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ケータイ・インターネットの歩き方２「SNS編」 

～被害者にも、加害者にもならないために～ 

2017年 4月 10日版 

 

１．SNSって？ 

みなさんがよくインターネットで利用するメッセージアプリ、写真（動画）共有、つぶ

やきなど、様々な人たちと自由に交流できるWebサイトやアプリケーション（以下「アプ

リ」）を、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）と呼びます。 

SNSは、これまで出会うことがなかった遠くの地域の人や同じ趣味を持つ人、年齢の違

う人たちとも自由なやり取りができる、とても魅力的なサービスです。しかしインターネ

ットでは、実際にやりとりをしている人がどんな人なのか分からずに交流することが出来

るため、悪意を持った人と知り合ってしまったり、トラブルや事件・犯罪に巻き込まれて

しまったりする可能性もあります。 

 

２．SNSのいろいろ 

①メッセージアプリ 

★メッセージアプリの書き込みは友だちだけしか見ることができないから、何を書いても

大丈夫？ 

 

メッセージアプリでの書き込みは、個人同士やグループに参加しているメンバーしか見

ることができないから安心と考えるのは間違いです。書き込みをコピーされて、SNSやメ

ールを通じて外部に公開されるおそれもあります。個人同士やグループ内であっても、友

だちや先生の悪口など、公に話すことができない内容を書き込むことは絶対に止めましょ

う。 

またグループ内でのやりとりが終わらず、困ってしまうようなことはありませんか。時

間や場所、自分や相手の状況に合ったコミュニケーションの仕方を工夫するようにしまし

ょう。 

 

②写真（動画）共有 

★その写真や動画、SNSにアップしても本当に平気？ 

  

写真や動画を SNSに投稿する場合、カメラや SNSの位置情報（GPS）をオン（つける）

にしていると、撮影した場所や投稿している場所が分かってしまいます。例えば、カメラ

の位置情報（GPS）をオンにしたまま自宅で撮影した写真を公開すると、簡単に自宅を特

定されてしまい、犯罪などに巻き込まれるおそれもあります。写真や動画を SNSに投稿す
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る場合は、カメラの位置情報（GPS）を必ずオフにするとともに、必要のない限り SNS

の位置情報（GPS）もつけないように心掛けましょう。 

また、スマートフォン（以下「スマホ」）やケータイで気軽に写真や動画を投稿しがちで

すが、キスをしている写真や飲酒、喫煙など不適切な行為の写真を投稿すると、既にコピ

ーや転載がされていれば、写真をインターネット上から完全に削除できずに残ってしまい、

「写真を上げなければよかった」と後悔することになります。また、一緒に写真に写って

いる人の肖像権や写したものの著作権なども侵害しないように、十分に気を付けて投稿す

るようにしましょう。 

 

③つぶやき 

★たかがつぶやきだから嘘を書いても問題ない？ 

 

つぶやきの内容は、全世界の人が見ることができます。過去の記事でも、インターネッ

ト上に公開されていればいつでも見ることができます。「お酒を飲んだ」、「タバコを吸った」

といった内容を SNSに書いた場合、実際にはしていなかったとしても、それを読んだ全て

の人に「あなたがそういうことをした」という事実として伝わります。学校に連絡されて

注意を受けることになったり、内容によっては警察に補導されたりすることもあります。 

「面白そうだから」、「みんなを驚かせたかったから」、「大人びたことをしてカッコつけ

たかったから」といった安易な気持ちで書かないように肝に銘じておきましょう。 

 

④ゲーム攻略サイト 

★ネットでゲームの攻略情報発見！これでさらにポイントゲット!? 

 

ゲームの裏技には、不正な操作や改ざんを行う方法が含まれている場合があります。こ

れらの行為は刑罰の対象になることもあるので、すぐに情報に飛びつかず、判断が難しけ

れば身近な大人や詳しい人に相談しましょう。 

またゲームの利用規約などでは、通常、不正な操作や改ざん、それらを行う方法の公開

を禁止しています。さらに、不正アクセスの方法を公開することは他人に禁止行為を勧め

ることになり、刑罰の対象になる可能性もありますので注意が必要です。 

 

３．SNSで注意すること 

～被害者にも加害者にもならないために～ 

① SNSは同じ趣味や価値観の人が集まる場所だから大丈夫!? 

