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日本財団18歳意識調査  「第１９回 - メディア -」 自由回答集

No 性別 （Q6　ＳＮＳで見た情報の真偽を確かめたことはありますか。）

Q7　前問で「ある」と回答した方にお伺いいたします。どのような方法で真偽を確かめましたか。

2 男性 ＮＨＫで確認

13 男性 実際にweb検索をして確かめた

17 男性 公的な機関が発表している情報を調べた。

20 男性 インターネットで数個のサイトを見比べる

21 男性 他のサイトで同じ内容に関して調べた

23 男性 ひとつの話題に対していろいろな立場の人の意見。様々な方向からの見方。をみて考えました。

27 男性 信頼できる、信頼している人の意見を聞く。例えばYouTubeなどで

30 男性 ブラウザ検索

33 男性 テレビや新聞紙

39 男性 インターネットで詳しく検索する

41 男性 ほかのサイトとの比較

46 男性 実際に試した

47 男性 インターネットのGoogle等で検索したり、本を読んだりした

48 男性 ネットで調べる

51 男性 テレビで確かめた

56 男性 グーグルで検索した

57 男性 インターネットや本といったその他いくつかのメディア

62 男性 覚えてない

63 男性 sns

64 男性 覚えていない

67 男性 さまざまなメディアと情報を比較した。

74 男性 ネットで色々なサイトを見回す

78 男性 インターネット検索

84 男性 色々な媒体を見る

88 男性 複数のサイトなどで確認した。

95 男性 口コミを調べた

97 男性 政府統計等を確認した

98 男性 インターネットで検索

99 男性 ネット検索

100 男性 Yahoo

101 男性 テレビ、インターネット検索

104 男性 Google

110 男性 検索

112 男性 みんなの意見を聞いた

114 男性 複数のサイトから同じ情報を調べる

115 男性 その情報について他のサイトをいくつか比較して確かめた

116 男性 いくつかのサイトを見た

121 男性 他人のツイート

125 男性 Googleで調べる

127 男性 実際に人に聞いたりその場所へ行った

128 男性 スマホを利用したり他で情報を調べる

134 男性 実際に現場に行く

136 男性 実際に行動した

140 男性 環境問題

141 男性 発信元以外から情報を集める

142 男性 同じ内容の記事を何個か調べた

143 男性 インターネット捜索

144 男性 何度も違うサイトで確認

149 男性 インターネットで入念に調べた。

157 男性 テレビなどのメディアの情報をチェックした

159 男性 友達

163 男性 芸能人の芸能界引退

166 男性 実際に見た情報を自宅で試した

168 男性 公式のサイトに見に行った

171 男性 たくさんのインターネットじょうほう

172 男性 自分で見たりした

173 男性 いくつかの情報と照らし合わせた

174 男性 Googleで検索する

178 男性 新聞やテレビなどを見て

184 男性 さらに調べる

187 男性 色々な意見を見て
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190 男性 複数のサイトで調べる

