
友達や家族と一緒に
　　　必要な力を身に付けよう！
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このノートの使い方も　く　じ

7 8

個人情報の掲載

　インターネット上で、他人

の個人情報を公開しており、

誰もが見ることができる状

態である。

　インターネット上で、自分

の住所と友達の住所が書い

てある郵便物を公開してい

る。

このあと、どのようなトラブルが起きると思いますか。

ＳＮＳに書き込むときには、どのようなことに気を付ければいいですか。

学校から 家庭から

100%

友達を紹介します！
関東　良子　かんとう　よしこ
△△中学校△年△組　
＊-1クラス
身長：小さめ
顔：小顔、メガネ、かわいい、
髪きれい
性格：さっぱり、男子みたい
見た目ちゃらそーだけど、おも
しろい

東京　花子
@＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
△△小→△△中　3年LJC

プロフィール

書き込みの内容

100%

模擬試験結果が届いた！友達と
の差がすごいあって、諦めそう
…　でも高校行くんだ ！！

東京　花子
@＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
△△小→△△中　15の代

プロフィール

書き込みの内容

資 料 資料から何が分かりますか。

これからどうすればよいですか。 学校から 家庭から

　学校の先生からコメントを書い

ていただいたり、家の人に自分の

考えを伝え、その考えに対するメッ

セージを書いてもらいましょう。

　資料から分かったことを踏まえ、

私たちは何に気を付ければよいの

か、どのように行動すればよいの

か、自分の考えを書きましょう。

　統計資料や事例などを

読み取り、様々な問題を

把握しよう。

　資料から分かったこと

や問題だと思ったことを

書きましょう。

このノートの使い方
はじめに

学習のページ
個人情報の掲載
不適切な書き込み
個人に対する攻撃
安易な書き込みとその影響
学習のまとめ

資料
　■インターネットにおけるコミュニケーションの特性

　■フィルタリングの設定

　■無料通話アプリでのトラブル等の紹介

いじめにあったときの相談先
学校できめたルールをかこう
家庭できめたルールをかこう
振り返り
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はじめに 資料から何が分かりますか。

これからどうすれば良いと思いますか。

　スマートフォン等はとても便利な道具であり、インターネットを通じて、
ゲームや音楽などを楽しむこともできます。しかし、使い方に気を付けな
いと、様々な問題が発生します。

　インターネットやスマートフォン、ＳＮＳ等の利用時間や、利用する場所などにつ
いて、家庭等でルールを決めているかどうかの結果です。

※平成26年度「インターネット・携帯電話利用に関する実態調査報告書（東京都教育委員会）」から作成

　特に、ＳＮＳの利用時間を調査した結果です。
※平成26年度「インターネット・携帯電話利用に関する実態調査報告書（東京都教育委員会）」から作成

　スマートフォン等を普段使っている時間と正答率の関係を調査した結果です。
※平成26年度「全国学力・学習状況調査（中学校）」（文部科学省）から作成

■家庭等でルールを決めているか

■スマートフォン等の使用時間と学力の関係

特別支援
30.6%
59.7%
9.7%

高 校
11.4%
88.0%
0.7%

中学校
31.0%
68.2%
0.8%

小学校
49.4%
46.2%
4.5%

決めている
決めていない
無回答

■ＳＮＳの利用時間について
特別支援高 校中学校小学校

21.6%

13.8%

26.7%

40.0%

19.3%

26.8%

12.0%

8.3%

SNSを一日当たり
3時間以上利用する
SNSを午後10時以降
も利用している

～30分 ～1時間 ～2時間 ～3時間 ～4時間 ～4時間以上

平
均
正
答
率
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国語B
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（参考）ＳＮＳ東京ルール
一日の利用時間と終了時刻を決めて使おう。1
自宅でスマホを使わない日をつくろう。2
必ずフィルタリングを付けて利用しよう。3
自分や他者の個人情報を載せないようにしよう。4
送信前には、相手の気持ちを考えて読み返そう。5 学習のページ

インターネットを
正しくつかうための力を
身に付けましょう。

家庭や学校には、どのようなルールがありますか。

もし、ルールがなかったら、どのようなトラブルが起きるでしょうか。
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書き込みの内容
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不適切な書き込み

　インターネット上で、線路

に立ち入っている写真等を

公開し、誰もが見ることがで

きるようにしている。

　インターネット上で、お酒

を飲んでいる写真等を公開

し、誰もが見ることができる

ようにしている。

事例の二人は、この後、インターネット上でたくさんの人から批判
を受けました。何が問題だったのでしょうか。考えましょう。

学校から 家庭から

100%

とりあえずお疲れ様です。むっ
ちゃ疲れた（。-_-。）でもち
ょー楽しかった（笑） 一度公開された書き込みは容易に消すことができません。

将来、どのような問題が起こると思いますか。

東京　太郎
@＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
△△中→△△高校

プロフィール

書き込みの内容

100%

のーみー 昨日○○に会って呑
みした
沢山迷惑かけたけど、ひっさび
さにお腹痛いほど笑ったし

関東　花子
@＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
△△中→△△高校

プロフィール

書き込みの内容
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個人に対する攻撃 もし、自分がこのような書き込みをされたら、どう思いますか。

