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私たちは日々，メールを使って連絡し合い，
ファイルをやりとりし，インターネットで調べ
ものをしています。情報通信メディアは，正し
く使えばこれほど便利なものはありませんが，
「付き合い方」を間違えるととんでもない結果
を招くことになります。

コンピュータ・携帯電話等ネットワーク技術
の進化と普及によって，児童・生徒のネット社
会への参画も急速に広まっていて，もはや留ま
るところを知らない勢いです。

次から次へと新しい展開をみせる情報技術の
進歩は，便利さの一方で，次々に新しい問題や
トラブルも発生させています。今回の長崎県佐
世保市の事件のように，インターネット上のコ
ミュニケーションの行き違いから，思わぬ事件
に発展してしまうケースは珍しいことではあり
ません。また，溢れるばかりの情報が，精神的
に未成熟な児童・生徒に与える影響ははかりし
れないものがあります。

今や 「児童・生徒を有害情報から守れ」とい，
った防御的な指導の在り方も見直さなければな
らなくなっています。つまり，誤った関わり方
や関心の在りようによっては，児童・生徒が自
ら危険を招き，加害者となりうるおそれがある

ということです。
インターネットに象徴される時代の技術・文

化を児童・生徒の世界から排除するということ
はできません。学校や家庭ですべきことは，健

， ，全な人間関係を構築できる力 思いやりや感性
「 」 ，モラルを育てる 心の教育 をさらに充実させ

新しい技術・文化について正確な知識を学ばせ
ることです。また，それらの技術・文化と，節
度ある，賢い付き合い方ができるよう指導し，
児童・生徒が危険な「落とし穴」に近づき，そ
こに陥ることのないよう，手だてを講じること
です。

そのためには，まず教師・保護者が児童・生
徒のインターネット利用の実態，とりわけその
「影」の部分を知ることが急務と言えるでしょ
う。

児童・生徒にかかわる事件・事故の未然防止
とインターネット利用に関する指導の充実を図
るため 現在クローズアップされている問題 メ， （
ール・チャット・掲示板・ホームページ＝Ｗｅ
ｂページの利用等）にポイントを絞り，典型的
な事例・対策・指導例等を分かりやすく，コン
パクトにまとめました。

