
★は映像等の乱れあり

分野 番号 タイトル 種類
時間
(分)

内容
手引等の
有無 入手年度

個人
情報

101 もう一人の私 VHS 27分

　私たちの暮らしの中の身近なプライバシー問
題を、ドラマと解説部の2部構成で提起してい
る。人権研修・ワークショップでの活用に最適な
ビデオ教材。

学習の
手引
チラシ

平成14年
(2002年)
※制作

個人
情報

102
犯罪被害者の人権を守るた
めに
（福音声・字幕あり）

VHS 33分

　犯罪被害者やその家族の保護が社会的に重
要な課題となってきている。被害者の現状を伝
え、権利保護に関する取組みや諸制度が整え
られつつある歩みを紹介している。

チラシ
平成15年
(2003年)
※制作

個人
情報

104 夕映えのみち VHS 38分

　もし、わが子がインターネットを使って他の人
の人権を侵したら、逆にわが子がその被害者に
なり「いじめ」にあったら、あるいは学校や地域
で同じ事件が起きたなら・・・。「あなたなら、どう
しますか？」と、私たちに問いかける作品。（字
幕入り・副音声付き）

学習の
手引
チラシ

平成18年
(2006年)

個人
情報

105 あの空の向こうに DVD 38分

　普段何気なく使っているケータイやインター
ネットによる人権侵害は、いつ、誰の身に起きて
も不思議ではない深刻な問題です。だれもが被
害者にも加害者にもなり得るのです。インター
ネット等の利用に当たっての人権意識・人権感
覚の重要性や人とのふれあい・語り合いの大切
さを訴える内容のドラマです。

学習の
手引
チラシ

平成21年
(2009年)

個人
情報

106 インターネットの向こう側 DVD 36分

　インターネットにおいて生じる人権に関する課
題について、中学生・高校生たちやその周囲の
大人に提示し、理解してもらい、対処法や被害
にあった際の相談方法等必要な情報を盛り込
んだ内容です。

学習の
手引
チラシ

平成22年
(2010年)
※制作

個人
情報

107

スマホの安全な
使い方教室
～気をつけようSNS
のトラブルに～

DVD 23分

　携帯電話、特にスマートフォンが子どもたちの
間で急速に普及しています。スマホを介して、無
料電話アプリや投稿サイトを利用することで、子
どもたちはいつでもどこでも他人とつながること
ができます。しかし、スマホを介したSNSでのトラ
ブルも増加しており、子どもたちへの教育が重
要となっています。本作品では、ドラマとナビ
ゲーターの解説を通して、個人情報の取り扱
い、SNSに潜む危険など最新のトピックを取り上
げ、スマホの安全な使い方を学んでいきます。

学習の
手引

平成27年
(2015年)

個人
情報

108
インターネットと人権
～加害者にも被害者にもなら
ないために～

DVD
（2）

30分

　インターネット上の人権やプライバシーの侵害
につながる行為は後を絶たず、近年特に
ネットいじめや子どもたちをターゲットとした犯罪
が大きな社会問題になっています。本ＤＶＤは、
主に中高生やその保護者、教職員を対象に、イ
ンターネットを利用する上での危険性や、安全
な利用法・対策について、わかりやすくまとめて
います。
（法務省委託　東映株式会社制作）

学習の
手引

平成28年
（2016年）

　    個 人 情 報 関 係
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　    個 人 情 報 関 係

個人
情報

109 インターネットと人権 DVD 22分

　いま、私たちの生活のなかで、インターネット
は欠かせないものになっています。様々な情報
を瞬時に入手することができ、遠く離れた人びと
との間でも簡単にコミュニケーションをとることが
できます。生活スタイルさえインターネットの影
響でかわりつつあります。しかし、便利さの反
面、インターネットに関わるいろいろな問題点も
指摘されています。インターネットは匿名性が高
く情報伝達も早いということもあり、重大な人権
侵害を引き起こす事例も後を絶ちません。この
ビデオでは、インターネットに関して起こってい
る幾つかの実際の人権侵害を取材し、事件の
背景やインターネットの特性について考えてい
きます。そして、情報化社会のなかで人権と向
き合うために私たちがどうすべきか探ります。
（東映株式会社）

なし
平成30年
(2018年)

個人
情報

110
ケータイ・ネットここが心配
犯罪から子どもをまもる

DVD 23分

　パソコンや携帯電話、スマートフォンなどの普
及が進み、多くの子どもたちもインターネットを
利用するようになりました。その一方、電子メー
ルやチャットなど、文字によるコミュニケーション
がうまくいかずに、様々なトラブルや、深刻な問
題が発生しています。インターネットはコミュニ
ケーションの道具です。インターネット上で起き
ている問題の多くは、人と人との関係性のあり
方、コミュニケーションのあり方の問題といえま
す。
　本作品では、"コミュニケーションの道具として
のインターネット"という切り口で、インターネット
を上手に安全に使う方法を学んでいけるよう、
「保護者・指導者」の立場から「インターネットを
によるコミュニケーションとはどのようなものな
のか」「より良いコミュニケーションのためには、
どのようなことに注意したら良いのか」を考え、
理解を深めさせる内容となっています。

