出前講座、教材、ネットトラブル相談先等のリンク集
１．企業・団体が提供している安心安全なインターネット利用に関する出前講座一覧
講座内容等については、右欄の各企業・団体のホームページをご覧ください。いずれの講座も時間や内容
等について相談に応じていただけますので、事前に直接お問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、オンラインでのみ開催されていたり、
募集を停止している場合がございます。詳細についてHP等で事前にご確認ください。
会社・団体名等
株式会社NTTドコモ
「スマホ・ケータイ安全教室」

対 象
小学生、中学生、高校生、保護者、
教職員

講座詳細が掲載されているページ
https://www.nttdocomo.co.jp/corporat
e/csr/safety/educational/index.html
※講座資料もこのページからダウンロード
可能

KDDI株式会社
小学生、中学生、高校生、保護者(教 https://www.kddi.com/corporate/csr/l
esson/
「KDDIスマホ・ケータイ安全教室」 職員も可)、シニア
http://acenpo.org/info/kangaeyou/jugyou/index.h
tml

ソフトバンク株式会社
「考えよう、ケータイ」

教職員、保護者

総務省・文部科学省支援
「e-ネットキャラバン」

小学校３・４年生、小学校高学年、中
https://www.fmmc.or.jp/e-netcaravan/
学生、高校生、保護者、教職員

大阪府人権擁護課
中学生、高校生、保護者
「ネット上の誹謗中傷防止講座」

https://www.pref.osaka.lg.jp/jinken/inte
rnet/demae.html

大阪府消費生活センター

https://www.pref.osaka.lg.jp/shouhi/kei
hatsu/koushihaken.html

小学生、中学生、高校生、保護者等

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/
大阪府警察本部サイバー犯罪対
小学生（４～６年生）
策担当部署

①府警ホームページ⇒②よく使われるメ
ニュー「サイバー犯罪対策」⇒③サイバー防
犯ボランティア活動

一般財団法人LINEみらい財団
「情報モラル教育」
(オンライン出前講演)

小学生、中学生、高校生
保護者
教職員
※すべてオンライン開催

https://line-mirai.org/ja/proposal/

デジタルアーツ株式会社
「情報リテラシー出張授業」

小学生、中学生、高校生、教職員、
保護者、自治体職員 他

https://www.daj.jp/csr/enlightenment/

小学生、中学生、高校生、保護者、
教職員、シニア

お問い合わせ：講師担当・粟津まで
電話:080-5968-9590
（平日10時～17時）
※一部実施できないエリアがあります。
詳細はお問い合わせください

独立行政法人 情報処理推進機
小学生、中学生、高校生、保護者、
構（IPA）
教職員
「インターネット安全教室」

https://www.ipa.go.jp/security/keihats
u/net-anzen.html

株式会社 ジェイコムウエスト
（J:COM）
「ZAQあんしんネット教室 by
J:COM」

２．青少年のネット・リテラシー向上のための学習コンテンツ一覧
学校や家庭でのネット・リテラシー学習の参考となるサイトやコンテンツを紹介しています。ご活用ください。
会社・団体名

学習コンテンツ名

提供媒体

「もずやんのレスキューキット 危険から子
どもを守るDVD」のうちの「スマホ・ネットに潜
右記サイトから視聴可能
む危険」（児童生徒編、保護者編）
大阪府
青少年・地域安全室 YouTube「大阪府青少年課チャンネル」
ネット・リテラシー啓発教材等、青少年の社
会環境整備や社会生活を営む上での困難 右記サイトから視聴可能
を有する青少年支援、少年非行防止に関す
る動画

大阪府教育庁
市町村教育室小中
学校課

URL

https://www.pref.osak
a.lg.jp/koseishonen/jor
ei/firutaring.html
https://www.pref.osak
a.lg.jp/koseishonen/se
ishonenyoutube/index.
html

https://www.pref.osak
・携帯・ネット上のいじめ等の防止資料
右記サイトからダウンロード
・携帯・ネット上のいじめ等への対処方法プ
a.lg.jp/jidoseitoshien/ij
可能
ログラム-追加資料
ime/index.html
https://www.pref.osak
・小中学校における携帯電話の取扱いに関
右記サイトからダウンロード
するガイドライン
a.lg.jp/shochugakko/k
可能
・ＳＮＳの危険性について知ろう！
eitai/index.html