， 。学校現場での 積極的な活用をお願いします
平成１６年７月



知っていますか、こんなこと！！
ー 今、子どもたちはここまで進んでいます ー

メール
インターネットや携帯電話で，文字（顔文字）や符号を使い，会話を交換す

。 ， 。 。る 普通 ひとり対ひとりで行う 子どもたちは携帯メールが主流

顔文字 符号(^_^)(*^_^*)m(_ _)m…… ♪☆ *a¿©……

チャット

インターネット上に書き込みコーナー（部屋）が設けられ，文字で

短いメッセージをリアルタイムでやりとりする。大勢が同時にニックネーム

（ハンドルネーム）で参加。仮想人物になりすますことができる。

掲示板（ＢＢＳ）

インターネット上にメッセージを書き込むボードが設けられ，大勢がニック

ネームで参加し，テーマに沿って意見や感想を書き込む。他の人の書き込み

へのコメントを書くこともできる。だれでも書き込み可能なことが多い。

ホームページ（Ｗｅｂページ）

個人や団体が情報や画像を雑誌のように編集して，大きなコンピュータ（サ

ーバー）に送り，世界中のどこからでも見られるように公開したもの。商品

や情報などの販売目的（ネットショッピング）のものと無料で情報提供する

ものとがある。だれでも見られるページが多い。

ホームページも簡単に作れるサービスが無料で提供されている！

あらかじめフォームが決められたホームページが提供されている。

利用者の好みでアレンジが簡単にできる。

そこで行われていること

自分の「日記」を公開し 「意見」や「感想」をもらう。，

自分用の「掲示板」を持ち，書き込みによる「交流」や情報交換をする。

「チャット」でリアルタイムに文字で「おしゃべり」し 「交流」や情報交換をする。，

子どもにも簡単にできる

” ”ネットコミュニケーション



とっても便利なメールだが……

６年生の女の子たちが友達どうしでメルアド（メールアドレス）を教え合って

気軽にメールをやり取りして楽しんでいた。

ある時，ひとりが「あなたが好きな男の子との相性を占うので，内緒で好きな

子の名前を教えて」とメールを送ったところ，メルトモ（メール友達）のひとり

が，好きな男の子の名前を書き込んで送り返した。

ところが，内緒で送ったはずの男の子の名をみんなが知っていた 「占い」だ。

と信じて送ったのに，好きな男の子をみんなに暴露するためにふざけ半分でやっ

たことだとわかって，女の子はメールを送った子や友達を巻き込んで大喧嘩にな

ってしまった。

ちょっとした悪ふざけのつもりでやってしまったことが，大喧嘩に発展。他のメ

ルトモも一緒に喧嘩に巻き込まれて，みんなの仲が悪くなってしまった事例。

○メールをするときのマナーをしっかりと教える。

○遊び半分でやったことが相手を傷つけることを理解させる。

○メールでも，普段の生活と同じように，人の気持ちや立場を思い

やることが大事。

○行きすぎた行為は素直に謝罪させることも必要。

○第三者を話題にするのも，誤解やトラブルのもと。

中学１年生のもとに届いたチェーンメール。

「このメールを１０人以上に送ってください。１０人以上に送らなければ，あな

たは殺されます。実際に送らなかった人が殺されました 」。

「不幸のてがみ」と呼ばれるもののメール版です。

悪質ないたずらであることを説明し，このようなメールをもらった場合には，ただ

ちに削除してしまうように指導する。

また決して，自分がそのいたずらの輪に加わらないように指導する。

悪ふざけでトラブルになる（問題事例）

（ ）対策・指導例

チェーンメールでおどされる（問題事例）

（ ）対策・指導例



迷惑な広告メール！
これは「出会い系サイト」へ誘うメSubject: こんにちは、
ールの例。○美どぇ～す。-
面白半分でリンクをクリックしては---
いけない。こんちは，○美です。
脅迫メールやもっと迷惑なメールやお久しぶりぶり。憶
電話、葉書などが来るかも。えてますか？(‾∇‾+)
だれか分からない写真が添付されてキラキラキラ～♪かわ
いることも。いい写メが撮れたんで送るね。ココだ

