
インターネットマナー 

  

 

 

◆『らくらくインターネット』 

山口 旬子∥著 自由国民社 

（J/547/ﾔﾏ 児童室）   
◆『日本の産業まるわかり大百科 6』 

梶井 貢∥監修 ポプラ社 

（J/602/ﾆﾎ/6  児童室） 

 

 

 

◆『10 歳からのデジタル・シチズンシップ』 

   清水 讓治∥作 玉川大学出版部 

   （J/547/ｼﾐ 児童室） 

◆『インターネットにおけるルールとマナ

ーこどもばん公式テキスト』 

  インターネット協会∥著 

  （J/547/ｲﾝ 児童室） 

◆『親子で学ぶインターネットの安全ルール』 

   おかもと なちこ∥文 ジャムハウス 

   （J/547/ｲｹ 児童室） 

 

スマートフォンを知る 
 

◆『小学生でもわかるスマホ&パソコンそもそも事典』 

   秋田 勘助∥著 シーアンドアール研究所 

（J/007/ｱｷ 児童室） 

◆『気をつけよう!スマートフォン 1～３』 

小寺 信良∥著 汐文社 

（J/694/ｺﾃﾞ 児童室） 

 
    
 
 

◆『人気弁護士が教えるネットトラブル相

談室』 
中島 茂∥著 日本経済新聞出版社 

（336/ﾅｶ 一般開架） 

◆『その「つぶやき」は犯罪です』 

鳥飼 重和∥監修 新潮社 

（007.3/ｿﾉ 一般開架）  

◆『おうちで学べるセキュリティのきほん』 

  増井 敏克∥著 翔泳社 

   （547.4833/ﾏｽ 一般開架）   

 

インターネットで調べる 

 

（最終確認日 2017.1.12） 

◆国民のための情報セキュリティサイト 
  (総務省) 
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_t

susin/security/kids/index.html 

◆情報通信白書 for kids （総務省） 
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/kids/i

ndex.html 

◆国際子ども図書館子どもＯＰＡＣ 
ほかにどんな本があるか、調べることができます。 

http://iss.ndl.go.jp/children/top# 
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 わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 

 

 

 

 

でんわ：０１９－６０６－１７３０ 

ファックス：０１９－６０６－１７３１ 

http://www.library.pref.iwate.jp/ 

 

 

インターネットには危険な点と

便利な点があります。安全に使

い、上手に活用しましょう。 

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 

子どもむけパスファインダー No.21 インターネットの役割を知る 

 

インターネットマナーを知る 

 

大人むけの本ものぞいてみよう！ 

 



 

『世界にはばたく日本力 日

本のコンピュータ・IT』 

 こどもくらぶ∥編さん 

 ほるぷ出版(J/547/ｾｶ) 

 

   

 

『気をつけよう!ネット中

毒１～3 巻』 

渋井 哲也∥著 

汐文社（J/694/ｼﾌﾞ） 

 

まずはキーワードを考えよう。しらべる手

がかりになるカギだよ！ 

 

 

 

 

大まかに知りたいときは、じてんを開いて

みよう。じてんではキーワードをみつける

こともできるよ。 

 

 ◆『総合百科事典 ポプラディア』 

    ポプラ社 （JR031/ｿｳ/） 

 

 ◆『小学館こども大百科』 

   小学館 （JR031/ｼﾖ/） 

 

 説明文のなかから、心にのこったことば

をひろってごらん。 それもキーワード。 

 

＼ ほら、キーワードがふえたよ！／  

ネットマナー ホームページ 

スマートフォン 個人情報  

著作権 コンピュータウィルス 
 

どんな本で調べたらいいか、 

わからないときはこの本を開いてみよう。 

◆『どの本で調べるか』 

       リブリオ出版 （JR028/ﾄﾞﾉ/） 

 

             

 OPAC
オ ー パ ッ ク

でけんさく 

本をさがそう！ 

 

OPAC は図書館の資料を探すコンピュ

ータ。キーワードや本のタイトルを入力し

てけんさくしよう。インターネットで調べ

るときも、キーワードはかつやくするよ。 

 

 ＼こんな本、見つけた！／掲載 

          

 

 

 

子どもとインターネットの

関わり方や、ネットに潜む

様々な危険性について書か

れています。１～３巻まであ

ります。（画像は 3 巻） 

 

 

 

 

 

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

コンピュータ、情報、ＩＴな

どのパソコン関係の言葉の解

説を通して、パソコンの勉強

ができる本です。 

 

 

 

 

 

 
無料で始められること 
から、多くの人が利用 
しているＳＮＳ。この本 
では、ＳＮＳの使い方や 
危険な点などが書かれて 
います。１～３巻まであ 
ります。（画像は 1 巻） 
 

 

   

 

 

 

『気をつけよう!ケータイ中毒』 

渋井 哲也∥著 

汐文社（J/694/ｼﾌﾞ） 

『気をつけよう!SNS』 

小寺 信良∥著 

汐文社(J/547/ｺﾃﾞ） 

『コンピュータと友だちに 

なる本』 

鈴木 二正∥著 

小学館（Ｊ/007/ｽｽﾞ） 
オーパック IT インターネット SNS 

 

インターネットやスマー

トフォンなどを通して、

日本の情報技術のすごい

ところを写真とともに紹

介します。 

友達と連絡を取るときなど

にとても便利な携帯電話で

すが、危険な面もあります。

この本では携帯電話の良い

点と悪い点を知り、安全な

使い方を考えます。 
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