会員制の SNSでもいろいろな価値観の様々な年代の人が参加しています。また、興味も

ないのに悪いことに利用するためだけに SNSに登録する人もいます。 

したがって、SNSの利用規約や注意事項などを必ず読んで内容を理解してから、参加す
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るかどうかをじっくり考えましょう。判断が難しいときは、信頼できる身近な大人に相談

しましょう。 

信用できる SNSだと分かり入会を決めた場合には、会員になるために必要最低限の情報

を正しく入力して登録しましょう。その際は、年齢・性別を偽ってはいけません。ただし、

愛称やペンネームでもいい場合、名前は本名を入力する必要はありません。「必須」とされ

ている情報以外は入力をしないことも可能です。 

例え会員制の SNSであっても、どんな人が見ているか分かりません。常に警戒心をもっ

て、自分自身を守ることを忘れてはいけません。 

 

② メールアドレスや ID交換は会うためじゃない!? 

「直接やりとりしたいけど、メールアドレスだけなら大丈夫そう」、「メッセージアプリ

の IDなら問題ない」と考えるのは大間違いです。教えた相手があなたのメールアドレスや

IDを悪用しないという保証はどこにもありません。 

会うつもりがある・ないにかかわらず、SNSの中で知り合った人に、名前、年齢、住所、

電話番号、メールアドレス、顔写真、学校名などの個人を特定できる情報をメールやメッ

セージなどで気軽に教えたり、SNSで公開したりしてはいけません。一旦、誰かに知られ

てしまったら、知らない人が突然訪ねてくるなど、不安な日々を過ごすことになります。 

個人を直接特定できる情報でなくても、地域や日々の生活に関する投稿から、あなたが

どこの誰か特定できる場合もあります。また、「プロフィール」などの SNS の記載や友だ

ちによる投稿に名前や学校名があれば、様々な情報を総合してあなたを特定することがで

き、そこから危険が生じることもあります。 

投稿した情報がコピーされたり、転載されたりしてしまったら、それらの情報は二度と

削除することはできませんから、情報を公開する前に、自分の書き込む内容ひとつひとつ

に気を配るとともに、以前にどんな内容の投稿をしたかも思い出しながら、十分に気をつ

けて SNSを利用しましょう。 

 

③ 出会いっていけないの？ 

現実の世界では、見ず知らずの人に突然声をかけられてついて行くことが危険なのと同

じように、SNS上で知り合った面識のない相手に自分の情報を教えることや直接会うこと

はとても危険です。 

 他人から送られてきたメールを読んだり、写真を見たりしただけでは、相手がどんな

人なのか分かりません。悪意をもって SNS を利用する人は、悪意に気づかれないように、

性別や年齢を偽ったり、他人の写真を貼ったりして、疑いをもたれないように振舞います。 

 SNS上で得られる情報だけでは、本当のことは分かりません。相手が実際にどんな人で

どんなことを考えているのかを SNS上のやりとりだけで判断することは、とても難しいの

です。インターネットは悪い人たちにとっても便利な道具ですから、自分ひとりだけで判
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断しないで、友だちや兄弟姉妹、さらに信頼できる身近な大人に相談するようにしましょ

う。 

 

【こんなことにも注意しよう！】 

一般の SNSは、異性交際や恋愛の相手を探すことを目的とするものではありません。「彼

氏・彼女募集中」、「Ｈな人絡んで下さい」などの書き込みは、SNSのルールや利用規約な

どで禁止されているケースがほとんどです。またこのような書き込みをすると、投稿の削

除や退会などのペナルティを受ける場合もあります。 

 いわゆる出会い系サイトやアプリは異性交際を目的とするものですが、18歳未満は出会

い系サイトやアプリを利用することはできません。例え 18歳以上でも、18歳未満の異性

を誘う書き込みをすることは禁じられています。書き込みの内容によっては刑罰（100 万

円以下の罰金）が科されることもあります。 

 「中②女子です。彼氏募集中です」、「僕と付き合ってくれる高校生いませんか」などの

違反とされる書き込みは、決して書いてはいけません。また、それらの投稿を目にしたと

しても、それに決して応えてはいけません。 

 

④ 迷惑行為、デマ情報、犯罪予告の書き込みは犯罪!? 