よ。(☆Д☆)キラリーン♪
http://www.love&peace.com/c001

Ａ子さんの所に知らない人から英文のメールが来ました 「KACPUHMG.EXE」貼付フ。

ァイル(クリップマーク)がついていました。英文の内容はよく分かりませんが何かおもし

ろいゲームのようなのでコンピュータに保存して実行しました。

そのときは特に何も起こりませんでしたが，後で大勢の友達からあなたから来たメール

にウィルスがついていてコンピュータがちゃんと動かなくなったと言われました。

コンピュータ上で得体の知れないファイルを実行することは大変

危険です。コンピュータに寄生してパスワードやアドレス帳のメー

ルアドレスなど内部情報を外部に送ったり，コンピュータを破壊するような動作をするこ

ともあります。最近では実行しなくても開いただけで感染するウィルス(ワーム)も存在し

ています。ウィルス駆除ソフトを導入するなどの対策の他，心当たりのないメールは開か

ないで削除するようにすること。

●迷惑メールで宣伝する人たちには悪意がある。
●エッチなサイトや出会い系サイトに興味があ
っても絶対にやめておく。ひどい目に遭う。

●チェーンメールに書いてあることは「うそ」
か「デマ」のどちらかだけ。

●心当たりのないメール、意味の分からない添付
ファイルは開かずに削除するのが賢明。ウィル
スをうつされると友達にまで迷惑がかかる。

こんな落とし穴も！

迷惑な出会い系メール！

悪意のメールが来る

知っておきたい豆知識

（ ）対策・指導例



電子掲示板（ＢＢＳ）

ネットワークにある電子的な掲示板。

不特定多数に情報提供でき，自由に読み書きできる。

時間と場所を超えて，情報交換や連絡，交流ができ

る。

高校生のＢ子さんの家に，このところ知らない人から１日１００回近くも電話があ

り 「交際しよう」と言われました。いずれも「非通知」でした。気味は悪いし，家，

中睡眠不足になるしで悩んでいたある日，友達から「掲示板に載ってたね」と言われ

たのでびっくりしてＷｅｂページを見ました。そこに設けられた掲示板に，かわいい

アイコンとともにＢ子さんの実名・住所・電話番号・趣味それに「恋人募集中」など

と書き込まれていました。

Ｗｅｂページまたその掲示板には管理者が必ずいて，連絡先（メールアドレス）

などが書いてある。Ｂ子さん，または，保護者から管理者に連絡をとり，削除要請

を行う。

削除されない場合は，相手方が利用しているプロバイダに連絡を取り，削除を依

頼する。ひどいときには掲示板の廃止を依頼する。

いたずら電話が止まない時には，当面「非通知」の電話を着信拒否するようにし

たり，電話番号を変更する必要も出てくる。

保護者や先生と相談し，警察のハイテク犯罪担当に連絡を取る。

掲示板で知り合った人が誰な光の部分光の部分 影の部分
のかわからないことが多い。組織の内外と情報の交

ネチケット（ネットエチケット）を守換や蓄積，交流が容易にすばやくで

らなかったり，言葉が足りないと誤解きる。

や食い違いが起きやすく，多くの関

係者が傷つく場合がある。

個人情報を書き込まれた（問題事例）

（ ）対策・指導例



（ ）対策・指導例

， 「 」 。 ，書き込みに関係して 掲示板に うるせーばか 等と暴言を書かれる しかも

コピー→貼り付けでたくさん書かれる （下図参照）。

掲示板に書き込まれた「荒らし」の

例

書き込みに関連して，暴言を書き込んで，人を不愉快にさせたり，怒らせる。

書き込みとは無関係に，上のような暴言を書き込んで荒らしていく。

「この掲示板は終了した」等，偽りの情報を書き込まれる。

「荒らし」は無視する。頭に来て反応すると，こちらも「荒らし」と見なされてし

まう。

荒らしはアクセス制限をかけたり，書き込みを削除するよう管理者に依頼する。

匿名性が高かったり，だれでも自由に参加できる掲示板への参加は注意する。

， 。◆ネットでも実生活でも 人付き合いのマナーは同じ

◆自分と同じように他人のプライバシーも尊重する。

◆友人に参加や書き込みを無理強いしない。

◆個人情報は書き込まない。

◆個人的，感情的なメッセージや無意味な書き込みを

しない。

◆困った時は家の人や先生に相談する。

「荒らし」に遭う」（問題事例）掲示板

ネットエチケット に気を付けよう！（ ）ネチケット



ホームページ ・・・「有害情報」（Ｗｅｂページ）

Ｃ子さんは，自宅のパソコンでインターネットをすることが大好きな中学2年

の女の子。ある日，興味本位で出会い系サイトに入ってみると，以下のような掲

示があった。

同性の同級生なので安心だと思い，友達のこと，担任の先生のことなどを掲示

板に書き込み，お互いの情報を交換し合った。それから，メールでのやりとりが

始まった。親密感が増したC子は，住所や電話番号まで教え，近いうちに会うこ

とになった。

待ち合わせ場所に行ったが，Ｂ子らしい人は来なかった。さっきから近くにい

た見ず知らずの３人組の男がニヤニヤしながら 「Ｃ子ちゃーん！」と声をかけ，

てきた。Ｃ子は怖くなり逃げるようにして家に戻った。その日から数日間は 「誰，

かが後をつけてくるのではないか 「あの３人組から電話がくるのではないか」」，

という，不安な日々が続いた。

軽い気持ちで出会い系サイトにアクセスしてしまうことが危険の第一歩。出会

い系サイトには絶対アクセスしない。

また，知らず知らずのうちに思いがけないサイトに入ってしまうので，十分に注

意する必要がある。

親しげな内容でも，メールのやりとりをしただけの人は信用しない。

画面の向こうはどんな顔？

○ 最初はただのメール交換から始まり，実際に出会い，そし

て，援助交際や凶悪犯罪などの大きな事件に巻き込まれて

しまう危険性もある。

○ 顔の見えない相手とのやりとりでは，年齢や職業・性別等

を偽ってもわからず，メールの内容も信用できないことが

多い。

危険がつきもの・・・ 出会い系サイト」（問題事例） 「

（ ）対策・指導例



， ， 。 ，家庭学習で利用するために パソコンを購入し Ａ男の部屋に置いた ある日

おやつを持って子ども部屋へ入っていくと，Ａ男が成人向けのアダルト系サイト

を見ていた。わいせつな画像の凄さに，親はあ然とした。

この種のサイトは有料サイトが多い。また，一度アクセスするとアドレスを知

られ，次から次へと迷惑メールや有害情報が送信されてくることがある。

小学生が 「恐怖の館，悪魔が･･･」という残虐な画像を提供するサイトに入っ，

てしまった。戦場の遺体，斧で割られた頭蓋骨，手足を切断された動物などの写

真が次から次へとあらわれた。

現在学校では，フィルタリングソフトでこれらの有害サ

イトへアクセスできないようにしてあることが多い。家庭

でも，同様の方策を講じる必要がある。しかし，このソフ

トでもすべての有害サイトを網羅することは不可能で，有

害情報に到達してしまうことがあるので注意が必要である。

一方では子どもたちが有害情報にのめり込んだり，惑わ

されたりしないよう，情報を取捨選択できる能力を育成す

ることも大切である。

利用した覚えのない請求書が送られてきた。

郵送以外に，携帯メールで送られることもある。

正式な請求書と信じ込ませてお金を払わせる。

○身に覚えのない架空の請求書は，相手にしないで無

視し，絶対に支払わない。

○請求書に相手の携帯番号がのっている場合，そこに

は電話しない。

○気になる場合には，警察の生活安全企画課や消費者セ

ンターの相談窓口に連絡する。

知らないのは大人だけ？（問題事例）

（ ）対策・指導例

子ども部屋が有害情報であふれることも！（問題事例）

覚えのない請求書？（問題事例）

（ ）対策・指導例

フィルタリングソフト？フィルタリングソフト？
有害情報を遮へいする

ソフト。学校ではフィルタ

リングソフトにより，有害

サイトに入れないよう

にしてある。

不正請求ハガキの例



便利なネットショッピングだが……

Ａ子さんは，憧れのブランド物のバックをネットショッピングで格安に購入でき

ることを知り，ネット上から購入手続きを行った。代金の支払いは，銀行口座振り

込みが指定されており，振り込み確認次第，品物を発送する仕組み。そこで，早速

代金を振り込んだ。しかし，何日たっても商品は届かず，ネット上で確認をしても

もうそのサイトが開けず，二度と業者へ連絡をとることができなかった。

Ｂ君は以前からパソコンが欲しかった。インターネットに格安のパソコンがあっ

たので，父親と相談して買うことになり，メールで在庫を確かめた。すると 「品，

薄！代金振り込み順に発送！ 振り込み急ぐこと！」と返信があった。早速１９万

円を指定の銀行口座に振り込んだ。

なかなか商品が届かないので催促メールを送ったら 「在庫切れ！一週間待って，

欲しい」という回答。１０日たっても届かないので，購入をキャンセルするメール

を送ったら 「翌週銀行振込で返金する」とのこと。約束の期日に口座を確認した，

が返金されていない。その後メールで何度も督促したが返金されないままだ。

便利さの裏に落とし穴もいっぱい！

ショッピングサイトの中には，最初からお金をだましとる目的で開設されている

ものがあるので注意が必要。不良品が送付され，返品を受け付けてもらえないこと

もある。

返品条件の指示通りに「郵便局留め」で返送した

が、販売相手は引き取りに現れず，所在不明で連絡

が取れないことがある。１週間の「郵便局留め」の

保管期間内に受取人が来ない場合は、再度差出人へ

返送されてしまう。

お金を振り込んだ相手が雲隠れ？（問題事例）

商品届かず，返金もない？（問題事例）

不良品が送られる！

郵便局でも困っています



 