192 男性 インターネットの検索エンジンを用いて確認した。

198 男性 テレビなど他のメディアからの情報を見た

202 男性 他の所と比べた

203 男性 本

204 男性 インターネット検索や他の人のツイートを見たりした

210 男性 アンケート

211 男性 色々しらべた

218 男性 ほかのサイトと見比べ、比較した

220 男性 グーグル等で検索をかける

232 男性 他のサイトで検索した

234 男性 自分で検索

240 男性 テレビを見たり

248 男性 スマホ

254 男性 周りを見る

259 男性 テレビなどで見た

261 男性 自分の目でみる

263 男性 周りの人に聞いたりそれについて調べたりした

274 男性 複数の投稿を照らし合わせて

284 男性 ネット

286 男性 他のサイトでも同じニュースを見てみる

290 男性 google検索

309 男性 ツイッターで調べた

311 男性 友人に聞いた

315 男性 インターネット検索

317 男性 ネット

319 男性 実際に調べて

323 男性 色々

325 男性 検索した

328 男性 覚えていない

331 男性 インターネットで検索

336 男性 現地に赴く

340 男性 本

353 男性 忘れた

357 男性 新聞を見る

363 男性 覚えてない

367 男性 ネットと本で調べる

377 男性 検索し、様々なサイトなどの情報を見比べて確かめた

387 男性 Googleで調べた

388 男性 ネットサーフィン

392 男性 ネット検索

395 男性 インターネットで検索をかけたりして調べた。

400 男性 さまざまなところで検索する。

401 男性 いろいろと

403 男性 よくよく考察

408 男性 ネットけんさく

412 男性 グーグル検索　信頼できる人間の発信した情報

421 男性 SNS以外の幾つかのメディアを見る

422 男性 実際にネットで検索し、多くの記事や意見を比べた。

425 男性 公式サイト閲覧

427 男性 Googleで調べる

430 男性 ネットで検索

431 男性 Google

438 男性 検索

440 男性 様々なサイトや第三者の投稿を複数確認する。

443 男性 調べる

444 男性 インターネット

451 男性 新聞や検索

455 男性 いろいろなサイトを見比べる

458 男性 実際にそうなのか友達や知人に聞いてみる

464 男性 ネット
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469 男性 他のサイト、他のTwitter、または本等で調べる

472 男性 販売するかしないか

476 男性 インターネットで検索した

479 男性 調べる

480 男性 実際に自分で調べた。

483 男性 見た

484 男性 複数のソースを比較した

485 男性 web検索

488 男性 調べてみた

493 男性 インターネットで検索した

497 男性 実際に現場へ行く

499 男性 忘れた

500 男性 その情報は現実的かそうではないか

502 男性 インターネットで検索する

503 男性 新聞

515 男性 1人だけでなく検索で多数の人の考えを見る

522 男性 ソースを確認した

531 男性
インターネットで検索して、エビデンスを探した。そのツイートしかない場合は、基本的には真だとは思わない
ようにしている。他に情報があった場合も情報源に気をつけて真偽を確かめている。

538 男性 ネットで調べる

540 男性 他のサイトで見てみる

543 男性 親に聞く

544 男性 テレビ

547 男性 様々な情報と比較する

550 男性 多方面の意見を聞いた

552 男性 GoogleChromeなどのサイトを探し閲覧したりした

554 男性 親にきいた

556 男性 検索

558 男性 Googleで検索

560 男性 Google

563 男性 いろいろ

568 男性 インターネットで検索

571 男性 ネット

572 男性 画像

573 男性 ネット

579 男性 しらべる

584 男性 わすれた

585 男性 おぼえていない

586 男性 ネット

592 男性 現地

596 男性 検索した

605 男性 友達に聞く

609 男性 実証検証

612 男性 他の情報と比べる

617 男性 Googleで色々検索して情報を確認した

618 男性 様々なサイトを調べる

620 男性 友達に聞いた

622 男性 新しい技術の説明で、使っている言葉が自分が思い当たる言葉と違ったため調べなおした。

627 男性 他の人が嘘と言っていないかどうか

628 男性 大きな出来事に関するニュースを自分以外の人が大人数で一瞬にして、いいねや拡散したとき。

630 男性 ネットで検索

632 男性 検索

638 男性 ネット検索

644 男性 他のサイトを見る

645 男性 周囲の人に聞く。

653 男性 複数の記事を調べた

657 男性 他SNSユーザーたちの意見

663 男性 他のサイトなどを調べて見比べる。

666 男性 twitter

669 男性 Googleで検索して

679 男性 しっかりと見る
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685 男性 その記事に対してのリプライ自分でネット検索する

