
書名/副書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 資料番号

サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル 清水 陽平／著 弘文堂 2020.1 007.3/ｼﾐ20/ 0015120785

そのツイート炎上します! 唐澤 貴洋／著 カンゼン 2019.5 007.3/ｶﾗ19/ 0014933618

脱!スマホのトラブル/LINE フェイスブック
ツイッターやって良いこと悪いこと

佐藤 佳弘／著
武蔵野大学出版
会

2018.3 007.3/ｻﾄ18/ 0014351472

親子で学ぶスマホとネットを安心に使う本 鈴木 朋子／著 技術評論社 2017.11 007.3/ｽｽ17/ 0014170526

11歳からの正しく怖がるインターネット 小木曽 健／著 晶文社 2017.2 007.3/ｵｷ17/ 0013881917

人生を棒に振るスマホ・ネットトラブル 久保田 裕／著 双葉社 2014.7 007.3/ｸﾎ14/ 0012562245

サイバーリスクから子どもを守る
経済協力開発機
構／編著 明石書店 2016.1 367.6/ｹｲ16/ 0013415187

親が知らない子どものスマホ 鈴木 朋子／著 日経BP 2019.9 367.61/ｽｽ19/ 0015050511

スマホ・チルドレンもめごとSOS 富樫 康明／著 批評社 2018.9 367.61/ﾄｶ18/ 0014719835

ある日突然、普通のママが子どもの
ネットトラブルに青ざめる

長谷川 陽子
／著

アイエス・エヌ株式会
社コミュニティ・パブ
リッシング事業部

2017.12 367.61/ﾊｾ18/ 0014385215

子どもとスマホ 石川 結貴／著 花伝社 2016.9 367.61/ｲｼ16/ 0013699541

実践!スマホ修行 藤川 大祐／著 学事出版 2016.8 367.61/ﾌｼ17/ 0013618459

子どものスマホ・トラブル対応ガイド 安川 雅史／著 ぎょうせい 2016.4 367.61/ﾔｽ16/ 0013405519

子どもたちが危ない!スマホの現実 あきもと 司／著 ロングセラーズ 2015.12 367.61/ｱｷ15/ 0013263983

ネットいじめの構造と対処・予防 加納 寛子／編著 金子書房 2016.8 371.42/ｶﾉ16/ 0013653449

スマホ社会の落とし穴 清川 輝基／共著 少年写真新聞社 2018.10 371.45/ｷﾖ18/ 0014728141

サイバー・エフェクト子どもがネットに壊される メアリー・エイケン／著 ダイヤモンド社 2018.4 371.45/ｴｲ18/ 0014411367

Q&Aでわかる子どものネット依存とゲーム障害 樋口 進／著 少年写真新聞社 2019.10 374.93/ﾋｸ19/ 0015053713

こどもにスマホをもたせたら デボラ・ハイトナー／著 NTT出版 2019.1 379.9/ﾊｲ19/ 0014829576

脱！SNSのトラブル 佐藤 佳弘／編著 武蔵野大学出版会 2020.4 547.483/ｻﾄ20/ 0015252935

脱ネット・スマホ中毒 遠藤 美季／著 誠文堂新光社 2017.9 547.483/ｴﾝ17/ 0014101448

あなたは大丈夫？ネットトラブル
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【学ぼう情報リテラシー・情報モラル】

書名/副書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 資料番号

ネットで勝つ情報リテラシー 小木曽 健／著 筑摩書房 2019.9 007.3/ｵｷ19/ 0015038656

高校生が教わる「情報社会」の授業が
3時間でわかる本

沼 晃介／著 翔泳社 2017.11 007.3/ﾇﾏ17/ 0014170476

青少年のインターネット利用環境実態調査報告
書/平成30年度

内閣府政策統括官
(共生社会政策担
当)

2019.3 L367.68/ｾｲ12/2018 0014886857

インターネットの光と影/被害者・加害者になら
ないための情報倫理入門

情報教育学研究
会・情報倫理教育
研究グループ／編

北大路書房 2018.2 547.483/ｼﾖ18/ 0014344105

しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール 島袋 コウ／著 旬報社 2020.2 694.6/ｼﾏ20/ 0015166614

危機に立つSNS時代の教師たち 多賀 一郎／著 黎明書房 2020.2 374.3/ﾀｶ20/ 0014670616

情報モラルの授業2.0/スマホ世代の子どもの
ための情報活用能力を育む

今度 珠美／著 日本標準 2019.12 375.199/ｲﾏ19/ 0015101041

情報モラル教育/スマホ・ネットトラブルから子
どもを守る対応法

西野 泰代／編著 金子書房 2018.8 375.199/ﾆｼ18/ 0014509459

スマホ世代の子どもたちと向き合うために教師
が知っておくべきネット社会とデジタルのルー
ル

楢原 毅／編著 小学館 2016.3 375.2/ﾅﾗ16/ 0013569512

スマホに振り回される子スマホを使いこなす子 五十嵐 悠紀／著 ジアース教育新社 2019.8 379.9/ｲｶ19/ 0015042773

ここから始める情報モラル指導ガイド
岡山県総合教育
センター／編集

岡山県総合教育
センター

2018.2 KL375/179B/ 0014425227

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 C007/ｱｷ/4 0014272231

池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー2 学研教育出版 2015.2 C361/ｲｹ/2 0012845731

大人になってこまらないマンガで身につく
ネットのルールとマナー

金の星社 2018.6 C547/ｴﾝ/ 0014532105

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
／文

ジャムハウス 2018.4 C547/ｲｹ/ 0014241830

おしえて!尾木ママ最新SNSの心得2 ポプラ社 2015.4 C547/ｵｷ/2 0013320346

【セキュリティ】

書名/副書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 資料番号

情報モラル&情報セキュリティ
富士通エフ・
オー・エム株式会
社／著 制作

FOM出版 2020.2 007.3/ﾌｼ20/ 0015169204

あなたがセキュリティで困っている理由 辻 伸弘／著 日経BP 2019.5 007.609/ﾂｼ19/ 0014940381

インターネットの安全・安心ハンドブック
内閣サイバーセ
キュリティセン
ター／著

内閣サイバーセ
キュリティセンター 2019.1 L007.3/ﾅｲ19/ 0014504971

事例でわかるサイバーセキュリティの
最新トレンド

NTTテクノクロス
株式会社／著

サイバー出版
センター

2018.10 007.609/ｴﾇ18/ 0014372841

図解まるわかりセキュリティのしくみ 増井 敏克／著 翔泳社 2018.9 007.609/ﾏｽ18/ 0014714828

情報セキュリティの基礎知識
中村 行宏／著
四柳 勝利／著

技術評論社 2017.3 007.609/ﾅｶ17/ 0013881925

だれもが実践できるネットモラル・セキュリティ 堀田 龍也／編著 三省堂 2018.1 L375.199/ﾎﾘ18/ 0014310171