 

ネットショッピングに掲載されている商品の値段は，デパートより安いことが多

い。また，種類が豊富でデパートに無い品物もある。カードでの支払いが可能なた

、 。 ， ，めに ついつい予定以外のものまで沢山購入してしまう また カードが盗用され

購入したもの以外の身に覚えのないものまで請求されてしまうことがある。

何人かで共謀して，ネットオークションに出品した物品の値段をつり上げる。ひ

とりが出品し，仲間が次々と高い金額で入札していき，最終的には知らない人に高

額で落札させてしまう。

ネットオークション？ネットオークション？信頼できる店舗かどうかをしっかり判断する。

ネット上に商品を掲載し，料金前払いで商品を購入することはさける。

それに対して不特定多数の人商品を申し込む前に，入力した画面を印刷して

が入札を行い，一番高額の証拠を残しておくことも大切。

入札者が落札(購入権獲得)訪問販売法に基づく表示義務を遵守しているか，

できるという仕組み。「HTTPS」で始まる，申込ページが暗号化され

ている業者を選ぶことが大切。

トラブルが発生したときの相談窓口

山梨県消費生活センター

甲府市朝気1-2-2県立男女共同参画℡055-235-8455（
）推進センター内

全国消費生活センター

http://www.kokusen.go.jp/map/

国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/

社団法人日本通信販売協会(通販110番)

http://www.jadma.org/t110/t110_4j.html

財団法人日本産業協会(電子メール受付窓口)

http://www.nissankyo.or.jp/

（ ）対策・指導例

多額の請求書にビックリ！

オークションで値をつり上げる！



チャットを安全に楽しむには

インターネット上の「部屋」で，リアルタイムで意見や感想を読み書きできる。

メールは普通１対１の交流だが，チャットは複数の人が参加できる。

メンバー制のところもあれば，誰でもいつでも参加ＯＫというところも。

今や小学生から中高年まで利用しているが……。

中学２年生のＡ子さんは 主に友人とチャットを楽しんでいる ある日 友人 ニ， 。 ， （

ックネームで登場）のひとりが自分への悪口やからかいの言葉を書いてきた。Ａ子

さんも反論し，チャットの上で言い争いになったが，その日は友人の方から書くの

をやめてきた。

翌日，学校に行き，そのことを問いつめると，友人は知らないといい，また口げ

んかになった。落ち着いてから考え直してみると，Ａ子さんたちはニックネームは

もちろん，パスワードまで教え合っていた。何かの機会にそのパスワードを使って

別の友人が本人になりすまして，いたずらをしたことがわかった。

（対策・指導例）

まず第一に，パスワードは他人に教えてはいけないということを指導する。教え

ることで，だれかが自分になりすまして，悪いことをする危険性を説明する。

また，チャットは文字だけの世界で，相手の口調もわからず表情も見えず，何か

を説明する時に物を持ち出して見せることもできず，書かれた言葉だけですべてを

判断するコミュニケーション手段であることを教える。

言い争いになったような時は，ただちに一時チャットを中止して，感情を落ち着

かせることが大切であることを教える。冷静になって，何が原因なのか，建設的な

解決方法は何か等を考えることが重要であることを教える。

人と接すること 匿名で参加しているので，誰が書明 暗
が 苦手な人が，プレッシャ き，見ているのか分からない。

ーを感じないでコミュニケーションが 会話が弾んで，感情移入が強くなったり，公共

取れる。 の場だという警戒心やマナー感

友だち感覚で色々な意見や感想 覚が薄れる。

が得られる。 長時間利用するため生活リズムが

乱れがち。

自分になりすましてチャットに参加（問題事例）



（画面例）チャットルームから
※上から下へ時間につれて書き込みが増える。

☆春ちゃんさんが入室しました。
「こん」ばんわアンパン →こん^^

もみじ →こん^^＞春ちゃん(*^_^*)
春ちゃん →眠い 。けどきちった(>_<)。。
ち～こ →ねないの？
春ちゃん →でもねれない

ことばのマナーに注意！ち～こ →あいかわらず、あ～ほか
春ちゃん →期末だし～ぃ(^^;)

