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あなたの個人情報を世界中の人が自由に見ているとしたら…

あなたに対する誹議中傷が,知 らない所で広められているとしたら…

あなたはどう思しヽまずか曾

徳島県教育委員会は,す べての人の基本的人権が尊重される社会の実現をめざ

した人権教育の推進に努めてしヽます。

この資料が,人 権問題について学ぶとともに人権意識を高めるためI PTAの

研1多会をはじめ!多 くの場で活用されることを願つてしヽます。

徳島県教育委員会



こんなことが・・・

恐んなメ…ジレが騒く量急窃鞠盤晶鼈孫縮等
畠ん綾岳越がインタ再

‖&書齢継てじ`恐極越があり観ず。

From:● ●△△

件 名 :緊急‖

日付 :5/22 19:33

00っ てムカツク !(〉_〈)

みんなで無視しない?

至急このメールをみんなに

送ってね。

もし送らなかったら

あなたも…

From:○ 〇君

件 名 :知ってる ?

日 付 : 9 / 1 8  1 6 : 2 2

6年1組の B君は,走 るの

が速いことを鼻にかけて
いばつている。

テス トの点は悪いのに。

(「#)/

⑤

○□□ 415

この人は最近起こった少年○○事件の

犯人です。氏名△△D男 , 15才,住 所

この写真の女の子は

私の親友のAさ んです。

住所 :××町○○△△番地

電話 :090-O① OO― X× ×X

メールア ドレス:・…@…

★現在恋人募集中なのでよろしく1

②

O

③

◆◆X 813

Cさ んって,何 でもできてすごいよね。

あこがれるなあ。

△△▽ 8 1 4

女のくせに生意気だよ。(｀へ
'メ

OXX 8 14

どこの人なんだろう?



轡鬼電みま惨患う 。議じ含つてみまし逮窃

(1)左 のページのメールや書き込みを見て,どんなことが
気になりましたか。

t2)ど うしてこのようなメールや書き込みをするのだと
思いますか。

また, このようなメールや書き込みをなくすためには,
どうすればよいと思いますか。

このようなメールが届いたり,
書き込みを見つけたりしたとき,どうしたらいいんだろう?



A緩 鰻議稜懇く載癒嬢鰻

インターネット上では 互 いの姿が見えないことから,無 責任に好き勝手な書き込みを

行しヽやすしヽ環境にあります。

そういつたインターネッ ト上の環境や情報発信の容易さi匿 名性などを悪用 した個人の

名誉の侵害!差 別を助長する表現 有 書情報等の掲載!他 人になりすましての書き込み

迷惑メールの送信 個 人 青報の流出など1人 権にかかわる様々な問題が発生 しています。

また,本 人が意図しなくても他人に対する人権侵言をしてしまつてしヽることもあります。

インターネットによる人権侵害が大きな社会問題となつている今 こ のような問題を決

して他人事としてで1よなく自分のこととして捉え)ど のように行動 していくのかが 私 た

ち一人ひとりに問われています。

一度流出してしまつた情報を

取り戻すことは困難になります

インターネットによる人権侵害よ1個人の人権に関する意識や社会の中にある人権

問題i人権をめぐる社会状況がそのまま現れたものといえます。

インターネットの特性を十分知ったうえで利用するとともに1私たちの人権意識を

高め!生活の中の人権問題を鋭く見抜き,それを許さない行動が必要です。
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等笥をがた

