
 「学習ユニット」内容一覧表 
校種カテ

ゴリ 
番号 ユニット名称 

2006

更新小中高
テーマ ミス・トラブルの概要 関連事項 

1 Web サイトの情報を活用しよう ○◎○Web 検索活用 Web 丸写しのレポート提出 検索,情報の信憑性 

2 こんなＷｅｂサイトに気をつけて ○◎◎ネットサーフィン 詐欺サイトに誘導された 詐欺,相談窓口 

3 大人向けの情報に注意 ◎○○ネットサーフィン アダルト情報を見た トラウマ,フィルタリング

情
報
検
索 

4 危険な情報に注意 ○◎◎ネットサーフィン 違法薬物を購入 危険情報,利用者責任

5 ブログの有効活用 ○◎◎ブログ活用 ＊【正しい利用方法の例】 ブログ,掲示板荒らし 

6 ネットで悪口は要注意 ◎○○掲示板いたずら 友人の悪口を書いた 名誉毀損,匿名者特定

7 ネットで悪口が罪になる ○◎○ブログ情報発信 お店の悪口を書いた 営業妨害,発信者責任

8 おもしろ半分では無責任 ◎○○Web 情報発信 友人についてウソを書いた 発信心構,傷つけない

9 確かな情報を発信しよう ○◎○Web 情報発信 お店の悪口を書いた 発信内容,管理責任 

情
報
発
信 

10 ネットいじめは人権侵害 新規◎◎◎カメラ付携帯 恥ずかしい写真の転送 ネットいじめ 

11 住所や電話番号をおしえるのは慎重に ◎○○ネットサーフィン 怪しい懸賞に応募 個人情報取扱,保護法

12 個人情報は公開しない ○◎○Web 情報発信 家族の個人情報を発信 個人情報漏洩の危険性

13 個人情報は大切なデータ ○◎◎携帯メール 友人の個人情報を教えた 個人情報,出会い系 

14 肖像権に気をつけて 新規○◎○カメラ付携帯 友人の写真を無断公開 肖像権侵害 

15 チャットで個人情報は言わない ◎◎◎チャット 電話番号を書き込み 不審者,個人情報漏洩

16 見知らぬ人との約束？ ◎◎◎チャット チャット相手と待ち合わせ 不審者,個人情報漏洩

17 他人の絵や文章のコピーは要注意 ◎◎○ブログ情報発信 雑誌の写真を無断コピー 著作権侵害（無断複製）

18 ファイル共有ソフトは要注意 ○◎◎ファイル共有ソフト 違法コピーをファイル共有 著作権侵害,機密漏洩

個
人
情
報
・著
作
権 

19 コピーしてもいいの？ ◎◎○ゲームソフト ゲームソフトのコピー 著作権侵害（海賊版）

20 携帯電話のマナー 新規○◎◎携帯電話 ＊【正しい利用方法の例】 携帯利用マナー（基本）

21 ワン切りに気をつけて ○○◎携帯電話 ワン切りで会費請求された 悪徳商法 

22 携帯電話で楽しむのもほどほどに 新規○○◎携帯電話 料金が多額になった 不注意 

23 携帯電話をなくしたら利用停止。でも・・・ 新規○○◎携帯電話 失くした携帯からいたずら 不審者,個人情報漏洩

再掲 肖像権に気をつけて   ○◎○カメラ付携帯 友人の写真を無断公開 肖像権侵害 

再掲 ネットいじめは人権侵害   ◎◎◎カメラ付携帯 恥ずかしい写真の転送 ネットいじめ 

24 ワンクリック不当請求に気をつけて 新規 ◎◎携帯メール ワンクリック詐欺にあった 悪徳商法 

携
帯
電
話 

25 ネット上のあぶない出会い ◎◎携帯メール 出会い系サイトにアクセス 不審者 

26 チェーンメールはカット ○◎◎メール チェーンメールを送った 情報の確認,マナー 

27 スパムメールは無視 ○◎◎メール スパムに返信で被害拡大 メールマナー 

28 コンピュータウイルスに注意 ○◎○メール 添付ファイルから感染 ウィルス対策 

29 他人になりすまして（パスワード） ◎◎◎メール 他人の ID でいたずらメー 不正アクセス 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン 

30 ネット依存に注意 新規○◎◎オンラインゲーム ネット依存になった ネット依存 

31 フィッシングサイトにつられるな 新規 ◎◎ネットサーフィン フィッシング詐欺にあった セキュリティ 

32 スパイウェアに注意 新規○◎○ネットサーフィン 不注意にダウンロードした セキュリティ 

33 無料ダウンロードは慎重に ◎◎ネットサーフィン 多額の通信料が請求され 悪徳商法 

34 とばく行為は禁止 ○◎Web 情報発信 賭博サイトを開設した 違法行為 

35 ネズミ講は禁止 ◎○メール ねずみ講メールを送信 マルチ商法 

36 マルチ商法に注意 ○◎携帯電話 怪しい組織に勧誘・加入 マルチ商法 

再掲 ワン切りに気をつけて   ○○◎携帯電話 ワン切りで会費請求された 悪徳商法 

消
費
生
活
安
全 

再掲 ワンクリック不当請求に気をつけて   ◎◎携帯メール ワンクリック詐欺にあった 悪徳商法 

37 ネットショッピングの活用 ○◎ショッピング ＊【正しい利用方法の例】 クレジットカード 

38 クレジットカードの不正利用は犯罪 ○◎○ショッピング カード番号の不正利用 クレジットカード 

39 個人輸入は慎重に ○◎ショッピング 違法モデルガンを注文 海外輸入 

40 発注ミスに注意 ○○◎ショッピング 注文数量を間違えた 契約内容の確認 

再掲 危険な情報に注意   ○◎◎ショッピング 違法薬物を購入 うその情報 

41 ネットオークションの賢い利用方法 ○○◎オークション ＊【正しい利用方法の例】 利用規約・支払方法 

42 契約は慎重に ◎○オークション 軽率な入札をした 契約履行義務 

ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ 

43 雲隠れに注意 ○◎◎オークション 欠陥商品を買わされた 悪徳商法 

  2006版新規開発：９件 ユニット番号 10,14,20,22,23,24,30,31,32 
 