☆guest1355さんが入室しました。
セフィーロ→こん～
アンパン →こん^^初めましてかな(^_^;)＞guest1355

「どこに住んでるの？」あまり個人的な関心にguest1355 →よろ^^どこすみ＞みんな
は応じない。もみじ →広島

アンパン →神奈川
春ちゃん →山梨
ち～こ →山梨
セフィーロ→京都どす(= － =)ノ⌒ ⌒
アンパン →どこすみ＞guest1355

ほんとうかどうか？guest1355 →北海道で学生してる
春ちゃん →とおいね～～～
ち～こ →とお

☆ぽんすけさんが入室しました。
ちーこ →よろ~~

「よろ」しくアンパン →よろ^^
春ちゃん →お初多いね(^_^)
セフィーロ→こんちは－＞ぽんすけ

「落ちる」＝チャットから出る。ちーこ →？
春ちゃん →？？落ちよっかな

いわゆる「荒らし」。相手にしない。ぽんすけ →スポーツしろ！！
→？セフィーロ

guest1355→みんあ ななんさい
春ちゃん →べんきょしなきゃ
アンパン →なんだったの＞ぽんすけ

スポーツしろ！！ぽんすけ →
もみじ →あほ＞ぽんすけ
guest1355 →みんあ ちゅうぼー？

個人情報は書き込まない！ち～こ →南中
春ちゃん →おい（＞＿＜）

興味本位の「荒らし」ぽんすけ →Ｈな女の子いる？
セフィーロ→やめろよ＞ぽんすけ

ことばのマナーに注意！春ちゃん →いってよし＞ぽんすけ

Ｈな女の子いる？ぽんすけ →

アンパン →ばーか
このチャットルームでは「人を不愉快にするもみじ →通報すっぞ
言動」を禁じて、「通報」で「強制退室」させる春ちゃん →うち 落ちます ★. ～～～“. ”ヾヾ
ことにしている。セフィーロ→おいらも

☆ぽんすけさんが退室しました。
ち～こ →にげた！！
春ちゃん →ほんと気分悪
アンパン →どこいてしもたん？

執拗な関心。大方の参加者と同世代ではあguest1355→みんあ 彼氏彼女いる？
。もみじ →落ちよお～ほんと り得ない（？）



チャットはインターネットの世界を現実と勘違いさせることがある。最近は，参加

者が仮想世界の仮想人物として振る舞えるサービスもある。

ニックネーム（ハンドルネーム）で参加し，性別も年齢も偽れる。

深夜チャットルームに参加者が多く，長時間利用することで，昼夜が逆転するよう

なことも。学校生活での居眠り。

アダルト系のチャットも要注意。現実社会での交際相手を求める「出会い系 「ツー」

ショット系」もある。

有料で女性（らしき人？）とチャットをさせたり，ポルノ・サイトへ連れ込もうと

いうチャットもある。

無料の懸賞 ゲームの紹介のふりをして 実は高額商品を売りつけるサイトへの 招， ， 「

待」であることも。

。 ， 。◆参加時間を決める 自律できるまで 家庭ではパソコン使用の放任はしない

◆面と向かって言えないような暴言や悪口などは書かない。エチケットはここ

でも大事。

◆家族や友達を含めて，本名・電話番号・メールアドレス・学校名などの個

人情報は書き込まない。いたずらメールやストーカー行為に発展するおそれ。

◆だれがどういうねらいで見ているかわからない。

「 」 。 。◆ 外で会おう という誘いには乗らない しつこければ家の人や先生に話す

◆チャットで紹介されるあぶない（と思える）サイトへは行かない。

◆チャットはその世界だけのおしゃべり。おぼれない。

こんな落とし穴も！



学校・家庭では
児童・生徒に関係する

個人情報は流出させない！

名前（家族の名前も ，住所（郵便番号も ，電話番） ）
号（ 携帯・ ，性別，顔写真，年齢，国籍，基 本 的 な 情 報 FAX， PHS）
出身地，電子メールアドレス，プロバイダーに接続
する際のパスワード等

家族構成，家庭状況，居住状況，自宅やその周辺の
地図・写真，通っている学校名，学校での出席番号生活・社会における情報
・成績，学歴，趣味，保護者の職業，勤務先等

預金額，取引金融機関名（支店名 ，口座番号，暗証）
番号，クレジットカード番号，保護者の資産・預貯経済活動における情報
金・借金等の金銭にかかわる情報全般

ネットでは，どこから洩れるか？
アンケート・懸賞のページ

ネット・ショッピング
会員・ユーザー登録

掲示板・チャットへの書き込み

自作のホームページ（自己紹介・日記等）

どんな問題が起きる危険性があるか？
★情報が名簿業者へ転売される。

★セールス目的や嫌がらせのメールや電話・郵便が来る。

★メールにウイルスが添付されることもある。

★児童・生徒に悪意を持って接近する。

★顔写真がわいせつなサイトで使われる。

★ストーカー・いたずら・強制わいせつ・犯罪行為等を誘発する。

★誹謗中傷やでたらめの情報がばらまかれる。



保護者用資料

～保護者が防波堤 まず、体験し、学ぼう！～

※子どもがインターネットを使う場合の「危険」を知りましょう

好ましくないものを見てしまう

子どもたちが，暴力的なもの，ホラー的なもの，性的なものを見てしまう。

嫌がらせを受ける

電子メールや掲示板で，子どもたちを困らせたり嫌な気持ちにさせたりするような

メッセージを受け取ってしまう。

実際に嫌な目に遭う

インターネットを通じて子どもたちが自分や家族の個人情報を提供してしまい，悪

用されてしまう。また，子どもに対して興味を示す人が，掲示板やその他のサービス

を使って子どもたちを信じこませ，実際に会う約束をさせてしまう。

※子どもがインターネットを利用する前に

まず、親が知ること、体験してみること

。保護者自身がインターネットについて学ぶ必要性があります

インターネットへの接続の仕方，情報の検索，チャット，電子

メールなどについて体験してみましょう。

家庭での利用場所をオープンに

家庭のコンピュータは，居間やダイニングなどみんなが集ま

り，いつもだれかがいるような場所に設置しましょう。

見せたくないサイトにはフィルターをかける

子どもが見るには不適切なものにフィルターをかけることによって，アクセスを制

限するものがあります。絶対に安全だとはいえませんが，より安心感は増すといえる

でしょう。

「我が家の決まり」をつくろう

子どものネット利用時間の大半がメールやチャット，掲示板など他の人との通信や

対話に費やされる傾向があります。やってよいこと，いけないことなど家庭での約束

を定める「我が家のきまり」を子どもと一緒につくってみるとよいでしょう。

《 》右のページをご利用下さい。



 

