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ス・スクエアのカウンセリングセンター

ングを行ってからスタートしました︒こ

談を導入すべく︑担当者を招きトレーニ

本国イギリスで行われていたチャット相

長をしております︑ 新行内と申します︒

れが本邦で初めて団体として実施したＳ

特定非営利活動法人東京メンタルヘル

今回より︑
﹁ＳＮＳ相談﹂をテーマに連載

ＮＳ相談といっていいでしょう︒

公的機関による初の実施は︑同年八月

をさせていただきます︑どうぞよろしく
お願いいたします︒

相談の始まりから簡単に説明します︒

ために︑まずはじめに︑日本でのＳＮＳ

が急速に増えています︒現状を概観する

で相談できる相談窓口を開設する自治体

Ｓ相談が行われています︒私は︑Ｎ高の

月より︑通信制高校のＮ高等学校でＳＮ

ＮＥによる相談です︒その後︑同年一〇

生・大学生の年代の女性たち向けのＬＩ

た﹁ガールズ相談﹂です︒中学生・高校

に札幌市男女共同参画センターが実施し

＊ＳＮＳとは︑ Social Networking Service
の略︒

スクールカウンセラーとしてこのスター

ここ数年︑ＳＮＳ︵主にＬＩＮＥなど︶

ソーシャルなネットワークづくりのために使

ト時より携わってきています︒

＠長野﹂です︒同年一一月には滋賀県の

月︑長野県による﹁ひとりで悩まないで

教育委員会が始めたのが︑二〇一七年九

そして︑満を持して子どもたち向けに

用できるオンライン上のサービス︒代表的な
ものに︑ Facebook
︑ Twitter
︑ ＬＩＮＥ など
がある︒

ＳＮＳ相談の始まり

大津市が始めたいじめ相談︑
﹁おおつっこ

営利活動法人チャイルドライン支援セン

くＳＮＳでの相談を始めたのは︑特定非

という新しい取り組みについて︑子ども

及していっていますが︑ＳＮＳでの相談

以降︑各地の教育委員会へと急速に普

ＬＩＮＥ相談﹂もあります︒

ターで︑子どもたち向けの電話相談をし

たちからの相談の多さも相まって︑マス

二〇一六年二月︑日本において最も早

ている団体です︒ チャイルドラインは︑
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ǽ᚜ǽᵐᵋᵐᄾᝬᄉࠕɁํɟ