Ffttjiあう革≧を等るためた

（（中ヽ）
(

フヽ

子どもたちが!イ ンターネットによる人権侵言に巻き込まれて一人で悩んでしヽることが

あります。携帯電話やパソコンは 一 人で利用する場画が多いために1利 用状況が周 りか

らわかりにくく 問 題が発生 しても気づきにくいからです。日ころから,子 どもたちの話

をしつかりと聴き1境 帯電話やllソコンの使用について十フイルタリング (有言サイ トア

クセス制限)の 設定など ― 絡にルールを決めたりその危険性や解決の方法について共に

考えたりすることが大切ですc

また 普 段から!子 どもたちが自然の中で遊んだり!読 書をしたり 多 くの人とかかわつ

たりする経験ができるようにしましょう。相手の話を聞く力や自分の考えを相手にしっ

かりと伝える力 相 手の考えを正 しく理解する力としヽつたコミュニケーションの力を身に

つけていくことも1よ りよしヽ人間関係を築く上ですとても大切なことです。そのためにも

大人は子どもの話にしつかり耳をllBけましょう。それ よ,子 どもを認めることにつながりす

子ども よ自分のことを好きだと思えるようになるのではないでしょうか。

身近r」暮らしを見つめてみると 同 利問題をよじめ,女 性!子 ども 高 齢者 障 害者の

人権問題など 様 々な人権問題が存在していることに気づきます。そこには み んなと同

じであることを優先し!少 しでも異質なものを排除しようとする意識や非合理的で因習的

な意識も見受けらllます。このような意識がインターネットによる人権l―害を発生させる

ことにもつながってしヽると考えられます。

私たちよ 今 一度 す べての人間は尊い存在であるとしヽうことを確認し合い 一 人ひと

りのちがいや個性を認め合うことにより 互 いに尊重し合う人間関係を築いていくことが

大切です。

困ったときには

○子どものいじめ等に関する相談

徳島県立総合教育センター4寺別支援1相談課

電話 088-672-5200

十
1  ! ■ 、

↑ 弘`
‐|

○人権侵害等に関する相談
徳島地方法務局
電話 088-622-4171

0イ ンターネット上のトラブルの解決支援サイト
書察庁 「インターネット安全 ・安心相談」
htゆ//www cyberSaた ty golp/

○広告又は宣伝目的の迷惑メールやチェーンメールの対処法

迷惑メール相談センター

httpi//www dekyoo,jp/soudan/

一人で悩ます
相談しましょう。



豊かにつながるために

インターネットを用しヽると 時 間や場所にとらわれす,世界中の人々と情報を共有し合つ

たり 思 いを伝え合つたりすることができます。どこで災害があつた1こ んなことで困っ

てしヽるといつた情報も瞬時に届き だ れかのために行動できる人々をつなげていくこと

も可能です。

他の人の人権を守ることよ自分の人権を守ること 人 権を守り合うこと|よ人間を大切

にし合うこと。私たちが幸せに生きていくためによ,人 権の共存は欠かせません。イン

ターネット社会を人権尊重の文化で満たしてしヽくことが,私 たちの末来を豊かにしてしヽ

くことにつながります。

そのためにもi私 たちが人権としヽうキーワー ドでつながり合い 豊 かな人間関係を築

いてしヽきましょう。

関係法令 (一部掲載)

[国]不 正アクセス行為の禁止等に関する法律 (不正アクセス禁止法)【 平成 12年施行】

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

個人情報の保護に関する法律

(プロバイダ責任制限法)【平成14年施行】

(個人1青報保護法) 【平成 17年施行】

インターネット異性紹介事業を利用 して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(出会い系サイ ト規制法)【平成15年施行】

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
(青少年ネット規制法)【 平成21年施行】

[県]徳 島県青少年健全育成条例 【昭和40年施行】
徳島県個人情報保護条例  【平成 15年施行】

人権教育 ・啓発を進めるにあたっては,国 や県|こおいて,
次のような方針や計画等が示されています。

[国]人 権教育及び人権啓発の推進に関する法律【平成12年】

人権教育 啓発に関する基本計画【平成14年】

人権教育の指導方法等の在 り方について[第二次とりまとめ]【平成20年】

[県]徳 島県人権教育推進方針【平成16年】

徳島県人権教育 啓発に関する基本計画【平成16年】

人権教育指導者用手引書「
“
あわ

'人
権学習ハン ドブック」【平成19年】

徳島県教育委員会人権教育課
電     話  088-621-3155
フアクシミリ 088-621-2885

平成21年3月発行