～インターネット・子どもと親の約束～

※子どもからの５つの約束

１ わたしのインターネット使用は１日___ 時間までと約束します。
時間帯は___ 時から___ 時の間にします。

２ わたしは，インターネット上で，自分が嫌だと思う書き込みは，相手

も嫌だと思うので，絶対にしないことを約束します。

３ わたしは，自分が嫌だなと思ったり，恐ろしく感じたりするようなメ
ッセージや情報には一切かかわりません。そして，すぐに親に教えます。

４ わたしは，チャットや掲示板の上だけで知り合った人とは，親の許可

や親が一緒に行かないかぎり，誘われても会いに行きません。

５ わたしは，インターネット上のやりとりだけで親しくなった人には，
自分や家族の個人情報（名前・住所・電話番号・性別・年齢・顔写真・

電子メールアドレス・パスワードなど）を，決して教えません。

※親からの２つの約束

１ 私は，子どもの持っているインターネットの知識に追いつき話ができ
るよう，ネット社会の光と影について学びます。

２ 私は，メールやチャット，掲示板

などＷｅｂサイトの実際について，

子どもと一緒に体験し，親として使

い方や設置する場所についての考え

をはっきりと伝えます。



学校での指導

インターネットを使った「交流」の
問題点と指導のポイント

場 面 問 題 点 指導のポイント

「 」文字コミュニケーション ○インターネットによる 交流
○顔の見えない，文字のみの交流であること。 には，便利で有用な反面，危
○ちょっとしたことばの行き違いで，必要以上に不快 険な側面や悪意の存在するこ

に感じ，キレる。 とを知らせる。チ ャ ッ ト ，
○書き込み等で非難されると，不特定多数の公衆の面 ○参加者を過度に信用したり，電 子 掲 示 板

。へ の 参 加 な 前で馬鹿にされたと感じ，キレる。 感情移入しないようにさせる
○過剰に感情移入し，相手を信用してしまい，個人的ど

交際の機会を作り得る。
○常に携帯をのぞかなければいられない「ネット（メ

ール）依存症」になる危険性がある。
○抱いた感情は，時間が経過しても冷却しづらい。

○自分や家族，友人の個人情報匿名性
○匿名でなされる無責任な交流が中心であること。 を流さないようにさせる。チ ャ ッ ト ，
○スト－カーなどの犯罪行為，買春・援助交際など性 ○日常の学校生活での礼儀，言電子掲示板、

的逸脱行動の契機，犠牲となる危険性。 葉遣い，思いやりと感謝等，ネ ッ ト ゲ ー
ネットワーク利用にも通じるム へ の 参 加
モラルの指導の充実。など マナー

○現実社会と違い，自分にとって「都合のよい」切 ○知り合った個人との対面・実
り捨てごめん的な態度･姿勢で交流できる。 社会での交流に注意させる。

○ネットワーク利用のガイドラ生活－時間・行動
○ポルノ画像，残酷画像，自殺のそそのかし出会い系 インを作る （家庭にも呼びかチ ャ ッ ト ， 。

情報など有害情報の「たれ流し」状況。 ける）ネ ッ ト ゲ ー
○買春・援助交際など性的逸脱行動の契機となる危険 ○安易にネットワークの利用環ムへの参加，

性。 境を与えない （同）ホ ー ム ペ ー 。
（ｗｅｂペ ○接続料・参加料ほか経済的な負担の増大 ○有害情報へのアクセスを制限ジ

ージ） ○長時間アクセスする結果，現実の社会生活・学校生 するフィルタリングを必ず行の閲覧
活に適応できないこともある。 う （同）など 。

○生徒の言動、その変化につい
て，日ごろから注意深く観察

す る。

○仮想現実の社会にのめりこま仮想現実
○仮想空間であることを忘れがち。 ない知・徳・体のバランスのチ ャ ッ ト ，
○参加者が可愛かったり，小悪魔的な仮想人物（ ア とれた指導の展開。電子掲示板， 「