デマを流す行為やあらしなどの迷惑行為、犯罪予告などは、刑罰の対象となることがあ

ります。自分では変なことは書いていないつもりでも、他の人から見たら問題がある内容

なのかもしれません。特に犯罪予告は、たとえ冗談やふざけて書いたとしても、内容によ

っては世間に大きな迷惑をかけるとともに、警察に逮捕されることもあります。 

SNSでは実名を使わずに投稿できるから誰が書き込みをしたか分からないだろうと考え

るのは大間違いです。通信の特性上、きちんと調べれば書き込んだ人を特定することがで

きますので、あなたが書き込んだことはすぐにばれてしまいます。 

 

【こんなことにも注意しよう！】 

内容自体に特に問題がなくても、偶然、削除対象になっている言葉を使ったために自分

の書いた投稿が消されてしまうこともあります。Web サイトやアプリの管理者は、自分の

管理するWebサイトやアプリ内の投稿内容について責任を問われる場合があるため、どう

いった投稿を残し、または削除するのかという判断をしながら運営しています。自分の書

いた投稿がなぜ削除されたのかが分からなければ、Web サイトやアプリの管理者に問合せ

てみてもよいでしょう。回答によっては、自分の投稿のどこが悪かったのか分かる場合も

あります。 

 

⑤ 情報発信をする際はいろいろなことに注意しよう！ 

SNSでは日記を書いたり、小説を投稿したりすることもできます。インターネットは世
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界中で利用されていますので、SNSに投稿するということは、テレビや新聞、雑誌と同じ

ように、世界中で不特定多数の人に見られる可能性があるということです。 

「誰が見るか分からない」ということを十分に理解して利用することが、情報発信の際

の重要なポイントとなります。特に以下の点に注意しましょう。 

・ 不快な表現・不適切な表現をしてはいけません。公共の場ということを理解しましょう。 

・ 自分の意見・主張として書いたつもりでも、反対の考えを持っている人とトラブルにな

ることもあります。様々な考え・価値観の人がいることを理解しておきましょう。 

・ 著作権についての知識を持ちましょう。自分以外の誰かが作った音楽やイラストなどの

作品（著作物）には、それを作った人に著作権があります。いくら気に入った音楽など

でも、他人の著作物を無断で使用して著作権を侵害しないようにしましょう。もし自分

の作品が見ず知らずの第三者に勝手に利用されたら、どんな気持ちになるかを考えてみ

ましょう。どうしても他人の作った音楽やイラストなどを利用したい場合には、それを

作った人（著作権者）や管理団体から必ず許可を取るようにしてください。 

・ プライバシー権や肖像権についても知識を持ちましょう。プライバシー権とは、他人に

知られたくない私生活上のことを、勝手に明らかにされない権利のことです。また、肖

像権とは、人の顔や全身などの姿を勝手に撮影されない、または撮影されたものを公開

されない権利のことです。他人のプライバシーに関わる情報や、顔写真などを許可なく

勝手に公開してはいけません。また、芸能人やスポーツ選手などの有名人は、パブリシ

ティー権という権利の保護を受ける場合もありますので、たとえ自分では応援・宣伝し

てあげるつもりでも、相手にとっては迷惑だったり、権利を侵害したりしていることも

あり得ますので、その点も注意しましょう。 

 

