
「すごろく」の
答えの解説！

ネットモラル
学ぼう！

情報モラルすごろくゲーム ちょっと考えてみよう！

2018
仙台版

ページを開くと… ページの最後には…

ちょっと考えてみよう！

仙台市情報モラル教育
推進会議

インターネット情報の
特徴は？

ストップ！ア

インターネットの情報は正し
いものばかりではないので、
必ず他の情報と比較しなくて
はいけないよ。

インターネットを使うときに
気を付けることは？

ストップ！カ

インターネットは気付かない
間に長い時間してしまうこと
があります。節度ある使い
方をしないといけないよ。

SNSの書き込みでは？

ストップ！イ

直接顔を合わせた時に言え
ないようなことをネットとい
う公の場に書くべきではあり
ませんね。

SNSでは？

ストップ！エ

ネットで親切にされたからといっ

て、よい人だと思い込んで相手
を信頼してはいけないよ。実際

の人柄は、よい人だと限りませ

んよ。

心当たりのない連絡には？

ストップ！オ

心当たりのない連絡は必ず
大人に相談して解決するよう
にしよう！

動画投稿サイトは？

ストップ！ウ

自分が撮影したり録画したり
したものでも、著作権は別
にあるので自由には利用で
きないよ。

著作権があるものは？

ストップ！キ

ゲームのルールを表現した文章や

ルール解説書には著作権がある

がルール自体には著作権はない。
道路標識、富士山にも著作権は

ない。

※みやぎ情報活用能力育成共同プロジェクト事業　ワークシートの一部

https://www.city.sendai.jp/johokasuishin/kyodo/miyagi-jokatsu.html

●仙台市消費生活センター（不当請求等）▶℡ 022-268-7867
●警察相談専用電話▶℡ 022-266-9110＃9110（プッシュ回線）
●24時間いじめ相談専用電話▶℡ 022-265-2455（24時間365日）
●ヤングテレホン相談（仙台市子供相談支援センター）
　▶℡ 022-222-7830（24時間365日）
　▶℡ 0120-7830-017（携帯・PHS等の利用不可）

●NTTドコモ▶℡ 0120-800-000
●KDDI（au）▶℡ 0077-7-111
●ソフトバンク▶℡0800-919-0157
●Y！mobile▶℡0120-921-156

困った時は！

携帯電話等の問い合わせ窓口

困った時の相談窓口

この印刷物は、
輸送マイレージ低減によるCO2削減や
地産地消に着目し、国産米ぬか油を使用した
新しい環境配慮型インキ「ライスインキ」で印刷し、
印刷用の紙へリサイクルできます。この印刷製品は、環境に配慮した

資材と工場で製造されています。

インターネットの情報の特徴は？

ストップ！ 次の質問に正解したら進めるよア

いつでも最新の
役立つ情報だけがある1 インターネットの情報は

すべて信用できる2

古くなってしまった
情報もある3 日本語の情報は

日本人だけが見てる4

SNSの書き込みでは？

ストップ！ 次の質問に正解したら進めるよイ

友達の名前や写真を
のせてはいけない1 名前をのせなければ

友達の写真をのせてよい2

友達への忠告は
実名で書き込む3 悪口でなければ

何を書いてもよい4

動画投稿サイトは？

ストップ！ 次の質問に正解したら進めるよウ

テレビアニメを自由に
アップロードしてよい1 コンサートの映像を自由に

アップロードしてよい2

自作のアニメを自由に
アップロードしてよい3 スマートフォンで撮影した

映画を自由にアップロード
してよい

4

著作権があるものは？

ストップ！ 次の質問に正解したら進めるよキ

ゲームのルール1 ダンスの振り付け

富士山

2

道路標識3 4

SNSでは？

ストップ！ 次の質問に正解したら進めるよエ

誘われれば誰と
友達になっても安全だ1 プロフィールを公開して

いる人なら安全だ2

知らない人とのメッセージ
交換でトラブルに巻き込ま
れることがある

3 知らない人に返事を
しても安全だ4

心当たりのない連絡には？

ストップ！ 次の質問に正解したら進めるよオ

送ってきた人に電話を
かけて聞いてみる1 大人に相談して

連絡するかどうか決める
2

しかられたくないので
お金をはらう3 気にしないで

放っておく4

インターネットやゲーム、携帯電話等で
気を付けたいことを話そう！
（※１回休んでいる間に考えよう！）
◆話したら………………進めるよ！
◆話せなかったら………最初から！

ストップ！ 1回休んで考えよう！

インターネットを使うときに気を付けることは？

ストップ！ 次の質問に正解したら進めるよカ

ネットの友達みんなが
終わりにするまで
トークを続ける

1 宿題がすんだら何時間
でもゲームをしてよい2

ネットは無料なので
何時間してもよい3 寝不足や病気にならない

ようにやりすぎない4

インターネットの
天気予報を見て、
雨具を用意した。

（雨にぬれなかった！）

3つ進む

携帯電話のルール※を
保護者と決めたら、

トラブルが少なくなった。

2つ進む

災害時に
災害伝言ダイヤル等で
みんなの安全が
すぐに確認できた。

3つ進む

心当たりのない連絡が
スマホに届いたが
保護者に相談したので

解決した。

3つ進む

自分のささいな書き込み
から、1人の友だちが

SNSでみんなに非難された。
書き込む内容を
十分に考えよう！

5つ戻る

自分の書き込みが原因で
SNSが炎上してしまった。
書き込み内容は、
よく考えよう！

5つ戻る

START
順番を決めて、ジャンケンをしよう！
ジャンケンの結果でマスを進めよう！ 

→４マス進む勝ち →1マス進む負け→2マス進むあいこ

仙台市教育センター教育の情報化研究委員会
情報モラルすごろく共同制作事業
http://www.sendai-c.ed.jp/04kenkyu/kenkyu.html