バター」等）としてふるまえること。 ○「話すこと 「聞くこと」を含ネ ッ ト ゲ ー 」
めた，体を使った生身の交流ム ， ホ ー ム

（Ｗｅ の機会を増やす。ページ 人間的な交流の不足
ｂページ） ○登校しなくても，の

他人と交流せず，閲 覧 ・ 開 設
ひとりでいても退など

※左「アバター」の例屈しない。
好みのキャラクターをつくっ○現実の社会での生

て，チャット・掲示板・ゲームきた人間との常識
の参加者になれる。的な交流ができな

くなる。



１ だれが情報を出し，だれが受け取っているのかわからないこと。

（匿名性・仮想現実問題）

２ 文字によるコミュニケーションが中心であり，感情のバランスを取る

ことがむずかしいこと。

３ ひとりで，時間を忘れてのめりこみ，依存度が高くなる傾向があるこ

と。

４ 発信された情報が広域かつ永続性をもって存在すること。

５ 心の弱みにつけ込む，悪意ある情報発信や人集めの機会が多いこと。

６ 仮想の「現実」であることを見失いがちで，現実生活に影響が少なく

ないこと。

１ インターネット利用上の留意点をまとめた資料や教材がたくさん

ある。これらを上手に使い，ホームルーム・教科学習・総合的な学

習の時間・生徒指導等の場面で指導する。

（指導内容例）

・ 気を付けないとリスクが大きいことを分からせる。

・ 時間的な節度や良識をもって利用するよう指導する。

・ 利用にあたっては，教師や親の指導のもと，オープンな環境で

行うこと。

２ 学年・科単位，全校等で講師を招き，具体的な問題事例に基づい

た講演を依頼する。講師としては，県警ハイテク犯罪室，総合教育

センター，その他関係機関に依頼する。

３ 学校だけの指導でなく，家庭の協力も依頼する。必要に応じ，保

護者への研修会も実施する。

共通する問題点共通する問題点

学校での指導の体制



ネット社会の光と影

１ インターネットの急速な普及

(1)ほとんどの家庭にインターネットが普及している

総務省の平成１５年度「通信利用動向調査」によれば，インターネットの世帯普及率は急速に

進み，平成１５年度には88.1％になった。これは，５人以上の事業所の82.6％を追い抜き，従

業員300人以上の企業98.2％に次いで２番目の普及率である （図１）。

（注 「世帯普及率」とは 「自宅・その他」において、個人的な使用目的のためにパソコン、携帯電話等によりインターネットを利用している構成員がいる世帯の割合。） 、

(2)児童生徒の使用も急速に増えている

， ， （ ） 。（ ）また インターネットの対人口普及率は 平成１５年度は60.6％ ６歳以上 だった 図２



年齢別に見ても，６歳から１２歳の61.9％が使い，小学生の３人に１人という使用率だ。

， 。 （ ）１３歳から１９歳は91.6％で 中学・高校生のほとんどが利用しているといえる 図３

２ インターネットの問題点

こういった普及率，使用度の高まりとともに問題

も発生している。山梨県警察本部のまとめでは，い

わゆる「ハイテク犯罪」についての相談受理数は年

々急速に増加し，平成１５年度には221件に及んだ （表１）。

１５年度の相談の内訳を

見ると，詐欺・悪徳商法

が最も多く102件45％で

あり，次いでオークショントラブルが

53件24％を占めている （表２）。

，なかでも は「 」出会い系サイトの事件

全国データでも分かるとおり，ここ３年で激増している。

（表３）

， ， 。○有害情報 非合法な情報を含め あらゆる情報が膨大に氾濫していること

○ネット社会には悪意の人間が存在し，意図的に有害･非合法情報を流して

いること。

○その気になれば，だれでもすぐに容易に，有害･非合法情報を入手

できること。

図１，２，３＝総務省「平成１５年通信利用動向調査の結果－主な調査結果」から
表１，２＝山梨県警察本部ハイテク犯罪対策室提供 表３＝警視庁統計から

， 。インターネットの問題点は 次の３点にある

) ハイテク犯罪に関する相談内容(表２)

相　談　内　容 件数
違法，有害ホームページ等の情報，取締り要望 26
名誉毀損，誹謗中傷，脅迫等 15
インターネットオークション被害，トラブル 53
スパム，迷惑メール等メール関係 6
詐偽(オークションを除く)，悪徳商法(料金不当請求等 102
不正アクセス，セキュリティ関係 4
コンピュータウィルス関係 2
その他 13

合　　計 221

ハイテク犯罪に関する相談受理数(表１)

年度 H11 H12 H13 H14 H15
相談受理数 7 57 86 116 221

出会い系サイトの事件(全国)(表３)