【こんなことにも注意しよう！】 

無料で音楽などをダウンロードできるWebサイトやアプリがありますが、ダウンロード

したものをどのように使ってもいいわけではありません。お金を払ってダウンロードをし

たからといって、それを SNSなどに勝手にアップロードすることまで認められているわけ

ではありません。特に記載がない限り、勝手に使えないと思っておいた方がいいでしょう。

友達や SNS上の人たちがやっていたとしても、無断で使用してよいということにはなりま

せんので注意が必要です。 

また、SNSに音楽などの違法アップロードをリクエストすることは、あなたが誰かに違

法行為を促しているということになるので絶対にやめましょう。さらに違法にアップロー

ドされていると知っていたにも関わらずダウンロードすることは、違法行為となります。

ダウンロードをする際には、きちんと許可を得て掲載されているものか確認するようにし

ましょう。許可を得ているかどうかを確認するためには、例えば、以下の許諾番号やマー

クが参考になります。 

・楽曲、映像、歌詞、楽譜の場合： JASRAC許諾番号 や Ｌマーク など 
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４．スマホやケータイもパソコンといっしょ！ 

 

スマホやケータイは、ポケットに入るくらい小さいけれど、いつでもどこでもインター

ネットに接続でき、写真や情報を送ることができます。また、SNSにアクセスして世界中

の人とコミュニケーションを取ることで、共通の趣味の仲間をつくったり、大勢の人たち

と意見交換や情報交換をしたりすることができます。その他にも音楽や映像、小説や詩な

ど自分が創った作品を多くの人に見てもらうこともできます。 

 このようにスマホやケータイは、パソコンと同じようにインターネットを利用すること

ができますが、一方で、パソコンと違っていつでもどこでも持ち歩けて、気軽に使うこと

ができます。それだけに安易な投稿をしないよう、スマホやケータイを利用する場合は、

パソコン以上に注意して、世界中の人から見られる可能性があることを十分意識しておく

必要があります。 

インターネットを利用する上で、被害者にも加害者にもならない、上手な使い手になり

ましょう。 
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「コミュニティサイト（SNS）を考えよう」 学習指導案 

１ 学年 小学校第６学年  

２ 本時のねらい 

○コミュニティサイトの利用の仕方を間違えると，被害者にも加害者にもなってしまう 

 ことを知る。 

○プロフや SNS などに，個人情報を公開することは危険な行為であることを知り，気軽

に 

 個人情報を公開しない態度を身につける。 

○ブログや掲示板などに書き込みをする上で問題となる事例について知り，マナーに気

を 

 つけて使おうとする態度を身につける。 

３ 資料名 ケータイ・インターネットの歩き方２「SNS編」ショート・ビデオ集 

      （一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構制作） 

４ 本時の展開（４５分） 

配時 学 習 活 動 留 意 点 （・）と 評 価 （◇） 

導入 

５ 

１．本時の学習課題を知る。 

○会話や電話，手紙などでのコミュニケ

ーションについて，楽しかった経験を出

し合う。 

○事例アニメ（コミュニティサイトっ

て？）を見て，携帯電話でのコミュニテ

ィサイトの利用の仕方を考える時間で

あることを知る。 

 

・友だちや家族とのコミュニケーションの

楽しさを想起させる。 

 

・普段の生活では出会うことのできない人

とも自由に交流できる良さがある反面，問

題もありそうなことに気付かせる。 

 

◇本時の課題に気付いたか。（態度） 

展開 

３０ 

(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．コミュニティサイトによる個人情報

の流出について考える。 

(1)事例アニメ（プロフ）を見て，考え

る。 

○本名を書かなければ「安全を守れる」

「守れない」のどちらかを選択する。（ワ

ークシート） 

○「守れない」を選択した人から，そう

考えた理由を聞く。 

○事例アニメ（プロフ）の続きを見る。 

(2)事例アニメ（ミニメ）を見て，考え

る。 

※児童の実態に応じて，プロフやミニメな

どのしくみを補足する。 

・「プロフって本名さえ書かかければ自分

の安全は守れるはずだよね？」の吹き出し

が表示されたところで一時停止する。 

 

・本名でなくても，写真や学校名などから

も個人が特定されるという発言を取り上

げる。 

・「ＳＮＳミニメは知っている友達だけだ

し，会員しか入れないから大丈夫だよね」

の吹き出しが表示されたところで一時停
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(15) 