686 男性 他人に聞く

710 男性 覚えてない

712 男性 ネットで検索

714 男性 Googleで調べる

715 男性 ニュースに関係する人のブログなど

742 男性 リプ欄を見たり、違うサイトを見たりする

760 男性 思い出せない

766 男性 ネットで詳しく調べた

784 男性 文献検索

786 男性 クロスチェック

788 男性 他のサイトでも調べる

790 男性 他の情報と比較する

794 男性 リプライ欄や、実際にネットで検索してみたりする

799 男性 しらべた

800 男性 Twitterに投稿されていた情報の真偽を、Googleで検索した。

805 男性 クロスチェック

806 男性 ネット上での検索で、複数箇所の確認

808 男性 がんばった

823 男性 ネットで他の記事もそのようなことを書いてあるか調べた

825 男性 検索やテレビ

826 男性 友達に聞いた。

833 男性 新聞でしらべたり

836 男性 動画を見た

842 男性 ネットで調べる。

848 男性 自分で見る

849 男性 専門的な知識人のサイトを見る

853 男性 信頼できるサイトに行き確かめた

855 男性 別のサイトでも見た

856 男性 けんさくかける

857 男性 大学の教授の授業で

858 男性 覚えていない

860 男性 コメント欄などの一般の意見

861 男性 リプの確認。ネットでの検索。友人への確認。

862 男性 テレビや新聞、複数のサイトをチェックしてつじつまが合うかどうか調べる

863 男性 DMをおくる

864 男性 SNS以外で同じものが出ているかどうか。

865 男性 友人に聞いた

866 男性 ネットでいろいろなサイトを見る

867 男性 テレビからの情報や複数のサイト比較。周囲のSNSでの反応。

868 男性 友人や親に聞いたり違うサイトやSNSで調べた

870 男性 自分の知識を使った

871 男性 見比べる

874 男性 他のサイトで

875 男性 機関のホームページ

876 男性 ソースを探した

878 男性 他のwebサイトにて事実の誤りがないか比較する

880 男性 検索エンジンで検索

882 男性 ネットで検索する

887 男性 ネットで調べる

888 男性 震災時の災害情報　拡散されたチェーンメール

889 男性 自分で検索

890 男性 Safariなどで調べた

893 男性 第一情報源の確認

894 男性 複数のサイトで調べて統計を取った

895 男性 ネットで調べる

897 男性 ネットリサーチ

898 男性 別の情報と比較する

899 男性 他の人の投稿や公式サイト、公式ニュースを確認する

901 男性 複数の情報源を比較する

902 男性 いろいろなサイト
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903 男性 複数のサイトを比較し信頼度を測った