大阪府
人権局人権擁護課

啓発リーフレット「SNSを凶器にするな。」
https://www.pref.osak
SNS投稿前に注意すべきことが確認できる
右記サイトからダウンロード
チェックリストや誹謗中傷などの被害に遭っ
a.lg.jp/attach/14854/0
可能
た際の相談窓口など、役に立つ情報を掲載
0000000/leaflet.pdf
しています。

株式会社NTTドコモ

スマホ・ケータイ安全教室青少年向け講座
教材
・DVD貸出
・教材データ

ＫＤＤＩ株式会社

右記サイトから参照可能

https://www.nttdocom
o.co.jp/corporate/csr
/safety/educational/o
pen_course/

KDDIスマホ・ケータイ安全教室 (青少年向け
講座) 教材
・DVD貸出
右記サイトから参照可能
・出前講座の認定講師による模擬講座映像
・教材データ

https://www.kddi.com
/corporate/csr/lesson
/rent-brief-summary

ネットスキル診断
・ネットスキルをタイプ別に分類します。クイ
ズ形式で正しい知識や注意すべきポイント 右記サイトから参照可能
を学べます。
・推奨年齢：小学校4年生～高校3年生

https://www.kddi.com
/family/shindan/

スマホ・ケータイファミリーガイド ON WEB
・スマートフォンやインターネットに潜む危険
右記サイトから視聴可能
性を動画で紹介し、その回避策について掲
載しています。

https://www.kddi.com
/family/

情報モラル授業プログラム「みんなで考えよ DVD（右記サイトから申込み https://aceソフトバンク株式会社 う！ケータイ・スマートフォン」
必要）
npo.org/info/kangaeyo
授業や保護者会で使える情報モラル教材
u/kyouzai/index.html

会社・団体名

学習コンテンツ名

提供媒体

URL

「学習資料」
・ウォーミングアップクイズ
・子どもの人生を守るためのフィルタリング
活用法
・ゲーム機でのインターネット利用とフィルタ 右記サイトからダウンロード https://www.daj.jp/cs
可能
リングについて
/filtering/materials/
・スマホにひそむ危険 (1)～(8)
（スマートフォンやインターネットを利用す
デジタルアーツ株式 る際に注意しないと遭遇してしまう、具体的
会社
な被害・トラブル事例を疑似体験できます。）
「お子さまの人生を守るためのフィルタリン
グ活用講座」
お子様のスマホ利用とフィルタリングの役割
右記サイトから参照可能
をご紹介しています。単なる有害サイトブ
ロックではなく、お子様と保護者の方のルー
ル作りなども含めたフィルタリングの活用方
法を詳しく解説しています。
「ハッカドールが教えるインターネットの安
心・安全な使い方」
インターネットやスマートフォンを利用するに
株式会社ディー・エ あたって気をつけてほしい4つのテーマに
右記サイト左欄からダウン
沿って、4コマ漫画を交え、適切な使い方や
ロード可能
ヌ・エー
注意点などをまとめています。
また、本教材の学習後に各テーマごとに自
分のルールを決めて記入できる箇所を用意
しています。

DVD「インターネットはいろいろなトラブルと
もつながっている」（小学校高学年用・中学
生用・高校生用）
大阪府消費生活セン
ター

https://www.daj.jp/cs
/filtering/lessons/

https://csr.dena.com/
internet-usage/

右記サイトから貸出可能

https://www.pref.osak
a.lg.jp/shouhi/center/i
ndex.html

右記サイトから補助資料・活用
マニュアルをダウンロード可能

https://www.pref.osak
a.lg.jp/shouhi/keihatsu
/20130208s.html
https://www.pref.osak

「若者向け消費者教育教材各種」
右記サイトからダウンロード
a.lg.jp/shouhi/wakamo
年代別の各種教材が掲載されているページ 可能

no/index.html

情報化社会の新たな問題を考えるための教
https://www.mext.go.j
材＜児童生徒向けの動画教材、教員向け
文部科学省 生涯学
右記サイトから啓発動画の
p/a_menu/shotou/zyo
の指導手引き＞
習政策局情報教育
視聴及び「指導の手引書」
情報化社会の新たな問題を考えるための教
uhou/detail/1416322.h
課
のダウンロード可能
材～安全なインターネットの使い方を考える
tm
～