もし、このような書き込みを見つけたら、どうすれば良いと思いますか。

学校から 家庭から

100%

なにかと思ったら
A組の東京太郎が関東花子にコ
クったらしいんだよね
2016年4月23日-16：42

─────────────────
まじきもい　おーい、3年A組6
番の東京太郎くーん！自分の顔
を鏡で見たことあるの？www
2016年4月23日-17：32

─────────────────
きもい東京太郎に、コクられた
花子ちゃんもかわいそう
2016年4月23日-18：03

─────────────────

100%

とりあえずこいつうざい　聞い
ててむかついてくる　自分が正
しいとでも思ってんのか

東京　花子
@＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
△△中→△△高校　1年

プロフィール

書き込みの内容

　SNSを使っていたら、こ

のような書き込みを見つけ

た。

　SNSを使っていたら、写

真とともにこのような書き

込みを見つけた。
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安易な書き込みとその影響 この事例の問題点は何でしょうか。

学校から 家庭から

もしもインターネット上で、あなたについて正しくない情報を
書き込まれたら、あなたはどのように行動しますか。

　花子さんは自分のブログに様々な店で食べた料理の写真や味、店の雰

囲気などを書き続けていました。今では、「グルメサイト」として大人

気のブログになりました。

　ある日、自宅の近くに新しいラーメン屋ができました。ネットで検索

すると、高級食材を使っており、夕方には売り切れてしまうほどの人気

店であることが分かりました。

　興味をもった花子さんは、翌日その店に寄って

みましたが、すでにラーメンは売り切れていまし

た。さらに、お店の人から、「うちは学生相手の

商売はしないよ。」と言われた花子さんは、ラー

メンが食べられなかったことと、店主の一言で不

愉快になりました。

　その夜、もう一度ラーメン屋をネット検索していた花子さんは、同じ

ように食べられなかった不満や接客が良くないといった書き込みをいく

つも発見しました。その書き込みを見ているうちに花子さんも不愉快な

気持ちがよみがえり、自分のブログに「たいしておいしくない」と悪い

評価を書き込みました。

　数か月後、花子さんは、あのラーメン屋が閉店するという書き込みを

発見しました。いくつかのグルメサイトで悪い評

価が書き込まれ、炎上した結果、経営がうまくい

かなくなってしまったようです。

　また、ラーメン屋の経営者が、根拠のない書き

込みをしたグルメサイトに損害賠償を請求すると

いう噂を聞き、花子さんは不安になりました。
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学習のまとめ

資料
・ 保護者・教員のための資料
・ 学校で決めたルール
・ 家庭で決めたルール
・ １年間の振り返り

インターネットで書き込んだり、写真を掲載したりするときに、
気を付けなければいけないことは何だと思いますか。

インターネットを使ってコミュニケーションをするとき、
気を付けなければいけないことは何だと思いますか。
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インターネットにおけるコミュニケーションの特性