905 男性 他サイトや辞書等、また実際に記事に対するコメントを読んで判断している

909 男性 その記事についてほかの情報サイトを参考にした

911 男性 遡った

913 男性 詳しく調べた

914 男性 実際に現場に行った

915 男性 ネット

916 男性 他のニュースサイトには書かれていないことが書かれている。

917 男性 ソースをたどる

918 男性 調べる

919 男性 自分で調べる

920 男性 インターネット、ニュース番組

922 男性 インターネットで検索

924 男性 yahoo!知恵袋で本当かどうか怪しい質問について質問した

925 男性 足を運んで聞く

926 男性 本

927 男性 ネットで調べた

928 男性 インターネットで調べる

929 男性 そのものごとが可能なことか調べた

931 男性 ネットで調べる

932 男性 Web

933 男性 実際にネットで検索した

934 男性 実際に試した

936 男性 他サイトを見る

938 男性 色々なサイトに飛んだりテレビを見たりした

939 男性 検索しまくる

940 男性 調べた

941 男性 いろいろとしらべる

942 男性 ネットで検索した

943 男性 ネットやテレビを見て詳しく調べた

945 男性 友達と相談して

947 男性 とにかくGoogleで検索しました

948 男性 ネット

949 男性 Google

950 男性 新聞社のインターネット版を使った

951 男性 詳しい人に聞いた

952 男性 グーグル

956 男性 新聞

957 男性 調べる

958 男性 違うサイトで調べた

960 男性 Yahoo!ニュースやNHK

961 男性 検索する

963 男性 多くの情報を照らし合わせる

964 男性 家族に聞いた

965 男性 ネットで調べる

967 男性 別の情報と照らし合わせて確認する

968 男性 ググる比較

969 男性 Googleで検索した

970 男性 家族に聞く

972 男性 検索して記事数を見たり、その記事に対するコメント内の他の人の発言を参考にして総合的に判断。

974 男性 ネット

976 男性 見比べる

978 男性 インターネットで調べた

980 男性 調べて

981 男性 ネット

982 男性 webで検索する

983 男性 別の情報網で

984 男性 ほかのところで調べた

985 男性 ほかの情報源から

987 男性 複数のサイトで調べた

989 男性 検索
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993 男性 実際にネットで調べた

994 男性 インターネット

995 男性 ググる

996 男性 友達に聞く

997 男性 忘れた

999 男性 他のもので検索した

1 女性 人に聞いた

3 女性 google

7 女性 いろんなキーワードを入れ替えて調べた。

8 女性 他の情報と比較する

9 女性 周りに聞き、ネットで調べた

11 女性 Googleでひたすら検索をかけて、色んな記事を見て、自分の中で納得する真偽を確かめた。

12 女性 Safari

22 女性 色々な角度からみてみる

28 女性 知っている人に聞いた

32 女性 ネット

37 女性 ネットで検索

54 女性 インターネット

58 女性 インターネット

59 女性 他のメディアと比較してみる

60 女性 信頼できるサイト(官庁の公式サイト)などで確認した

65 女性 詳しく覚えていない

70 女性 色んな人に聞いた

71 女性 ネットで調べ直した

72 女性 ネット

76 女性 人に聞いてみる

80 女性 ネットで検索して、情報収集して、比較する。

81 女性
いろいろなサイトのニュースを見たり、そのニュースについてエゴサーチしたり、現地の人が発信しているもの
を読む

85 女性 Googleで検索

86 女性 Googleで検索

89 女性 他のサイトでも調べる

90 女性 ネットで調べた

91 女性 いろんな人のツイートを見る

94 女性 いろんな方法で探しだした

96 女性 調べた

102 女性 猛獣が脱走した情報

103 女性 人に聞いた

105 女性 調べた

106 女性 友達に聞く

109 女性 いくつものサイトをみたり

118 女性 新聞、テレビ

119 女性 できるだけ多くの他のサイトを見てみる

122 女性 Googleで検索をかけ、様々なサイトを見て情報を照らし合わせる。

123 女性 ネットで検索

124 女性 同じ内容の記事を他のサイトでも調べてみる。

130 女性 一つの情報についてインターネットで検索し、複数のサイトを閲覧する。

131 女性 インターネット・新聞・ニュース・そのほかの人の意見

139 女性 画像が加工出ないか影とかをみて矛盾点を探す

146 女性 人に聞く

151 女性 ネット

155 女性 検索

156 女性 インターネット検索

160 女性 ネット新聞

161 女性 色んなものでそのニュースについて調べる

162 女性 周りで実際に経験した人の感想を聞いた。様々なサイトで調べ、比較した。

164 女性 ネット

165 女性 インターネットで調べる

169 女性 聞いた

175 女性 複数のサイトを比べた

177 女性 グーグル検索
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179 女性 テレビのニュース

