
請求記号 書名 著者名 出版社 出版年月

007/2012 気をつけよう！情報モラル   1　ゲーム・あそび編 汐文社 2012.11

007/2012 気をつけよう！情報モラル　２　メール・SNS編 汐文社 2013.3

007/2012 気をつけよう！情報モラル　３　著作権・肖像権編 汐文社 2013.3

007/2012 気をつけよう！情報モラル  ４　個人情報漏洩・拡散編 汐文社 2017.12

007/2012 気をつけよう！情報モラル　5　コンテンツ依存・つながり依存編 汐文社 2018.2

007/2012 気をつけよう！情報モラル　6　誹謗中傷・炎上編 汐文社 2018.3

007/2018 最新版親子で学ぶインターネットの安全ルール　小学生・中学生編
いけだ としお・おかもと なち

こ／文　つるだ なみ／絵
ジャムハウス 2018.4

007/2019
情報モラル学習 迷惑をかけない、被害にあわないネットのルール　第1巻

ネット社会・しくみとルール
下村 正洋・三田 淳司／監修 理論社 2019.9

007/2019
情報モラル学習 迷惑をかけない、被害にあわないネットのルール　第2巻

調べて使う・ネットのルール
下村 正洋・三田 淳司／監修 理論社 2019.9

007/2019
情報モラル学習 迷惑をかけない、被害にあわないネットのルール　第3巻

友だちと使う・SNSのルール
下村 正洋・三田 淳司／監修 理論社 2019.9

007/2019
情報モラル学習 迷惑をかけない、被害にあわないネットのルール　第4巻

生活で使う・家族のルール
下村 正洋・三田 淳司／監修 理論社 2019.9

007/2019
NHKスマホ・リアル・ストーリー

知らないとこわい!スマホ・SNSとの正しいつきあいかた

NHK「スマホ・リアル・ストー

リー」制作班／編
岩崎書店 2019.9

007/2020
13歳からの「ネットのルール」

誰も傷つけないためのスマホリテラシーを身につける本
小木曽 健／監修

メイツユニバー

サルコンテンツ
2020.11

007/2020 やさしくわかるデジタル時代の情報モラル　1  基本編 松下 孝太郎・山本 光／共著 技術評論社 2020.8

007/2020 やさしくわかるデジタル時代の情報モラル　2　スマホ編 松下 孝太郎・山本 光／共著 技術評論社 2020.8

007/2020
やさしくわかるデジタル時代の情報モラル　3

インターネット・メール・セキュリティ編
松下 孝太郎・山本 光／共著 技術評論社 2020.8

007/2020 やさしくわかるデジタル時代の情報モラル　4　SNS編 松下 孝太郎・山本 光／共著 技術評論社 2020.8

007/2020
やさしくわかるデジタル時代の情報モラル　5

動画・ゲーム・ショッピング編
松下 孝太郎・山本 光／共著 技術評論社 2020.8

007/2020 気をつけよう!ネット動画　1　動画を見るのがやめられない 小寺 信良／監修 汐文社 2020.1

007/2020 気をつけよう!ネット動画　2　動画投稿に潜むワナ 小寺 信良／監修 汐文社 2020.3

007/2020 気をつけよう!ネット動画　3　大丈夫!?動画の著作権 小寺 信良／監修 汐文社 2020.3

007/2021 ストップ!SNSトラブル　1　炎上、誹謗中傷はどうして起こる? 小寺 信良／著 汐文社 2021.4

007/2021 ストップ!SNSトラブル　2　文字で気持ちまで伝わる? 小寺 信良／著 汐文社 2021.5

007/2021 ストップ!SNSトラブル　3　なぜ、スマホを手放せない? 小寺 信良／著 汐文社 2021.6

２０２１年９月現在

「情報モラル」とは、「情報社会で正しい活動を行うための考え方と態度」のことです。

私たちはテレビやインターネットなどから届くたくさんの情報に囲まれています。

自分やまわりの人を傷つけずに、情報を安全に正しく使うにはどうしたらよいでしょう。

このリストでは情報の使い方や考え方のヒントがつまった本を紹介します。



請求記号 書名 著者名 出版社 出版年月

021/2016 学校で知っておきたい著作権　3　ネットの写真はSNSで使ってもいいの? 小寺 信良／著 汐文社 2017.2

021/2019
やさしくわかるデジタル時代の著作権　1

基本編　著作権の基本がゼロからわかる!
山本 光／監修・著 技術評論社 2019.8

021/2019
やさしくわかるデジタル時代の著作権　2

学校編　運動会、文化祭、部活など、学校での著作権がわかる!
山本 光／監修・著 技術評論社 2019.8

021/2019
やさしくわかるデジタル時代の著作権　3

生活編　SNSやネット動画など、いろんな場面の著作権がわかる!
山本 光／監修・著 技術評論社 2019.8

021/2019 小中学生のための初めて学ぶ著作権　新装改訂版 岡本 薫／著
朝日学生

新聞社
2019.8

320/2020 小学生からのなんでも法律相談　3巻　どうしよう?友だちとのトラブル
小島 洋祐・高橋 良祐・

渡辺 裕之／監修
文研出版 2020.10

361/2019
池上彰と考えるフェイクニュースの見破り方　1

「正しい情報」って、なに?
池上 彰／監修 文溪堂 2019.2

361/2019
池上彰と考えるフェイクニュースの見破り方　2

インターネットのしくみ
池上 彰／監修 文溪堂 2019.2

361/2019
池上彰と考えるフェイクニュースの見破り方　3

知らないとあぶないSNS
池上 彰／監修 文溪堂 2019.3

361/2019
池上彰と考えるフェイクニュースの見破り方　4

「ウソの情報」を出さない、受け取らない
池上 彰／監修 文溪堂 2019.3

361/2019 フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ 森 達也／著
ミツイパブリッ

シング
2019.12

361/2021
話す・聞く・つながるコミュニケーション上手になろう!　3

楽しいデジタル・コミュニケーション
藤野 博／監修 旬報社 2021.1

369/2021 池上彰と考える災害とメディア　1　災害情報とメディアの特徴 池上 彰／監修 文溪堂 2021.2

369/2022 池上彰と考える災害とメディア　2　防災・減災のための災害予測 池上 彰／監修 文溪堂 2021.3

369/2021 池上彰と考える災害とメディア　3　災害から命を守る情報収集 池上 彰／監修 文溪堂 2021.3

369/2022 池上彰と考える災害とメディア　4　復興のためのメディア情報 池上 彰／監修 文溪堂 2021.3

814/2021
伝わる表現を選ぼう　言葉のひきだし　3

「ヤバい」ってどんな意味?　SNS編
伝わる表現研究会／編著 汐文社 2021.3

913/エヌ SNS炎上
NHK「オトナヘノベル」制作班

／編
金の星社 2017.1

913/エヌ SNSトラブル連鎖
NHK「オトナヘノベル」制作班

／編
金の星社 2017.1

E/ス スマホをひろったにわとりは
ニック・ブランド／さく

いしだ みき／やく

マイクロマガジ

ン社
2020.7

大分県立図書館

サービス課 児童サービス担当

２０２１年９月改訂

このリストでは、おもに２０１７年以降発行の本を集めています。

本の場所がわからないときは、カウンターでおたずねください。