なし
平成30年
(2018年)

個人
情報

111
親や先生が知らない！
子供防犯スクール
ネット・SNSトラブル編

DVD 25分

LINEやtwitter等のSNSが原因で発生する、性
犯罪やネット上のいじめ・・・。
子供たちを襲うネット上でのトラブルや、犯罪者
の罠は複雑・多様化しています。
本作は、架空の学校「子供防犯スクール」を舞
台に、専門家が近年発生したSNSやネット上で
の犯罪被害の原因と対策について、分かりやす
く解説します。子供達と保護者・教員が一緒に
なって学ぶことができる防犯教材です。

なし
令和2年
(2020年)



★は映像等の乱れあり

分野 番号 タイトル 種類
時間
(分)

内容
手引等の
有無 入手年度

　    個 人 情 報 関 係

個人
情報

112
みんなの情報モラルⅠ
アニメーションで学ぶ！
ネット社会のルールとマナー

DVD 43分

スマホ・ネットとのつきあい方を学ぶ映像教材。
・夢中になりすぎて
スマホを利用する際のルールやマナーを再確
認し、周囲の人を思いやり、配慮することの大
切さに気づく。
・ホントの友だち
SNSを介したやりとりは、誤解や勘違いが起き
やすいことを理解し、直接会って話をすることの
大切さが分かる。
・かくれた情報
詐欺サイトがあることを知り、安易に個人情報を
教えたり、写真を送ったりしてはいけないことが
分かる。
・送った写真
仲間内のSNSであっても、投稿した内容が外部
へ流出する可能性があることを知る。
・乗っ取られたアカウント
IDとパスワードの管理方法やSNSに投稿する際
の留意点が分かる。
・甘い言葉のかげに
ネット上の情報をうのみにしたり、安易に個人情
報を登録したりする危険性が分かる。

なし
令和2年
(2020年)

個人
情報

113
みんなの情報モラルⅢ
アニメーションで学ぶ！
SNSに潜むリスク

DVD 21分

・やさしさの裏に
好きなアーティストのライブチケットが入手でき
ず、悔しい思いをしていたサクラに、SNSで知り
合った大学生のハナがチケットを譲ってくれるこ
とになる。
サクラはチケットを受け取るためにハナと会う約
束をするが、待ち合わせ場所に隠れていたの
は・・・。
・失ったもの
ショウタは、友だちと遊ぶためにウソをついて大
学での約束をキャンセルしたり、バイト先でも
ルールを守らず、不適切な行動をとったりする。
さらに、メッセージアプリで、友だちに不適切な
行動を自慢するかのような書き込みをするが、
送った相手は・・・。
・広まるうわさ
ハルカはカナエと遊ぶ約束をしていたが、カナエ
の部活練習が入ったため、遊べなくなってしま
う。そんな中、ハルカは、カナエから聞いた情報
をつい友だちに話してしまう。しかし、その情報
は尾ひれがついて、事実とは違う情報となって
広まっていく。

なし
令和3年
(2021年)
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114
みんなの情報モラルⅥ
アニメーションで学ぶ！
情報発信の影響とその責任

DVD 20分

・軽はずみな投稿
ワタルはだれにも教えていないアカウントを使っ
て、姉がレストランで目撃したアイドルについて
自分がその場にいたかのように表現したうえに
誇張した内容を無責任に投稿してしまう。やが
てその投稿はさらにエスカレートした内容となっ
て・・・。
・勝手な思いこみ
自分は上手にSNSを使いこなせてると思ってい
るメイは、なりすましアカウントの被害にあって
いるという投稿を見て、悪い人を懲らしめたいと
いう思いからSNSの運営者に通報をしてしまう。
しかし、友達から嘘の投稿もあると聞かさ
れ・・・。
・つながる情報
個人情報をのせていないSNSに風景写真を投
稿していたアユミは、あるとき、隣の家が海外旅
行中のため預かっているというコメントとともに
犬の写真を投稿する。しかし、見ている人から
写真には居場所が分かる情報があると指摘さ
れ・・・。

なし
令和3年
(2021年)

個人
情報

115

スマホは情報モラルが大切
1巻
ネットいじめをしない！
SNSでの出会いに気をつけよ
う！

DVD 25分

・ネットいじめ
加恋は、同じバレー部仲間の菜月を外したSNS
グループを立ち上げ、そこでは菜月に対する悪
口がエスカレートしていく。菜月の親友の咲良
も、つい悪口に同意してしまったが・・・
・SNSでの出会い
みおは、スマホのゲームを通じて同い年の女の
子じゅんと知り合う。SNSのやりとりでじゅんと仲
良くなったみおは、自撮り写真を送ってしまう。し
かし、じゅんの正体は・・・

ワーク
シート
(ディス
ク内の
PDFファ
イルに
収録さ
れてい
ます)

令和4年
(2022年)