180 女性 ネットで調べたり、テレビで詳細な情報が出るのを待ったりした。

182 女性 調べた

186 女性 複数のニュースサイトを調べたり電子掲示板から情報を集めたりして確かめた

188 女性 公式が出してるか調べる

189 女性 場所に行った

191 女性 Google

194 女性 実際行く

195 女性 情報を再検索した

196 女性 人に聞いた

199 女性 サイト

200 女性 Google

205 女性 検索かけた

207 女性 他のSNSとの比較

209 女性 調べる

212 女性 調べる

213 女性 ウェブで調べた

214 女性 その話題について詳しい大人に聞いた

217 女性 ネットの他のサイト

223 女性 インターネット

224 女性 詳しい人に聞く

229 女性 ネットで調べる

230 女性 テレビのニュース

231 女性 グーグルで調べた

235 女性 信頼できるサイトや本で調べた

236 女性 本を読んだり違うサイトを比較した

238 女性 インターネットで再度調べる。

239 女性 ヤフーで検索する

241 女性 インターネット

242 女性 他サイトで検索

244 女性 インターネットで調べる親に聞く

245 女性 自分で調べたり、人に聞いたりした

246 女性 実際に見に行く

247 女性 ネットサーフィン

249 女性 本人

252 女性 実際にニュースサイトで調べた

256 女性 覚えてない

258 女性 他のサイトを見て、情報が一致してるか調べた。

269 女性 インターネット

272 女性 インターネットで、ほかのサイトの情報も確認する。

273 女性 検索

278 女性 公式サイトを見た

279 女性 テレビとニュースアプリで確認する

287 女性 Twitter

289 女性 クチコミサイト

292 女性 新聞で確認した

295 女性 他のサイトを見た

296 女性 ネット

303 女性 様々な別のサイト等を見比べて確かめた

306 女性 ネット検索

310 女性 検索

312 女性 専門家に話を聞く

314 女性 検索

316 女性 関連書籍を読む

322 女性 ニュースサイトに見に行ったり、友人に聞いたりした

324 女性 現地に行く実践する

327 女性 様々な情報を集めて

330 女性 人に聞いて

332 女性 ネットで検索する。他の人の意見を見てみる。

333 女性 Googleで検察する

334 女性 ネットで詳しく調べる
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341 女性 他のサイトの記事と比較した

342 女性 他のサイトとかでも調べた

344 女性 ネットで詳しく調べた

347 女性 インターネットかなんかで調べた

354 女性 比較

355 女性 Twitterで検索をした

356 女性 実際に出向く

360 女性 Yahoo

364 女性 検索した

368 女性 公式サイトで調べる

369 女性 色々な情報を集めた

370 女性 リプ欄

371 女性 口コミ

373 女性 調べ上げる

378 女性 自ら検索

383 女性 ネットで調べる

385 女性 新聞やニュースを隈なくチェックした

386 女性 googleで口コミを調べた

391 女性 色々な情報と比べる

393 女性 テレビやサイトなどを見た

394 女性 検索をかける

396 女性 本当にこの店に探してる商品が売っているかどうか

397 女性 友達にきく

398 女性 自分で調べた

406 女性 ネットで調べた

410 女性 実際に試す

413 女性 様々な新聞の主張や意見を比べたりした

414 女性 本人にDMをした

416 女性 情報の発信元を探る

417 女性 ネット検索

419 女性 インターネットで調べる

428 女性 実際にやってみる

429 女性 違うサイトやテレビなど

433 女性 他の人に聞く

434 女性 Twitterで拡散された情報とテレビのニュースを見比べた

436 女性 他のサイトと比べる。

437 女性 専門書

439 女性 ニュース

445 女性 他のSNSを見る

448 女性 ツイッター

449 女性 口コミサイトを調べた。

453 女性 実際に見に行った

457 女性 様々なサイトを開いて最も意見の多い方を真とした。

461 女性 ネットで検索専門書で確認

462 女性 インターネットで検索する。

463 女性 忘れました

466 女性 ありとあらゆる記述を見る

467 女性 えごさ

481 女性 複数のニュースサイトやソーシャルメディア、公的機関の出している信頼出来る情報などを調べた。

487 女性 いろいろな角度から検索

490 女性 様々なサイトの情報を照合した公的機関の情報を見た

491 女性 SNS内やポータルサイトで検索する

492 女性 テレビをみる

494 女性 調べる

495 女性 ネットで調べて同じことが書いてあるかをみる

496 女性 googleで話題のワードを検索し同じような内容の記事がたくさん出てくるか確かめる。

501 女性 友人に直接聞く

504 女性 しらべた

505 女性 テレビやインターネットで調べた

507 女性 ツイートのリプライ欄を見て、デマであることを知った
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512 女性 その情報の色々な人の意見を検索