○会員だけだから「大丈夫（安心）」 

「大丈夫（安心）ではない」のどちらか

を選択する。（ワークシート） 

○「大丈夫（安心）ではない」を選択し

た人から，そう考えた理由を聞く。 

○事例アニメ（プロフ）の続きを見る。 

(3)事例アニメ（注意すること①，②）

を見て，ワークシートにまとめる。 

○まとめた内容を発表する。 

 

３．コミュニティサイトによる書き込み

について考える。 

(1)事例アニメ（日記・ブログ）を見て

考える。 

○「お酒を飲んだこと」を公開したら，

どんなことが起こりそうか，予想してワ

ークシートに記入する。 

○考えを発表する。 

○事例アニメ（日記・ブログ）の続きを

見る。 

(2)事例アニメ（掲示板・コメント）を

見て考える。 

○コメントが消された理由を考えワー

クシートに記入する。 

○考えを発表する。 

○事例アニメ（（掲示板・コメント）の

続きを見る。 

(3)事例アニメ（注意すること④）を見

て，ワークシートにまとめる。 

○まとめた内容を発表する。 

 

止する。 

・どんな人が登録しているか分からないと

いう発言を取り上げる。 

 

◇コミュニティサイトはいろいろな人が

見ており，個人情報を載せることで被害を

受ける危険があることに気付いたか。（ワ

ークシート） 

 

 

 

 

・「宿題終わってホッとひと息・・・」の

吹き出しが表示されたところで一時停止

する。 

 

 

・未成年であることや，多くの人が見てい

るという発言を取りあげる。 

 

・「あー，ほんと，消されてる！」の吹き

出しが表示されたところで一時停止する。 

・書き込みの内容に問題がありそうだとい

う発言を取りあげる。 

・自分の意見や主張として書いたつもりで

も、異なる考え方をする人とトラブルにな

ることも説明する。 

◇面白半分でやったとしても，迷惑行為，

デマ行為，犯罪予告の書き込みは犯罪とな

ることが理解できたか。 

（ワークシート） 

まとめ 

１０ 

 

４．本時の学習のまとめと振り返りをす

る。 

○事例アニメ（ケータイ・インターネッ

トもパソコンのインターネットといっ

しょ！）を見る。 

 

 

・コミュニティサイトを利用するときは，

被害者にも加害者にもならないように注

意する必要であることを確認する。 
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○コミュニティサイトを利用すること

になったら，心がけることをワークシー

トに記入する。 

○考えを発表する。 

・問題点だけでなく，いつでも，どこから

でも自由に交流したり，情報共有したりで

きる等，携帯電話でのコミュニケーション

の良い面についても説明する。 

◇コミュニティサイトの問題点に気付き，

正しく安全に利用しようとする態度が養

われたか。（発言，ワークシート） 

 



10 

 

 

（   ）月（   ）日 

コミュニティサイトを考えよう 

（    ）年（    ）組  名前（              ） 

１  プロフは，「名前さえ書かなければ自分の安全は守れる」と思いますか。 

    （  ）守れる  （  ）守れないこともある  （  ）わからない 

２  ＳＮＳミニメは，「友達だけだし，会員しか入れないから大丈夫（安心）」だと思いま

すか。 

    （  ）大丈夫（安心）  （  ）大丈夫（安心）ではない  （  ）わからない 

３ 「注意すること①，②」をみて，分かったことを書きましょう。 

 

 

４  ブログに「お酒を飲んだこと」を書くとどんなことが起こりそうですか。 

 

 

 

５  掲示板で「コメント」が消されたのは，なぜだと思いますか。 

 

 

 

６ 「注意すること④」をみて，分かったことを書きましょう。 

 

 

７ あなたがコミュニティサイトを利用することになった時，心がけることを書きましょ

う。 

 ワークシート 
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「コミュニティサイト（SNS）を考えよう」 学習指導案 