国立教育政策研究
所

「情報モラル教育実践ガイダンス」
～すべての小・中学校ですべての先生が指
https://www.nier.go.jp
導するために～
右記サイトからダウンロード
/kaihatsu/jouhoumoral
情報モラル教育を実施する手順やその際の 可能
/
配慮事項、チェックリスト、実際の授業の進
め方がわかる指導例などを収録
「インターネットトラブル事例集」
インターネットトラブルの実例を挙げ、その
予防法等をご紹介しています。

https://www.soumu.go
右記サイトからダウンロード .jp/main_sosiki/joho_ts
可能
usin/kyouiku_joho-

総務省
「国民のための情報セキュリティサイト」
安心してインターネットを使うための情報セ 右記サイトから参照可能
キュリティ対策情報

ka/jireishu.html
https://www.soumu.go
.jp/main_sosiki/joho_ts
usin/security/index.ht
ml

会社・団体名

学習コンテンツ名
「楽しいコミュニケーションを考えよう！」
カード教材を多く取り入れたワークショップ
型教材。子どもたちが自らインターネットと
の上手なつき合い方や適切なコミュニケー
ション方法を考える内容となっています。

提供媒体

URL

https://line-

右記サイトからダウンロード
mirai.org/ja/download
申込（無料）

/#b

一般財団法人
LINEみらい財団
「SNSノートおおさか」
GIGAスクール展開にあわせた児童・生徒の
https://linecorp.com/j
情報モラル･リテラシーの強化と向上を目的 右記サイトからダウンロード
a/csr/newslist/ja/202
可能
とした情報モラル教育教材です。
1/362
（松原市、泉南市、守口市で組成する「SNS
ノートおおさか」作成委員会と共同制作）

①情報モラル教材「事例に学ぶ情報モラル」
小学生版と中高生版の二種類あり
教材と指導者用手引書と生徒用冊子が一
式

https://corp.gree.net/
jp/ja/sustainability/int
①右記サイトから申込み可
ernet能
society/teachingmaterials/

グリー株式会社
②情報モラル動画「ティルと学ぶ 正しく怖が
るインターネット」
②右記サイトから視聴可
有名犬ティルと一緒に学ぶ、ネットやSNSで 能、または「ティルと学ぶ」で
「絶対に失敗しない方法」。短時間で分かり 検索
やすく学ぶことができます。

https://corp.gree.net/
jp/ja/sustainability/int
ernet-society/moralvideo/

内閣府

「青少年のインターネット利用環境づくりハン
https://www8.cao.go.j
ドブック（保護者・教職員・指導員向け）」
p/youth/kankyou/inte
青少年のインターネット利用環境整備に係 右記サイトから申込み可能
rnet_use/r01/handboo
る国や自治体の取組み事例や各種情報が
k/index.html
まとめられています。

NHK for school

NHKが制作する学校教育向けの「ばんぐ
み」を２０００本以上、さらに学習のエッセン
スを簡潔にまとめた「クリップ」を７０００本以
上配信しています。
動画だけでなく、「教材・資料」や「授業プラ
ン」など、授業に役立つコンテンツもあわせ
て提供しています。

【番組名】スマホ・リアル・ス
トーリー
右記サイト（NHKページ）か
http://www.nhk.or.jp/s
ら閲覧可能
※URL変更等によりリンク ougou/sumaho/
切れが発生する可能性が
あります。

警察庁が作成したパンフレットやポスターが
https://www.npa.go.jp
警察庁（生活安全局 まとまっており、子ども向けに作成されたイ 右記サイトからダウンロード
/publications/booklet/
少年課）
ンターネット利用の危険性について紹介した 可能
index.html
パンフレットがダウンロードできます。