ŅŧŇŌ࣠ॾģĽŃŌ

ࡐׁרत

です︒

コミでもしばしば報道されているところ

談を︑全国民対象にスタートしています︒

年三月より︑自殺対策としてのＳＮＳ相

また︑東京都では二〇一八年一一月に二

週間ほど︑試験的に児童虐待防止のため

どもを対象としたＳＮＳ相談を構築する

予算より︑都道府県や政令指定都市が子

文部科学省では︑二〇一七年度の補正

た め に 開 設 さ れ て い る 場 合 も あ り ま す︒

相談や︑休職者向けや若年離職者防止の

企 業 のＥ Ａ Ｐ︵従 業 員 支 援 プ ロ グ ラ ム︶

とＬＩＮＥ﹂ を実施しました︒ さらに︑

文部科学省がＳＮＳ相談を支援

ための支援事業に取り組んでいるところ

このように︑さまざまなところでＳＮＳ

のＬＩＮＥ相談﹁東京 親と子の相談ほっ

です︒二〇一八年四〜一二月末までで見

相談が広がってきています︒

それでは︑今の子どもたちの特徴につ

ᵐᵋᵐɵɰʽʅʳ᷐ɁȞɜ

子どもたちの特徴

ると︑三〇自治体︵一九都道府県︑八指
定都市︑三市町村︶がＳＮＳ相談を実施
しています︒その間︑総計で一万一〇三
談が子どもたちからＳＮＳで寄せられて

いて︑ＳＮＳ相談に携わっているカウン

九件︑平均すると毎月一二二七件もの相
います︵文部科学省ホームページ﹁今日の出来

セラーの実感から︑代表的なものをピッ

えば︑

て﹁話しやすさ﹂が生まれています︒例

しやすい﹂こと︒いくつかの要素があっ

ＳＮＳ相談の最大の特徴の一つが﹁話

ḧᵐᵋᵐȳȞɜᝈȮɞ

クアップしてまとめてみます︒

事﹂二〇一九年三月一三日﹁児童生徒に向けた
﹃ＳＮＳ等を活用した相談事業﹄へ協力申し入れ
／浮島副大臣﹃子供たちが一番相談しやすい体
制を﹄
﹂より︶
︒文部科学省は二〇一九年度︑

二億一〇〇〇万円をＳＮＳ相談事業にあ
てています︒
なお︑ＳＮＳ相談の対象は子どもたち
に限りません︒厚生労働省では二〇一八

ＳＮＳ相談

今こそ知ろう！
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これはできません︒逆に︑ＳＮＳでは﹁な

るというものです︒対面や電話相談では︑

ながらでも︑歩きながらでも相談ができ

﹁ながら相談﹂とは︑例えば電車に乗り

といった点があります︒

⒒▘▽►╰┋┆┋╤╚ϧ╸

⒒
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タルネイティブの子どもたち所以という

電話で話す子はほとんどいません︒デジ

話そう﹂とすすめます︒しかし︑そこで

は︑
﹁電話で話せるよ︒よかったら電話で

どです︒そういったとき︑カウンセラー

てしまうかもしれないと思われるときな

たい﹂などと書いてきて︑実際に自殺し

ことは少なくありません︒例えば﹁死に

ＳＮＳ相談において︑緊急事態となる

します︒

なぜか胸が締めつけられるような思いが

ま す︒ そ う い う 声 を 子 ど も か ら 聞 く と︑

﹁親に迷惑かけたくない﹂と言う子がい

ḫᣘȞȤȲȢȽȗȞɜțȽȗ

こともあります︒

ら︑性的虐待に関する相談が寄せられる

ですが︑ＳＮＳ相談では匿名性の高さか

しにくいとも言われているのが性的虐待

虐待の中でも最も対応が難しく︑表面化

がら相談﹂ができるため︑相談の途中で

ところでしょうか︒

すめます︒しかし︑
﹁話せない﹂と返して

院の先生にも言っておくといいよ﹂とす

セラーは﹁今話したようなこと︑今度病

雄弁に語る子がいます︒そこで︑カウン

子どもたちの中には︑ＳＮＳで上手に

わる相談であったり︑性同一性に関する

例えば︑対面だと話しにくい性にまつ

くいことも話すハードルが下がります︒

とから︑ＳＮＳ相談では︑非常に言いに

自分を知られずに相談ができるというこ

一つが匿名性の高さです︒自分を隠して︑

ＳＮＳ相談の﹁話しやすさ﹂の要因の

Ḫʅʽʁʐ᷅ʠȽю߁ȺɕᵐᵋᵐȳȞɜᝈȮɞ

Ｓでは多くを話してくれます︒

しまいます︒そういった子たちも︑ＳＮ

と自分を大事にしないのか︑とも思って

えのことかと思いますが︑どうしてもっ

消よりも優先されるのです︒優しい子ゆ

う思いが強く︑自分自身の心の痛みの解

りません︒
﹁親に心配かけたくない﹂とい

ラーが言っても︑その子は首を縦には振

ら親に言ってもいいんだよ﹂とカウンセ
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ḩᝈȺᝈȪȲȟɜȽȗ

