転⾞に乗れるように

私に関するおもしろい事実

なったのは2019年



ミオミオ
ヒールを履いて踊れる

イチジクが⼤好き

私に関するおもしろい事実



1. オンラインと1. オンラインと
オフラインのオフラインの
世界世界



周りとの交流

同じ場所に住んでいる、または共通点を持つ⼈々のグループ

コミュニティ

オンラインコミュニティ

例: Facebookグループ、オ
ンラインアイドルファン

ミーティングイベント,
Twitter, Instagram

例: 職場、学校、クラブ、家族
メンバーが直接会って顔を合わせるコミュニティ

オフラインコミュニティ

Muralのアクティビティ#1に切り替え
MURAL
に

スイッチ 

主にインターネット上でユーザーが出会い、

交流するコミュニティ  



COVID-19の流⾏が始まってから、約65％の研究参加者が孤独感が増したと回答
しています。

メンタルヘルスとCOVID-��
2020年の研究

家族、友⼈、同僚などからの孤⽴感 
オンライン環境へ移⾏したこと 

解決策? = オンラインコミュニティ

原因



統計データ
2020年3⽉時点での⽶国ユーザーのソーシャルメディア

サイト利⽤時間の伸び

(Source: Statistica)

1 - 2時間
29.7%

30分- 1時間
20.5%

2 - 3 時間
20%

3時間以内
17.9%

25 - 30分
10.2%

15分以上
1.6%



覚えておいて欲しいこと
ワークショップ1：オンラインとオフラ
インのつながりを保つことがメンタルヘ
ルスを改善する

ネット利⽤のすべてが悪いわけではない

ネット利⽤の管理⽅法を学ぶ
      ＝良いメンタルヘルスの維持に役⽴つ



2.2.
プラットフォームプラットフォーム
とその意図の理解とその意図の理解
プラットフォームでの道徳的な振る舞いについて理解する 



SWITCH
TO

MURAL 

定義
アルゴリズムとは?

ソーシャルメディアはユーザーを惹きつけ、そ

のプラットフォームを使い続けさせるためにア

ルゴリズムを使⽤しています。これはプラット

フォームの舞台裏の仕事です。何が私たちの興

味を引いているのでしょう。ワークショップ1
のスクリーンタイムについてのディスカッショ

ンを思い出してみましょう。

Switch to Mural Activity #2

プラットフォームとは?

ソーシャルメディアプラットフォームは、様々

な⽬的を持った1つの場所を指します。友⼈とつ
ながったり、新しい⼈と出会ったり、ビジネス

の宣伝をしたりすることが含まれます。プラッ

トフォームは、新しいコミュニティを作ること

で、⼈々が互いにつながることを促進する傾向

があります。



3. データの3. データの
保護と保護と
オンラインのオンラインの
⾜跡⾜跡
プラットフォームがどのようにあなたを⾒ているのか
理解する



予測 - データを収集して次に何をするかを推測する

利益 - データを他社に販売する

パワー - データを使⽤して、あなたの選択に影響を与える 

なぜ企業はあなたのデータが欲しい
のか？



SWITCH
TO

MURAL 
Switch to Mural Activity #3

統計データ



あなたのデータとメンタルヘルス

デジタルアイデンティティ

私たちの⾃⼰イメージは、プラットフォームに

よって形成されています。

プラットフォームは私たちのデータを通して私

たちの⾏動を形成します 。

この⾃⼰イメージは、私たちをプラットフォー

ムに惹きつけるために使⽤され、マーケティン

グのために販売されています。

⾏動

デバイス上の

データ

個⼈を特定

できる情報

関連する

周辺の情報

⾝体的特徴

パスワード



4. デジタル4. デジタル
メディアとのメディアとの
関わり関わり
オンラインでの正誤を理解する



定義

例: Youtubeサムネ
イル、Twitter記
事、ニュース⾒出

し

閲覧数を増やすた

め、ユーザーが特定

のWebページへのリン
クをクリックするこ

とを促すことを主⽬

的とするコンテンツ

Clickbait クリックべイト

ニュースを装った誤解を招く情報

フェイクニュース/オルタナティブ
ファクト（もう⼀つの事実）



クリックベイト

経験したことがある⼈、また⾒
たことがある⼈はZoomの”⼿を
挙げる”で教えてください。 ✋



“嘘のニュース記事は実話より70％もリツイートされやすく...
実話の6倍の速さで拡散される"-2018年調査 

企業は、クリック数を稼ぐために、代替事実やクリ

ックベイトタイトルを宣伝することがある

読者の感動を誘う記事

読者は記事全体ではなく、⾒出しを読むようになる

なぜ?

フェイクニュース



フェイクニュースを共有すると、

周りの⼈からの信頼が低下します。

フェイクニュースを⽌めることが重要な理由

フェイクニュースを読ん

で、個⼈が有害な⾏動を

とる可能性があります。

危険だから 評判を損なう可能性がある

事実なのか、フェイクニュースな

のかが分からないと、あらゆるメ

ディアに対して不信感を抱くよう

になります。

全てのニュースへの不信感を⽣む

SWITCH
TO

MURAL 
Switch to Mural Activity #4



S
誰が、何を情報

源にしているの

か？

SOURCE
情報源

M
彼らが情報源を書く/
作る⽬的は何です

か？

MOTIVE
きっかけ

A
誰がその情報源を作っ

たのか？彼らはそれに

ついて話す資格がある

のか？

AUTHORITY
権限

R
その記事はいつ書かれ

たものですか？最近書

かれたのか、何年も前

に書かれたのか？

RELEVANCE
関連性

T
あなたの出典の事実は、他

の出典と類似しています

か？あなたのソースと他の

ソースを⽐較してみる

TWO-SOURCE CHECK
⼆重チェック

SMARTテストは、信頼性をチェックするものです。

情報源の信頼性を
確認する⽅法



クリックベイトやフェイクニュー
スを意識することで、冷静な判断

ができるようになる
 

不要な感情的反応から⾃分を守る 
 

企業がどのように私たちの関⼼を
操作しようとしているのかを知る

 