１ 学年 中学校第２学年  

２ 本時のねらい 

 ○コミュニティサイトの例を知る。 

 ○コミュニティサイトで情報を発信する際のルールやマナーについて考える。 

（ケータイ・インターネットを利用するとき被害者にも加害者にもならないようにす

る。） 

  ○コミュニティサイトでのコミュニケーションでは、相手の気持ちを考えて思いやりを 

もつことが大切であることに気付く。 

３ 資料名 ケータイ・インターネットの歩き方２「SNS編」ショート・ビデオ集 

   （一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構制作） 

４ 本時の展開（５０分） 

時配 学 習 活 動 留 意 点 （・）と 評 価 （◇） 

導入 

１０ 

１．コミュニケーションの方法を知る。 

○コミュニケーションをするのにどの

ような方法があるかを個人でワークシ

ートに記入する。 

 

 

 

２．インターネットに情報を載せる方法

を知る。 

○１で出された方法の中からインター

ネットに関係する方法がどれか問いか

ける。 

○１で出されたメール、ブログ、掲示板

の良い点を個人でワークシートに記入

する。 

グループで共有する。 

 

 

 

※利用コンテンツ 

 「１コミュニティサイトって」 

 

・いろいろな方法があることを引き出す。 

・多様な方法があることに気付かせ、ま

たそれぞれに長所や短所があることにも

触れる。 

 電話、メール、あいさつ、会話 

 手紙、ブログ、掲示板、ファックス 

 

 

・メール、ブログ、掲示板がインターネ

ットに関係する方法であることを引き出

す。 

良い点の例 

・出会うことがなかった人や年齢の違う

人と国や時間を越えてつながることがで

きる。 

・コミュニティサイトという言葉を説明

して、他にも多様な方法があることに気

付かせる。 

下記の８つをまず言葉だけ提示する。 

１）リアル（リアルブログ） 

２）プロフ（プロフィール） 

３）ミニメ（ＳＮＳミニメール） 
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４）掲示板・コメント 

５）日記・ブログ 

６）ホムペ（ホームページ） 

７）ゲームサイト 

８）アバター購入ポイント 

 

展開 

３０ 

３．コミュニティサイトを考える。 

○ショート・ビデオ２の中から時間に応

じて取り上げてそれぞれのコミュニテ

ィサイトを使う上で便利だと思うこと

や注意すること（問題点）を考える。 

※利用コンテンツ 

 「２コミュニティサイトのいろいろ」 

１）リアル（リアルブログ） 

２）プロフ（プロフィール） 

３）ミニメ（ＳＮＳミニメール） 

４）掲示板・コメント 

５）日記・ブログ 

６）ホムペ（ホームページ） 

７）ゲームサイト 

８）アバター購入ポイント 

※ 時間がない場合は、特に１）と３）

と４）と６）のみ見せる。 

（生徒に関心のある項目を選ばせても

よい。） 

 

 

・個人で考え，ワークシートに記入する。 

・グループで話し合う。 

○グループで１つの事例を選んでそれ

ぞれ発表する。 

 

応用 

○自分たちがあまり興味や関心、印象に

残らなかったビデオついての便利だと

思うことや注意することを考える。 

 

・順番に事例アニメを見せてワークシー

トに記入させる。 

・コミュニティサイトの問題点ばかりに

焦点をあてるのではなく、便利な点、良

い点があることを記入させる。 

 

便利なことの例 

・自由にいつでも交流できる 

・どこでも交流できる。 

・情報の共有ができる。 

（写真や動画など） 

・意見交換ができる 

 

問題点の例 

１）リアル（リアルブログ） 

・友達にしか教えていないから何を書い

てもいいということではない。リアルは

全世界の誰からでも見ることが可能であ

る。 

２）プロフ（プロフィール） 

・顔写真でも個人情報になる。学校名や

ニックネーム、リンクしている日記や掲

示板に書かれている情報からもあなたを

特定することが出来る場合がある。 

３）ミニメ（ＳＮＳミニメール） 

・ＳＮＳは紹介制で会員のみに限られた

環境だから安心と考えていたらいけな

い。大勢の人が加入しているサイトでは、

どのような人がいるかわからない。 



14 

 