メッセージが途切れたり︑中断すること

くる場合があります︒ＳＮＳでは雄弁で

ことや性行為の仕方の話までありました︒

参考として︑
﹁他人に迷惑をかけなけれ

とっても大事なことだか

あっても︑対面のコミュニケーションで

さらに印象的だったのは︑普段学校では

ば︑何をしようと個人の自由だ﹂と思う

﹁どうして？

は︑自分のことを言えなかったりするの

あまり相談を受けることがない︑男の子

日本人は約 ％という調査 ︵内閣府﹁第８

もあります︒

です︒

からの相談も多くあったことです︒また︑

ḨʴɬʵȺɂᝈȮȽȗ

＊ネット以外の現 実 世 界

30

％︑

回世界青年意識調査﹂ 二〇〇九年︶がありま

す︒ 諸外国では︑ フランスでは約
アメリカでは約 ％︑そしてお隣の韓国

93

った感じであり︑あまり意味を感じない

あります︒特に相談でもなく︑雑談とい

相談になっていない︑と思われることも

心できる場でもあったりするのかと思わ

ミュニケーションであり︑対面よりも安

文字主体のやりとりは︑わかりやすいコ

メッセージのやりとりが少ないテキスト

ḬᄾᝬȺɮʽʃʉʽʒȽኌțɥɔȹȢɞ

す︒裏を返せば︑つながっていない不安

いるという安心感があるように思われま

てくるのでしょう︒ＳＮＳでつながって

代からみると驚いてしまうのが︑
﹁ＳＮＳ

しかなかった時代に幼少期を過ごした世

年代の違いもあるのでしょう︑家電話

ḯ͢ᶿȲȦȻɁȽȗ̷ȻᵐᵋᵐɁ˹Ⱥঁঢ়

れます︒

こともあります︒
ただ︑子どもたちはそのことにこそ意

年齢の低い子ほど︑インスタントな答

や︑リアルでの寂しさや孤独をＳＮＳが

から始まってＳＮＳで終わる恋愛﹂があ

味を見出して︑ＳＮＳ相談にアクセスし

えを求めてくる傾向があるという印象で

和らげてくれているのかもしれません︒

るということです︒

は語彙力や論理などの言語能力もかかわ

小さい子ほどと言いましたが︑そこに

れるように思っている子たちもいます︒

相談をするとすぐに答えや解決策が得ら

ちの中には︑リアルでは友達とコミュニ

凸や遅れがある子です︒そういった子た

いう子は他にもいます︒発達に大きな凹

対面よりもＳＮＳのほうが居やすいと

ḮᄉᤎȾ۾ȠȽҊ҉ɗᤂɟȟȕɝᶫ ᔍәȪ
ȹȗɞފȞɜɁᄾᝬ

びを感じつつも苦労することがあります︒

恋愛するということを理解するのは︑喜

と の な い 人 をＳ Ｎ Ｓ の 中 だ け で 思 慕 し︑

好きになることはわかっても︑会ったこ

会ったことのないアイドルや有名人を

っているように思われます︒ある程度の

ケーションがうまくとれなかったりして︑

ＳＮＳでのやりとりでつらい思いをし

ȺɁȗȫɔ
6YKVVGT

言語能力がないと︑カウンセラーと対話

つらい思いをする子も少なくないでしょ

ている子は少なくありません︒ＳＮＳ相

またあらためて詳しく取り上げます︒

Ḱᵉᵆᵋᵂɗ

をしつつ︑答えを探し出していくという

う︒場の雰囲気を読み取るのが苦手だっ

談での話しやすさの中で︑いじめ被害を

のは難しいのでしょう︒

たり︑言外のメッセージを読み取りにく

話す子が多くいます︒この点については︑

ḭᄾᝬȻȗșɛɝᶫȷȽȟᶿȹȗȲȗ

そういった子たちにとっては︑非言語

いということもあったりします︒

ような感じというのでしょうか︑質問や

す︒例えば Yahoo
知! 恵袋で相談するよう
な感じであったり︑ＡⅠに相談している

人の姿が︑浮かび上がってきます︒

す︒過剰に他人に気を遣ってしまう日本

でも約 ％が﹁そう思う﹂と答えていま

80

カウンセラーから見て︑ＳＮＳ相談が

ＳＮＳ相談

今こそ知ろう！
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