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27 小
ピ タ ウ

【教材一覧表】

カテゴリ 番号 タイトル 校種 テーマ ミス・トラブルの概要 関連事項

情報検索

1 Webサイトの情報を活用しよう 中 ネットサーフィン Web丸写しのレポート提出 検索

2 こんなWebサイトに気をつけて 中高 ネットサーフィン 詐欺サイトに誘導された 検索、悪徳商法、個人情報

3 大人向けの情報に注意 小 ネットサーフィン アダルト情報を見た 検索

4 危険な商品に注意 中高
ネットサーフィン
ネットショッピング

違法薬物を購入 検索

情報発信

5 ブログの有効活用 中高
ブログ
掲示板

ブログの正しい利用方法例を紹介 書き込み

6 ネットで悪口は要注意 小 掲示板 友人の悪口を書いた 掲示板、誹謗中傷（悪口）

7 ネットで悪口が罪になる 小 ブログ お店の悪口を書いた 誹謗中傷（悪口）、書き込み

8 おもしろ半分では無責任 小 ブログ 友人についてウソを書いた 書き込み、うそ・デマ

9 うわさやデマを発信しない 中高 ブログ お店の悪口を書いた 書き込み、うそ・デマ

10 ネットいじめは人権侵害 小
カメラ
ネットいじめ

恥ずかしい写真の転送 いじめ、書き込み、肖像権、友だち

個人情報・著作権

11 住所や電話番号をおしえるのは慎重に 小 スパム・迷惑メール 怪しい懸賞に応募 個人情報、無料

12 個人情報は公開しない 中
プロフ
出会い系サイト

家族の個人情報を発信 個人情報、友だち

13 個人情報は大切なデータ 中高
ケータイ
メール
スパム・迷惑メール

友人の個人情報を教えた 個人情報、友だち

14 肖像権に気をつけて 小
ケータイ
カメラ
ブログ

友人の写真を無断公開 肖像権、ルール・マナー

15 チャットで個人情報は言わない 中高 ゲーム 電話番号を書き込み 個人情報

16 他人の絵や文章のコピーは要注意 中高 ブログ 雑誌の写真を無断コピー 著作権

17 ファイル共有ソフトは要注意 中高 ファイル共有ソフト 違法コピーをファイル共有 著作権

18 コピーしてもいいの？ 小
カメラ
ゲーム

ゲームソフトのコピー 著作権

携帯電話

19 マナーモード？それとも電源オフ？ 中高
ケータイ
カメラ
メール

正しい携帯電話の利用方法 ルール・マナー

20 ワン切りに気をつけて 中高
ケータイ
スパム・迷惑メール

ワン切りで会費請求された 詐欺

21 携帯電話で楽しむのもほどほどに 中高
ケータイ
ゲーム

料金が多額になった 請求

22 携帯電話をなくしたら利用停止。でも… 小 ケータイ 失くした携帯からいたずら 個人情報

23 ワンクリック不当請求に気をつけて 中高
ケータイ
出会い系サイト

ワンクリック詐欺にあった 請求

24 ネット上のあぶない出会い 中高
メール
出会い系サイト
コミュニティサイト

出会い系サイトにアクセス 個人情報、コミュニケーション

安全・健康

25 チェーンメールはカット 中高
メール
チェーンメール

チェーンメールを送った 友だち

26 スパムメールは無視 中高
スパム・迷惑メール
コンピューターウィルス

スパムに返信で被害拡大 セキュリティ

27 コンピュータウイルスに注意コンピュ タウイルスに注意 小
スパム・迷惑メール
コンピ タ ウィルスコン ュー ー ィルス

添付ファイルから感染添付ファイルから感染 セキュリティセキュリティ

28 他人になりすまして（パスワード） 小 メール 他人のIDでいたずらメール セキュリティ

29 ネット依存に注意 中高
ゲーム
ネット依存

ネット依存になった 依存症

消費生活安全

30 フィッシングサイトにつられるな 中高
ゲーム
フィッシングサイト

フィッシング詐欺にあった 詐欺、セキュリティ

31 スパイウェアに注意 中 スパイウェア 不注意にダウンロードした セキュリティ

32 とばく行為は禁止 高 インターネットカジノ 賭博サイトを開設した お金もうけ

33 ネズミ講は禁止 高 メール ねずみ講メールを送信 お金もうけ、悪徳商法

34 マルチ商法に注意 高 ネットサーフィン 怪しい組織に勧誘・加入 お金もうけ、悪徳商法

ネットショッピング

35 ネットショッピングの活用 中 ネットショッピング ネットショッピング利用の注意点を紹介 買い物

36 個人輸入は慎重に 高 ネットショッピング 違法モデルガンを注文 買い物

37 発注ミスに注意 中 ネットショッピング 注文数量を間違えた 買い物

38 ネットオークションの賢い利用方法 中 ネットオークション ネットオークション利用の注意点を紹介 買い物

39 契約は慎重に 中 ネットオークション 軽率な入札をした 買い物

40 雲隠れに注意 中 ネットショッピング 欠陥商品を買わされた 買い物

個人情報・著作権

41 モデル募集サイトにご用心 中高
ネットサーフィン
出会い系サイト

だまされて個人情報を発信 個人情報、詐欺

42 ケータイのコミュニティは慎重に 中
ケータイ
プロフ
コミュニティサイト

コミュニティーサイト登録で見ず知らずからのアクセス コミュニケーション

43 画像や動画の投稿は自由？ 中高 画像投稿サイト 著作権違反の画像投稿 著作権、肖像権、ルール・マナー、画像投稿

44 書き込みはリアル？ 中高
ケータイ
リアル

複数の情報を組み合わせて個人を特定 書き込み

45 著作権の尊重 中高 ファイル共有ソフト 著作権関連を理解するための解説 著作権

ネットショッピング
46 ネットで稼ぐ→落とし穴に注意 中高 アフィリエイト ネットではお金儲けも可能だが・・・ お金もうけ

47 無料につられたら… 小中
ケータイ
メール

無料の理由を理解して 無料

携帯電話

48 当番の仕事 小 メール メールの利用を絡めた道徳教材 友だち、ルール・マナー

49 友だちへのネットいじめ 中
ケータイ
掲示板
ネットいじめ

ネットいじめに関連した道徳教材 友だち、誹謗中傷（悪口）、書き込み、いじめ

50 ”ウチら”のルールとわが家のルール 小
ケータイ
メール

携帯電話利用のルールを絡めた道徳教材 友だち、ルール・マナー
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