「情報セキュリティ対策ビデオ」
警察庁（サイバー犯
サイバー犯罪の各種手口が紹介されていま 右記サイトから視聴可能
罪対策）
す。

https://www.npa.go.jp
/cyber/video/index.ht
ml

３．ネットトラブル相談先一覧
インターネットに関するトラブルが起きた際の相談窓口をまとめています。
会社・団体名
犯
大阪府警察本部サイ
罪
バー犯罪対策担当部
関
係 署

URL

相談窓口・連絡先等
サイバー犯罪に関する相談や情報

https://www.police.pref.osa

※①右記府警ホームページ⇒②よく使われるメニュー「サイ
バー犯罪対策」⇒③サイバー犯罪に関する相談・情報提供⇒ ka.lg.jp
④相談メールフォーム

消
費
商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せ等
生 消費者庁「消費者ホットラ
消費者ホットライン：１８８（いやや！） 局番なし
活 イン」
※お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します。
関
係

法務省「人権相談」

インターネットでの誹謗中傷・プライバシー侵害等の相談
みんなの人権110番：0570-003-110
女性の人権ホットライン：0570-070-810
子どもの人権110番：0120-007-110

いじめ問題やその他のSOSに悩む子供や保護者のための相
文部科学省
「24時間子供ＳＯＳダイヤ 談
ル」
0120－0－78310（なやみ言おう）24時間受付対応

大阪府教育センター
「すこやかホットライン」

https://www.caa.go.jp/polici
es/policy/local_cooperation
/local_consumer_administrat
ion/hotline/

https://www.moj.go.jp/JINK
EN/index_soudan.html

https://www.mext.go.jp/ijim
e/detail/dial.htm

いじめ問題やその他等の学校でのトラブルに関する相談
http://wwwc.osaka06-6607-7361 （平日9時半～17時半）
c.ed.jp/matters/consultatio
sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp
保護者・教職員からの相談窓口もあります。詳細はHPに掲載 n/sukoyaka/index.html

https://www.pref.osaka.lg.jp
いじめや学校生活での悩
みに関する相談窓口
府内市町村の相談窓口について、大阪府教育庁のHPに掲載 /kotogakko/sodan24/sou（保護者の皆様）
h.html
人
権

こどもを守る
被害者救済システム

いじめ等の被害にあった場合の相談
（月・火・木10:00～20:00）
0120-928-704（子どものみ）
06-4394-8754（子ども・保護者）

https://www.pref.osaka.lg.jp
/jidoseitoshien/kyuusai/

大阪府人権相談窓口

人権に関する相談
06-6581-8634
（つながらない場合は、06-6581-8635も利用可）
平日相談（月～金）9:30～17:30
夜間相談（毎週火）17:30～20:00
休日相談（毎月第４日曜） 9:30～17:30

https://www.pref.osaka.lg.jp
/jinkenyogo/soudanmadogu
chi/soudan-oosakafu.html

SAP(Sexual Assault
19歳までの子どもの性暴力の相談
Prevention)子どもサポー
06-6632-0699（月～水 14:00～18:00）
トセンター「サチッコ」

デートDVや性暴力被害のLINE相談
ウィメンズセンター大阪
友だち追加LINE ID検索→@wco.life.coocan
「WCO大阪ティーン相談」
（木・金・土18:00～22:00 受付は21:30まで）

https://sapchildsupportc.wi
xsite.com/sapcsc
↓友だち追加

http://wco.life.coocan.jp/mo
yoosi/sns-soudan.html

インターネット違法・有害 インターネット上の違法・有害情報に対し、相談を受け付け、
情報相談センター
対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行なう相談

https://ihaho.jp/

違
法
インターネット上の違法情報の通報受付
・
有 インターネット・ホットライ ※ガイドラインに照らして判断した上で警察に情報提供すると https://www.internethotline.
ともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼します。
jp/
害 ンセンター
※相談窓口ではありません。
情
報 一般社団法人セーファー
インターネット上の違法・有害情報の通報を受け付け、
インターネット協会「セー
https://www.safe-line.jp/
被害者等に代わって削除依頼を行う民間のホットライン
フライン」