・もう一度利用コンテンツを視聴してか

ら、個人で確認したりグループで話し合

ったりする。 

 

 

発展 

○個人またはグループで下記８項目に

ついて分担してどのようなものか調べ

それぞれの問題点をまとめて発表する。 

１）リアル（リアルブログ） 

２）プロフ（プロフィール） 

３）ミニメ（ＳＮＳミニメール） 

４）掲示板・コメント・トラックバック 

５）日記・ブログ 

６）ホムペ（ホームページ） 

７）ゲームサイト 

８）アバター購入ポイント 

４）掲示板・コメント 

・他人から見たら悪口やふざけた言い方

になってしまうことがある。削除された

り警察に調べられたりすることもある。 

５）日記・ブログ 

・リアルと同じように、ブログの内容は

全世界の人が見ることができる。著作者

と言うことを理解した後、自分が作文を

書いたり絵を描いたりしたりしたときの

場合を考える。 

６）ホムペ（ホームページ） 

・ほかの誰かが作った曲は、作った人が

著作権という権利を持っている。気に入

った曲でも勝手に自分のホムペに貼れな

い。 

７）ゲームサイト 

・ゲームの裏技には不正な改ざん方法が

含まれている場合がある。 

・判断が難しい場合は家族や大人の人に

相談する。それができないならその情報

サイトを閉じるようにする。 

８）アバター購入ポイント 

・友達のメアドを勝手に紹介ページに入

力することはやめる。また、仲のよい友

達から誘われても簡単に入会しない。 

◇コミュニティサイトの問題点について

自分なりに気付くことができている。 

（ワークシート，発言） 

  ※応用 

・それぞれ事例アニメを止め，ストーリ

ーの顛末を予想させることで，問題に気

付く力を育てる。（解説の前で止めて個人

で発表させる。その後解説を見せて理解

を深めさせる。） 
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まとめ 

１０ 

４．コミュニティサイトでこれから情報

を発信する時に気をつけていくことを

３つ考える。 

 

・個人で考え，ワークシートに記入する。 

・グループで話し合う。 

○発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足 

ルールを守って豊かな社会にすること

に気づき、考える。 

◇コミュニティサイトで情報を発信する

時に気をつけることについて自分なりに

書いている。 

（ワークシート，発言） 

●使う場所と時間を守る。 

●情報発信に責任を持つ。 

・自分勝手な内容にしない。 

・言葉使いに気をつける。 

・相手の気持ちを考える。 

・コミュニケーションの方法は様々あっ

て状況に応じて使い分ける。 

・ネット社会は匿名ではない。 

・著作権や肖像権についても気を付ける。 

・出会いの場に誘われても応えない。 

・迷惑行為、デマ情報、犯罪予告の書き

込みは犯罪になる。 

・情報が正しいかどうか自分で確かめる。 

・１つの情報だけで判断しない。 

・人のためになる役に立つ情報をのせる。 

 

・ケータイ・インターネットを利用する

ときには被害者にも加害者にもならない

ように正しく使うことを最後に説明す

る。 

・正しく使うと人と人のつながりを深め、

強めることができる。 

・「自分一人くらいは大丈夫」などと考え

ずに、世の中全体のことを考え、社会の

ルールをきちんと守って楽しむことの大

切さに気付かせる。 

また、一人一人が注意しながらコミュニ

ティサイトを活用することで、またそれ

をみんなが楽しむことができるようにな

り、豊かで文化的な社会を守っていくこ

とができることに気付かせる。 
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（   ）月（   ）日 

コミュニティサイトを考えよう 

（    ）年（    ）組  名前（              ） 

１  コミュニケーションするのにどのような方法があるかを書きましょう。 

 

 

２  メール、ブログ、掲示板の良い点を書きましょう。 

 

 

３  ショート・ビデオを見て問題だと思うことを書きましょう。 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

４ コミュニティサイトを使う上で気をつけることを３つ書きましょう。 

 

 

 

 

 

 １） 

  

２） 

 

３） 

 

 ワークシート 
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