年度 H12 H13 H14 H15
事件数 104 888 1731 1746



～山梨の児童・生徒の状況～
児童・生徒のコンピュータ保有状況等の調査結果について

県教育委員会は，６月１日に起きた佐世保市の事件をうけて，今後の学校教育における

情報教育のあり方，特にパソコン使用にあたってのモラルの指導について，その充実を図

るための基礎データとして，小・中学校及び全日制公立高等学校の全児童生徒を対象に，

コンピュータ保有状況等についての調査を実施した。

〔調査結果について〕

《 概 要 》

１(1)「インターネットのできるコンピュータ（以下，ＰＣ 」の世帯普及率）

小学校 ４６％ 中学校 ５９％ 高校 ６３％

(2)自分で自由に使えるＰＣを持っている児童生徒の割合

小学校 １４％ 中学校 ２５％ 高校 ２６％

２ 掲示板への書き込み経験あり。

小学校 ４％ 中学校 １５％ 高校 １３％

３ 自分のホームページを持っている。

小学校 １％ 中学校 ２％ 高校 ２％

４ チャット経験あり。

小学校 ４％ 中学校 ２２％ 高校 ２１％

１(1) ＰＣの世帯普及率は，小学校高学年では約５５％，中学生では約５９％，高校生

では，約６３％である。

(2) いつでも自由に使えるＰＣがある児童生徒の割合は，小学校では学年が上がるに

つれて上昇し，中学校・高校では４人に１人がＰＣを持っている。

２ 家庭のＰＣで掲示板 へ書き込みをしたことがある児童生徒の割合は，小学校では学

年が上がるにつれて増加し，小学６年生では約１割が経験している。

中学生 と高校生では，約１５％に経験があり，家庭にＰＣがある生徒の４人に１人

が書き込み経験を持っている。

３ 自分のホームページを持っている児童生徒の割合は，１～２％である。

１ ＰＣでチャット経験がある児童生徒の割合は小学校では，学年が上がるにつれて

上昇し，小学６年生では，約１３％が経験している。また，中学生と高校生では，約

2２％が経験している。

平成１６年６月１１日

山梨県教育委員会の調査による
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インターネットを安全に利用するための
サ イ ト 集

インターネットの正しい使い方を学び、トラブルを防止し，万が一，被害にあったときに，
子どもだけで，家族だけで，校内だけで悩まないために……。

教育・教材関係
山梨県総合教育センター・インターネット時代の「情報モラル」を考える
http://www.kai.ed.jp/center/moral

コンピュータ教育開発センター・ネット社会の歩き方
http://www.net-walking.net/

コンピュータ教育開発センター・
インターネット活用ガイドブック モラル・セキュリティ編
http://www.cec.or.jp/books/guidebook.pdf

コンピュータ教育開発センター・
インターネット活用のための情報モラル指導事例集
http://www.cec.or.jp/books/H12/books12.html

教員研修センター・情報モラル研修教材
http://sweb.nctd.go.jp/kyouzai.html

電子ネットワーク協議会・インターネットを利用する子供のためのルールとマナー集
http://www.enc.or.jp/enc/code/rule4child/cha-menu2.html

ＹＡＨＯＯ！きっず
http://kids.yahoo.co.jp/

情報セキュリティ
山梨県警察本部ハイテク犯罪対策室
http://www.pref.yamanashi.jp/police/haiteku/hightech0.htm

警視庁
http://www.cyberpolice.go.jp/

ネット 警視庁ＤＥ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/net/net1.htm

警察庁
http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm

日本コンピュータセキュリティ協会)ＪＣＳＡ(
http://www.jcsa.or.jp

日本ネットワークセキュリティ協会
http://www.jnsa.org

インターネットホットライン連絡協議会
http://www.iajapan.org/hotline/

ウィルス関連
セキュリティセンターＩＰＡ

http://www.ipa.go.jp/security/isg/virus.html
ウィルス対策スクールＩＰＡ

http://www.ipa.go.jp/security/y2k/virus/cdrom/index.html
マイクロソフト株式会社
http://www.microsoft.com/japan/security/
http://www.microsoft.com/technet/security/

ウィルスバスター
http://www.trendmicro.co.jp/vinfo/

ネットワークアソシエイツ
http://www.nai.com/japan/security/vlibrary.asp

※リンク先のＵＲＬ（アドレス）が変わることもあります．
※本ガイドブック作成にあたっては，上記サイト等を参考にさせていただきました。



～あ と が き～

今回の「特別研究プロジェクト」は，６月１１日に緊急に行った総合教育センター特別研修会

をうける形でスタートしました。「４週間で，教師用手引書を作成する」という目標に向かって本

センターから１０人，学校現場から５人の先生方にスタッフとして入っていただきました。５校の

校長先生や先生方には緊急なお願いにもかかわらず，御協力をいただき心から感謝しており

ます。

ネットワーク社会の急速な発展により，通信や情報収集をはじめ物品の取引きまでもが手軽

にでき，誰もが便利さを感じています。同時に，大人の気づかないところでネット社会の「影」の

部分が子どもたちを厚く覆っているような気がします。いまでは，大人の想像を超えた知識や操

作技術を持っている子どももたくさんいます。今回のプロジェクトを通して再認識したことは，「ネ

ットワーク社会の光と影は背中合わせ」ということです。だからこそ，教師や親がその実態を知

らなければ，子どもたちが健全かつ有効に活用できるような指導はできないと思います。

児童生徒が待ちに待った長い夏休みは，インターネットを使う機会が増える時でもあります。

「ネット社会の落とし穴」について，苦手の分野だという先生方にも理解していただき，指導して

いただくために「見やすい，使いやすい教師用ハンドブック」を合い言葉に作成しました。是非，

夏休み前の指導に活用していただきたいとスタッフ一同願っています。（文責 飯窪）

プロジェクトチーム・スタッフ

プロジェクト・マスター 総合教育センター研究開発部・部長 飯窪 巧

チ ー フ 主幹研修主事 福岡 哲司

スタッフ 情報教育部・副部長 平井 政幸

主幹研修主事 広瀬 勝

教育指導部・主幹研修主事 雨宮 一夫

研修主事 萩原 徹

研究開発部・研修主事 内田 淳

教育相談部・研修主事 太田 充

特別支援教育部・研修主事 岡 輝彦

情報教育部（イラスト担当） 五味佐知子

所外スタッフ 若草小学校・教諭 横小路 豊

日野春小学校・教諭 高橋 達郎

城南中学校・教諭 荻原 裕昭

白根巨摩中学校・教諭 清水 英樹

甲府工業高等学校・教諭 手塚 幸樹
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