そ
の
他

一般財団法人日本デー
タ通信協会
「迷惑メール相談セン
ター」
IPA 独立行政法人 情報
処理推進機構
「情報セキュリティ安心相
談窓口」

不特定多数へ同意を得ずに送る広告宣伝目的のメールに関
する情報提供や相談

03-5974-0068
受付時間：10時～12時、13時～17時（年末年始・土日祝祭日
除く）

https://www.dekyo.or.jp/so
udan/

コンピュータウイルスや不正アクセスに関する相談（技術的な
アドバイス）
03-5978-7509 受付時間：10時～12時、13時30分～17時（年 https://www.ipa.go.jp/securi
末年始・土日祝祭日除く）
ty/anshin/
anshin@ipa.go.jp

４．お役立ち情報一覧
各種お役立ち情報をまとめています。
会社・団体名

URL

内容・連絡先等

消費者庁

「インターネット消費者トラブル防止キャンペーン」のページ http://www.caa.go.jp/policie
多様化・巧妙化するインターネット消費者トラブルについての s/policy/consumer_policy/c
情報が掲載されています。
aution/internet/trouble/

独立行政法人 情報処理
推進機構（IPA）

ワンクリック請求への対策情報
（請求画面の消し方等）

https://www.ipa.go.jp/securi
ty/topics/alert20080909.ht
ml

総務省「電気通信サービス インターネットや携帯電話等の電気通信サービスに関する
Q＆A」
質問と答えを紹介しています。

https://www.soumu.go.jp/m
ain_sosiki/joho_tsusin/d_faq
/

安心ネットづくり促進協議
会

安心で安全なネット環境づくりのため、各種啓発活動や講
座・教材などの情報提供及び調査研究を行っています。

https://www.good-net.jp/

内閣府共生社会政策

「青少年有害環境対策（インターネット利用環境整備）」の
ページ
青少年インターネット環境整備法に関する情報や広報啓発
活動等の各種情報が掲載されています。

https://www8.cao.go.jp/you
th/kankyou/index.html

大阪府
人権局人権擁護課

インターネット上の人権問題について
https://www.pref.osaka.lg.jp
インターネット・ＳＮＳを利用する際の注意や、インターネット
上での人権問題に係る相談窓口について掲載しています。 /jinken/internet/index.html

株式会社NTTドコモ

「子どもにスマートフォンを持たせる前に保護者が知っておき
https://www.nttdocomo.co.j
たいこと」のページ
子どもにスマートフォンを持たせる不安解消の手助けになる p/corporate/csr/safety/par
ような情報や家庭でのルールづくりのヒントになるような情報 ents/
を掲載しています。

任天堂株式会社

みまもりSwitch
お子様の利用する〔Nintendo Switch〕に関する使用制限機 https://www.nintendo.co.jp/
能
hardware/switch/parentalc
保護者のスマートフォンで、お子さまの遊んだ時間をチェック ontrols/
したり、タイマーを設定したりできます。
Nintendo Switch サポート
https://www.nintendo.co.jp/
Nintendo Switchをみまもろう
support/switch/parents/ma
安心してお子様にNintendo Switchをお使いいただくため、保
nga/index.html
護者が行う「みまもり設定」についてご案内されています。

各携帯電話会社のフィルタリングサービスに関する無料問合せ先と設定方法掲載ページ
株式会社NTTドコモ

KDDI株式会社

ソフトバンク株式会社

ドコモ携帯電話から局番なしの１５１
一般電話から０１２０－８００－０００
○アクセス制限サービス（フィルタリングサービス）
○あんしんウェブフィルター
〇時間制限
au携帯電話から局番なしの１５７
一般電話から００７７－７－１１１
○あんしんフィルター for au
ソフトバンク携帯電話から局番なしの１５７
一般電話から０８００－９１９－０１５７
○あんしんフィルター for SoftBank

https://www.nttdocomo.co.j
p/service/access_limit/inde
x.html
https://www.au.com/mobile
/service/anshin-filter/
https://www.softbank.jp/mo
bile/service/filtering/anshin
-filter/

大阪府青少年課ホームページ内に開設したSNS等の使い方に関する情報を掲載
大阪府
青少年地域安全室

おおさかＳＮＳ子ども安心サイト

https://www.pref.osaka.lg.jp
/koseishonen/osaka_sns/in
dex.html

