
 

 

 

 

 

 

 

 

中野区立中央図書館 

第 5８回「個性ある図書館」展示 2 0 2 1 年２月２７日発行 

Ｖｏｌ. 5８ 

中野区立中央図書館 中野区中野２－９－７ 03－5340－5070 

 個人が気軽に情報を発信できるこの時代、インターネットを正しく使い

こなす能力はますます必要になってきます。特に新型コロナウイルス感染

症が流行していたこの 1 年ほどの間は、以前よりもインターネットに触れ

る機会が増えたという方も多いでしょう。 

 今回は、インターネットで情報を受信するときや発信するときに注意す

べきことがわかる資料、さらに仕事で広告等を発信するときの効果的な方

法を教えてくれる資料などを紹介します。 



 インターネットを正しく使いこなすための知識や能力のこと。（中略）インターネット上

にある必要な情報を集めたり、その中で正しい情報を取捨選択したり、モラルとセキュリ

ティ意識をもってインターネットを使ったりすることなどを指す。 

（『現代用語の基礎知識 2021』自由国民社,2021年,R031/ゲ/21 より） 

ネットリテラシーについて知りたいときは、情報倫理・情報リテラシー・情報モラル・

情報セキュリティ・メディアリテラシー・ネチケットのようなキーワードで図書館の資料

を探してみましょう！ 

中央図書館にある「参考・地域行政資料コーナー」には、下記のような資料で調べもの

ができます。貸出ができませんのでご注意ください。 

 

 

 ネットリテラシーを高めるために参考となるウェブサイトを紹介します。 

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/） 

（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1369617.htm） 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

情報セキュリティ白書 

2020 

情報処理推進機

構／著 

情報処理推進機

構 
2020 R007.6/ジ/20 

デジタルコンテンツ白書 

2020 

デジタルコンテ

ンツ協会／編 

デジタルコンテ

ンツ協会 
2020 R007.3/デ/20 

 

 

 

 

 
 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

ネットで勝つ情報リテラシー 小木曽 健／著 筑摩書房 2019 007.3/オ 

例題 80でしっかり学ぶメディア

リテラシー標準テキスト  
定平 誠／著 技術評論社 2020 007.3/サ 

情報リテラシー基礎 
齋藤 真弓／著 

海老澤 信一／監修・著 
同友社 2020 007.6/サ 

コンピュータで広がる 

インターネットリテラシー入門 
小口 正人／著 サイエンス社 2020 547.4/オ 

 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1369617.htm


 インターネット上は様々な情報であふれており、自分で情報を発信することもまた容易に

できます。しかしその情報の中にウソが紛れ込んでいたり、なんとなく発信した情報が大き

な問題になってしまったり、“発信”と“受信”どちらにしても、自分のリテラシー能力を

鍛える必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

脱！SNSのトラブル 増補版 佐藤 佳弘／著 
武蔵野大学

出版会 
2020 547.4/サ 

情報倫理 改訂新版 高橋 慈子 他／著 技術評論社 2020 007.3/ジ 

売れ続けるネット文章講座  

自分らしさを言葉にのせる 
さわらぎ 寛子／著 ぱる出版 2020 816/サ 

共感 SNS ゆうこす／著 幻冬舎 2019 547.4/ユ 

メディア・リテラシーを高めるた

めの文章演習 
酒井 信／著 左右社 2019 361.4/サ 

 

 

 

 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

イラスト図解 デマの心理学 齊藤 勇／監修 宝島社 2020 361.4/イ 

グラフのウソを見破る技術 
アルベルト・カイロ／著 

薮井 真澄／訳 

ダイヤモン

ド社 
2020 350.1/カ 

データ・リテラシーの鍛え方 田村 秀／著 
イースト・

プレス 
2019 350.1/タ 

すべてを疑え!フェイクニュース

時代を生き抜く技術 
古賀 純一郎／著 旬報社 2019 361.4/コ 

調べるチカラ 野崎 篤志／著 
日本経済 

新聞出版 
2018 002.7/ノ 

 



 

 

中央図書館では、参考・地域行政資料コーナーでオンラインデータベースが使えます。 

 

 例えばこんな検索ができます。 （※２０２1年 1月 22日時点のデータです。） 

データベース 記事情報 掲載誌 請求記号 

聞蔵Ⅱビジュアル 
ネット中傷被害、支援条例を可決 

県議会閉会 

朝日新聞  

2020 年 12 月 16 日朝刊 

群馬全県・1 地方 25 面 

 

（ｂｅ ｂｅｔｗｅｅｎ 読者と

つくる）ネット通販を利用していま

すか？ 

朝日新聞  

2020 年 9 月 26 日朝刊 10 面 

 

日経テレコン コロナに揺れた教育界――２０年回

顧記者座談会、「学び」の危機、大学

に変革迫る、遠隔授業に賛否（教育） 

日本経済新聞 

2020 年 12 月 28 日朝刊 16面 

 

ＬＩＮＥ、台湾で偽情報対策、台湾

代表ロジャー・チェン氏、４万件判

別、７割はフェイク。 

日経産業新聞 

2020 年 12 月 2 日 5 面 

 

MAGAZINE PLUS 特集 統計学/データサイエンス 

二〇二〇年代の統計リテラシーを考

える 

現代思想 

2020 年 9 月号 p.22-30 
雑誌 

特集 ネット中傷から身を守る 

ネットリテラシーをどう教育するか 

都市問題 

2020 年 10 月号 p.25-29 
雑誌 

 

 

 

   
 

 

 

– 

種 類 できること 

聞蔵Ⅱビジュアル 1879年から当日までの朝日新聞の検索 

日経テレコン 1975年 4月から当日までの日経 4紙の新聞記事や企業情報などの検索 

MAGAZINE PLUS 一般誌・総合誌の雑誌記事検索や学術論文などの検索 

官報情報検索サービス 1947年 5月 3日から当日までの官報記事の検索 

WHO PLUS 歴史上の人物から現在活躍する人物、約 32万人のプロフィール検索 

D1-Law.com 判例情報、法律の改廃記録、法律判例文献情報など 

中央図書館 第 24回「デジタルで わになる」 

https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/chuopath201524.pdf 

東中野図書館 第 30回「インターネットの法律問題」 

https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/higashipath201630.pdf 

鷺宮図書館 第 50回「AI と子ども」 

https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/sagipath201950.pdf 

 

中野区立

図書館所

蔵の朝日

新聞・日

本経済新

聞では見

られな

い、地方

版の記事

が見られ

ます。 

過去 1年で検索 
「リテラシー」96件 

※掲載されている資料、リンク先は発行時のものとなっております。 

過去 1年で検索 
「リテラシー」114件 

過去 1年で検索 
「リテラシー」167件 

https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/chuopath201524.pdf
https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/higashipath201630.pdf
https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/lib/files/sagipath201950.pdf
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/pathfinder/pdf/chuopath201317.pdf