❶世界中の人が見ることができる

ネットへの書き込みやアップロードした写真などは、

世界中からいつでも見ることができます。

「カギをかけているから」と安心していても、その中

の誰かが転送すれば、世界中に公開されてしまいます。

❷一度出回った情報は絶対に消せない

インターネットに書き込んだ情報や、アップロードし

た写真等は絶対に消えません。そして調べれば誰が書

き込んだか、容易に分かる仕組みをもっています。「こ

の書き込みは将来自分にとってマイナスにならない

か？」ということを常に考えて発信します。

❸情報をそのまま信じてはいけない

ネット上には誰でも情報を書き込めるため、いい加減

な情報や相手をだまそうとする情報もあります。必ず複

数のページで調べ、本や新聞など別のメディアでも確認

します。

❹面と向かって言えないことは書かない

ネットでのコミュニケーションは、顔が見えないため

誤解が生じます。対面のコミュニケーションや電話を大

切にするよう心がけます。

ネットでは、誤解やトラブルが起こりやすい仕組みを

使っていることを意識し、時には無視をするなど冷静に

対応することが必要です。

フィルタリングの設定

●フィルタリングを設定することについて
犯罪・トラブルに巻き込まれないため、フィルタリングを設定することが大切です。

●フィルタリングを確実に設定するためには、販売店に相談しましょう。

→フィルタリングをかけながら、個別のアプリの使用を認めることが可能です。

フィルタリングがアプリをブロック
する画面（再現）

100%

（出典）江戸川大学情報文化学科　玉田和恵教授の資料より作成

フィルタリングの機能

複雑化するフィルタリングとその対処

ブロック画面の紹介

○ホームページへ
　アクセスさせない機能

子供が見ることが
ふさわしくない情報に
アクセスさせない。

子供がインストールした
アプリを許可無く
使用させない。

フィルタリング

○使用を認めていないアプリを
　起動させない機能

フィルタリング

フィルタリングを
外して、好きなアプリを
自由に使いたい。

保護者子供

考慮すべきことが多く、きちんと設定できているか不安
①携帯電話とスマートフォンでは、設定の仕方が異なる。
②Android（アンドロイド）とiphone（アイフォン）等、OSにより、設定の
考え方が異なる。
③ペアレンタルコントロールという機能もフィルタリングとほぼ同等の機
能をもつ。また、使用時間を制限できる（機種ごとに異なる）。
④電話回線と無線LAN環境（Wi-Fi）によって、設定方法や効果が異なる。
⑤携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、フィルタリングを設定
する義務を負う。

携帯電話会社の販売店に行き、その機種に最適なフィルタリングを設定し
てもらったり、相談したりすることがよい。また制限対象のものを個別に利用
させる場合には、カスタマイズの方法についても相談することがよい。

対 処
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無料通話アプリでのトラブル等の紹介

❶スタンプによる嫌がらせ（スタ爆・スタ連）
●無料通話アプリにはスタンプとよばれるテキストメッ

セージに挿入できるイラストがある。
●ワンタッチで相手に送信ができる。
●スタ爆とは、スタンプ爆弾（爆撃）の略称である。
●複数の人が、一斉にスタンプを連投し、連続して通知

することにより、相手の機器が操作できなくなるとい

うトラブルが発生することがあり、いじめにもつなが

る。

❷QRコード交換掲示板
●無料通話アプリでは、やり取りをしたい相手のIDや

QRコードが分かれば、相手を友達として登録するこ

とができる。
●悪意のある人物から連絡が来ることもあり、このこと

をきっかけとして、犯罪に巻き込まれてしまう可能性

がある。

100%

100%

いじめにあったときの連絡先

学校で、友達や先生について、ひとりで悩んでいませんか？
クラスの中で無視されて、もう学校なんか行きたくないなぁ・・・。
筆箱や持ち物を隠されたりするんだ・・・先生には言えないよ・・・。

通りがかりに叩かれたり、蹴られたり・・・もうイヤだ！

そんな時は、どうぞこちらへ相談を！

東京都教育相談センター

東京都いじめ相談ホットライン

0120-53-8288
（24時間受付）

な や み

いじめで困ったり、自分や友人の安全に不安があったりしたら、
一人で悩まず、いつでもすぐ電話で相談してください。

２４時間子供SOSダイヤル
文部科学省

言おう

0570-0-78310
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学校できめたルールをかこう 家庭できめたルールをかこう

学校のルールを
守っていこうね！

■ 人の悪口は書かない

■ 自分以外の人が写っている写真を勝手に載せない

■ インターネットをやりすぎずに、○○時までには寝る

■ インターネットで知り合った人と会う約束はしない

■ 親の許可なくアプリをダウンロードしない

　　　  　※「ファミリeルール」講座　グループワークテキストより

家庭でのルール例

ルール①

ルール②

ルール③

ルール④

ルール⑤

ルール①

ルール②

ルール③

ルール④

ルール⑤
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学校から 家庭から

振り返り

一日の利用時間と終了時刻を決めてから
使うことができたか。

項目 チェック

1
自宅でスマホを使わない日を
つくることができたか。2
フィルタリングを付けて利用できたか。3
自分や他者の個人情報を載せなかったか。4
送信前には、相手の気持ちを考えて
読み返すことができたか。5

平成 27 年度 情報モラル教育補助教材作成委員会
　委員長　江戸川大学メディアコミュニケーション学部 情報文化学科　教授　玉田　和恵
　委員　　文京区立湯島小学校　　　　校長　原　　香織
　委員　　多摩市立多摩中学校　　　　校長　前島　正明
　委員　　東京都立足立新田高等学校　校長　雨森　義勝
　委員　　東京都立東大和南高等学校　校長　小倉　良之
　委員　　東京都立足立特別支援学校　校長　高橋　　馨
　委員　　台東区教育委員会　指導課長　　　　　屋代　弘一
　委員　　国立市教育委員会　教育支援指導課長　金子　真吾
　委員　　東京都青少年・治安対策本部総合対策部　青少年担当課長　堀川　勝史
　委員　　東京都教育庁指導部　　　　　　　主任指導主事　　児玉　大祐

東京都教育委員会印刷物登録
平成２８年度第2号　平成２８年５月
編集・発行 東京都教育庁指導部指導企画課
所 在 地 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号
電 　 話 ０３－５３２０－６８４８
編集協力 パール商事株式会社
印 　 刷 ライト印刷株式会社

（中学・高校用）

情報モラル教育補助教材
ＳＮＳ東京ノート Ⅲ