514 女性 試した

517 女性 公式を調べた

519 女性 ウェブ検索

520 女性 色々なサイトを見た

521 女性 ネットや人に聞いて複数行う

530 女性 ネットで調べる

533 女性 覚えてはいない

535 女性 Google検索

537 女性 ネット

541 女性 聞いた

545 女性 ネットで調べた

548 女性 偽ニュース

553 女性 検索をかけて真偽を調べた

555 女性 詳しく調べる

557 女性 検索 本

561 女性 調べる

566 女性 Googleマップなど

569 女性 他のツイートやニュース記事を見る

575 女性 いろんなサイトで調べる

576 女性 Googleで調べる

577 女性 ググった

578 女性 本人に聞いた

583 女性 聞く

589 女性 とある歌い手の東京ドームでライブをやるという噂を聞いたから本人のTwitterやサイトみたりした。

591 女性 忘れた

594 女性 実際に詳しい人に聞く

595 女性 文章

598 女性 ネットで検索

599 女性 図書でしらべた

600 女性 公式サイト

602 女性 公式のホームページ

603 女性 テレビやラジオで見る他のインターネットサイトを見る

606 女性 色んな人の意見を聞いたりして

608 女性 検索サイトで検索をかけた

610 女性 検索して調べる

616 女性 自分の目や、新聞・テレビ・ネットニュースなどで取り上げられているか確認する。情報を鵜呑みにしない

621 女性 Googleでいろいろな記事を見た

623 女性 コメントとかしている人達や、テレビ

624 女性 周りの人に聞いたりほかのサイトで調べた

631 女性 ほんとうに地震が起きたかどうか

634 女性 対立した意見をそれぞれ調べて擦り合わせる

635 女性 Google検索

637 女性 ウェブ検索する

639 女性 他のもので調べる

640 女性 実際に先生に確認

647 女性 テレビなどで確認した。

648 女性 ニュースの解説を聞く

654 女性 本

655 女性 Twitterなど意外で検索をかけて他のサイトなどを見て調べた

658 女性 ツイート

659 女性 検索

664 女性 複数の情報を得た

672 女性 実際にやってみた

673 女性 自分でもしらべる

677 女性 他のサイトも見る

678 女性 友人や家族などにきくテレビでしてたら見る

690 女性 ニュースサイトの速報

691 女性 おぼえていない

692 女性 Yahooや、グーグルで～は本当なのかと検索してたしかめました。

696 女性 他のニュースサイトを見る
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697 女性 人に聞く

698 女性 リプを見たとき本当かわからないことが書いてあったとき

699 女性 いろんな所のサイトを見て

701 女性 いろんなサイトを見た

707 女性 ネット

708 女性 インターネット

709 女性 自分で調べた

717 女性 様々なサイトを見比べる

718 女性 他のサイトで調べる

719 女性 インターネットで調べる

721 女性 ほかに友達とかに聞く！

722 女性 情報収集をした

724 女性 他でも調べた

725 女性 ネットで調べた

731 女性 色々なサイトで見比べた

732 女性 実際に現地の人に電話した

735 女性 インターネットでワードを調べてみる

743 女性 公式のウェブサイトを見た

744 女性 わすれた

745 女性 インターネットで調べた

746 女性 いろんなメディアで調べると

751 女性 わすれた

753 女性 たくさんの人の投稿を見た

754 女性 図書館

758 女性 ある事例について実際に検証したことがある

759 女性 聞く

761 女性 電話

762 女性 色々な人に聞く

763 女性 いろんなサイトを確認する

765 女性 他のものを見る

767 女性 様々なサイトを見比べた。

768 女性 検索した

769 女性 忘れた

770 女性 他のツイートも見る

771 女性 ネットで検索

773 女性 ネットで調べた

774 女性 忘れた

775 女性 関連の公式サイトを探す

776 女性 調べて

777 女性 Googleで検索

781 女性 色々なところから情報を得た。

783 女性 大元のサイトなど

789 女性 インターネットで様々なサイトを見た

793 女性 検索

795 女性 色々なサイトを見て比較しまくりました。

796 女性 検索をかけて色々な人の声を聞いた

797 女性 さまざまなメディアを見比べた

801 女性 しらべた

815 女性 実際にそのニュースが本当か公式サイトとか調べたりしてみた

818 女性 インターネットで調べる

819 女性 情報元の確認

824 女性 Googleで検索した

827 女性 出典元や情報元を探る。