フェイクニュースとメンタルヘルス



5. オンライン5. オンライン
での危険信号にでの危険信号に
気づくには？気づくには？
オンラインでの安全と危険性について理解する



2

3

安全 ? 
危険？

詐欺

不快な、不適切なコンテンツ

SNSを通して新しい⼈に出会う
SNSチャレンジ現象          

ネット上の危険信号に気づく⽅法を付箋でシェア

1

他の⼈のアイディアを⾒て、いいねと思ったもの

に投票してください。

投票結果を確認する

MURAL
に

スイッチ 
Muralのアクティビティ#5に切り替え

Muralのアクティビティ#5のやり⽅



6. オンラインの6. オンラインの
社会的責任とは社会的責任とは
何かを考える何かを考える



DE
DECODE デコード（真意を読み取る）

A
ANALYSING 分析

P
PERSONA ペルソナ（表向きの外⾒）

M
MEANING MAKING 意味づけ

DEMAP



境界線を作る

傍観者効果

⽬の前で起きた他者を救助すべき状況において、周囲に

⾃分以外の多くの⼈がいることによって対処する⾏動が

抑制される集団⼼理現象のこと。傍観者が多いほどその

⼼理現象は強くなる。



A はい

B いいえ

傍観者効果を経験したことがありますか？

Zoomの質問：



境界線を作る

どうして?

責任の分散
⼈は重⼤な場⾯で責任を負うことを回避して、他者
が⾏動するのを当てにするというもの

多元的無知
他者が皆、援助⾏動を起こしていないことから、緊
急性を要しないと誤って判断するというもの

評価懸念
⾏動を起こして失敗したときの他者からのネガティ
ブな評価を恐れて、援助⾏動が抑制されるというも
の



サイバー脱抑制

普段の⽣活ではしないのに、ネット上では他

⼈に不愉快なことをしてしまうこと。

ネット上では完全に匿名で、画⾯の向こう側

に隠れて存在できるため、実⽣活上では⾔え

ないようなことをオンライン上で発⾔しても

安全であると感じるため。

私たちの⾏動と結果を理解する



健全

信頼できるURL
信頼できるメールアドレスや電話番号

（ググってダブルチェック！）

不健全

・⾒慣れないURL
・⾒慣れないアドレス

本⼈確認・認証



友達アイドル、インフルエンサー

同じ？違う？
どのように⾏動すべ

き？？

あなた

パラソーシャルな関係



7. ⼼の健康の7. ⼼の健康の
ためのソーシためのソーシ
ャルメディアャルメディア
活⽤術活⽤術



ソーシャルメディア上の誰か

があなたの投稿を⾒たり、あ

なたをフォローしたり、あな

たにメッセージを送ったりす

ることを防⽌する

Blocking ブロッキング Ghosting ゴースティング

理由も告げずに相⼿とのコミ

ュニケーションや交流を⼀切

停⽌する

プロフィールの全情報を完全

に削除する

Deactivating 
ディアクティベーティング

重要な⽤語



A はい、⾃分の⼼を乱す内容だった
ので

C いいえ、どちらも経験がないです

D その他の回答

B はい、喧嘩や⾔い合いの後に

あなたは誰かをブロックしたり、⼀⽅的に連絡を絶ったこと
がありますか？

Zoomの質問:

A

C

D

B

C

B



A はい、オフラインでの⽣活が
忙しかったので

C

いいえ、どれも経験したことが
ありませんD

はい、でも他の理由で

B はい、メンタルヘルスに影響が
出ていたので

これまでにメンタルヘルスへの影響が理由で、SNSの使⽤
を休⽌したり停⽌したことはありますか？

Zoomの質問:



常に誰かとつながっている必要は
ありません

あなたの⼈⽣に悪い影響がないよ
う、境界線を張ってください

良いメンタルヘルスを維持するた
め、ソーシャルメディアの利⽤に
はバランスを意識しましょう

⼤切なこと



8. ブレーク8. ブレーク
アウトルーアウトルー
ムアクティムアクティ
ビティビティ



これまで、プラットフォームの仕組みや、プラットフォ

ームを安全に利⽤することについて説明してきました。

今度は、ある例を⾒て、

「これは受け⼊れられる⾏動か？その理由は？これは、

オンラインのトレンドとオフラインの空間について何を

⽰しているか？」などを話し合ってください。

例はこちらから↓
https://vm.tiktok.com/TTPdSLN9xa/
*(ヘッドフォン、イヤホン推奨)

これはやってもいいこと？

ディスカッション：

MURAL
に

スイッチ 
Muralのアクティビティ#6に切り替え



ブレイクアウトルームでの活動⼿順

Discussion:

SWITCH
TO

MURAL 
Switch to Mural Activity #6

ファシリテーターが動画を皆さんに再⽣しま
す。もしくは各⾃で⾒てください。
MURALで2つの質問に答えてください。
ファシリテーターの合図の後、ディスカッショ
ンを開始します。

1.

2.
3.