このような場所では必ず止まります。
正解したら、次回の順番ですすめるよ！

点線部分に切り込みをいれて、
折り返すと答えが書いてあるよ！！

？

GOAL
ちょさくけん

けいたいでん わ

さいがいじ

さいがいでんごん

れんらく

ほごしゃ

えんじょう

ねぶそく

ふ

どうろひょうしき

つ

※参考資料
「保護者のための情報モラル教
室　話し合っていますか？家庭
のルール」（文部科学省）

ストップ！ の答えア ストップ！ の答えイ ストップ！ の答えウ ストップ！ の答えエ ストップ！ の答えオ ストップ！ の答えカ ストップ！ の答えキ

とくちょう

どう が とうこう

けいたいでんわ

ほごしゃ

ひなん

れんらく

さつえい

さそ

こうかん

れんらく

ま こ

1～6名でできるよ！

とくちょう

どう が とうこう

ひかく

さつえい

ちょさくけん

ちょさくけんれんらく

れんらく

しんらい じっさい

ひとがら

ちょさくけん

ちょさくけん

どうろひょうしき ちょさくけん

3133242



インターネットの情報の特徴は？

ストップ！ 次の質問に正解したら進めるよア

いつでも最新の
役立つ情報だけがある1 インターネットの情報は

すべて信用できる2

古くなってしまった
情報もある3 日本語の情報は

日本人だけが見てる4

SNSの書き込みでは？

ストップ！ 次の質問に正解したら進めるよイ

友達の名前や写真を
のせてはいけない1 名前をのせなければ

友達の写真をのせてよい2

友達への忠告は
実名で書き込む3 悪口でなければ

何を書いてもよい4

動画投稿サイトは？

ストップ！ 次の質問に正解したら進めるよウ

テレビアニメを自由に
アップロードしてよい1 コンサートの映像を自由に

アップロードしてよい2

自作のアニメを自由に
アップロードしてよい3 スマートフォンで撮影した

映画を自由にアップロード
してよい
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著作権があるものは？

ストップ！ 次の質問に正解したら進めるよキ

ゲームのルール1 ダンスの振り付け

富士山

2

道路標識3 4

SNSでは？

ストップ！ 次の質問に正解したら進めるよエ

誘われれば誰と
友達になっても安全だ1 プロフィールを公開して

いる人なら安全だ2

知らない人とのメッセージ
交換でトラブルに巻き込ま
れることがある

3 知らない人に返事を
しても安全だ4

心当たりのない連絡には？

ストップ！ 次の質問に正解したら進めるよオ

送ってきた人に電話を
かけて聞いてみる1 大人に相談して

連絡するかどうか決める
2

しかられたくないので
お金をはらう3 気にしないで

放っておく4

インターネットやゲーム、携帯電話等で
気を付けたいことを話そう！
（※１回休んでいる間に考えよう！）
◆話したら………………進めるよ！
◆話せなかったら………最初から！

ストップ！ 1回休んで考えよう！

インターネットを使うときに気を付けることは？

ストップ！ 次の質問に正解したら進めるよカ

ネットの友達みんなが
終わりにするまで
トークを続ける

1 宿題がすんだら何時間
でもゲームをしてよい2

ネットは無料なので
何時間してもよい3 寝不足や病気にならない

ようにやりすぎない4

インターネットの
天気予報を見て、
雨具を用意した。

（雨にぬれなかった！）

3つ進む

携帯電話のルール※を
保護者と決めたら、

トラブルが少なくなった。

2つ進む

災害時に
災害伝言ダイヤル等で
みんなの安全が
すぐに確認できた。

3つ進む

心当たりのない連絡が
スマホに届いたが
保護者に相談したので

解決した。

3つ進む

自分のささいな書き込み
から、1人の友だちが

SNSでみんなに非難された。
書き込む内容を
十分に考えよう！

5つ戻る

自分の書き込みが原因で
SNSが炎上してしまった。
書き込み内容は、
よく考えよう！

5つ戻る

START
順番を決めて、ジャンケンをしよう！
ジャンケンの結果でマスを進めよう！ 

→４マス進む勝ち →1マス進む負け→2マス進むあいこ

仙台市教育センター教育の情報化研究委員会
情報モラルすごろく共同制作事業
http://www.sendai-c.ed.jp/04kenkyu/kenkyu.html

このような場所では必ず止まります。
正解したら、次回の順番ですすめるよ！

点線部分に切り込みをいれて、
折り返すと答えが書いてあるよ！！

？

請求書

GOAL
ちょさくけん

けいたいでん わ

さいがいじ

さいがいでんごん

れんらく

ほごしゃ

えんじょう

ねぶそく

ふ

どうろひょうしき

つ

※参考資料
「保護者のための情報モラル教
室　話し合っていますか？家庭
のルール」（文部科学省）

ストップ！ の答えア ストップ！ の答えイ ストップ！ の答えウ ストップ！ の答えエ ストップ！ の答えオ ストップ！ の答えカ ストップ！ の答えキ

とくちょう

どう が とうこう

けいたいでんわ

ほごしゃ

ひなん

れんらく

さつえい

さそ

こうかん

れんらく

ま こ


