
令和 3 年 8 月 28 日発行 第 61 号 

東中野図書館 第 61 回「個性ある図書館」展示 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

【展示期間】：2021 年８月 28 日（土）～2021 年 10 月 28 日（木） 

【展示場所】：東中野図書館 3Ｆ 法務情報コーナー 

【お問合せ】：中野区立東中野図書館 

   中野区東中野 1-35-5 ☎03-3366-9581 

 インターネットやスマートフォンの普及により、多く

の人がＳＮＳ(ソーシャルネットワークサービス)等を

利用して容易に情報発信を行えるようになった一方で、

その匿名性を利用した様々なトラブルが大きな社会問

題となっています。 

 特に、ＳＮＳ上での誹謗中傷やネット犯罪は、年々増

加しており、社会全体における情報モラルなどの向上へ

の取り組みに加えて、不正アクセス禁止法、プロバイダ

責任制限法といった関連法律の整備が、今後益々重要に

なってくるといえるでしょう。 

  

  

  



ネットトラブルについて調べる方に  

１．情報検索のキーワード  

様々な「キーワード」を使うことで、効率的な情報の検索が可能になります。 

  

 デジタル社会 ／ ネット犯罪 ／ ネチケット ／ 情報倫理 ／ サイバー犯罪 ／  

 不正アクセス ／ SNS トラブル ／ネットセキュリティ ／ ハッキング 

／ サイバーハラスメント ／ デジタルタトゥー ／  など 

 

２．図書資料を調べる  

中野区立図書館のホームページや館内利用者検索機（ＯＰＡＣ）で調べてみましょう。 

                                                 

『中野区立図書館ホームページアドレス』 

                    https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp 

 

『都内図書館統合検索（東京都立図書館）』・・・東京都内の複数館の資料を横断検索できます。 

                    https://www.library.metro.tokyo.jp/ 

 

『国立国会図書館』・・・国会図書館の蔵書について一括して検索できます。 

                    https://www.ndl.go.jp/ 

 

３．雑誌・新聞で調べる  

新聞 

  朝日新聞 ／ 産経新聞 ／ 東京新聞 ／ 日経新聞 ／ 毎日新聞 ／ 読売新聞 

 

雑誌 『ジュリスト』（有斐閣）・・・日常業務に生かせる法律情報誌 

   『法学セミナー』（日本評論社）・・・リーガルマインド修得のための教養誌 

 

４．図書を調べる  

テーマの棚を調べてみましょう。 

 

分野 分類記号 

犯罪 368.6 

情報と社会 007.3 

有線通信 547.4 

 

 

 

https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp
https://www.library.metro.tokyo.jp/
https://www.ndl.go.jp/


 

５．オンラインデータベースで調べる  

中野区立中央図書館の参考・地域行政資料コーナーでは、以下のオンラインデータベースが利用

できます。 

 

日経テレコン 1975 年からの日経 4 紙（経済・産業・金融・流通）の新聞全文検索、

企業情報、人事情報の検索が可能です。 

聞蔵Ⅱビジュアル 1879 年から当日までの朝日新聞の検索ができます。 

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ができます。 

MAGAZINEPLUS 一般誌・総合誌の雑誌記事検索や学術論文の検索ができます。 

D1-Law.com 判例情報、法律等の改廃履歴、法律判例文献情報が検索できます。 

 

６．関連機関を活用する  

関連機関でネットトラブルに関するさまざまな事を調べてみましょう。 

 

『内閣サイバーセキュリティセンター』 

      https://www.nisc.go.jp/ 

『総務省』 インターネット上の誹謗中傷への対策 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/hiboutyusyou.html 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【展示図書ピックアップ】 

スマホで子どもが騙される 

佐々木 成三／著 

2021年 青春出版社 

 

368.6 

サ 

どのようにして、子どもたちはＳＮＳやオンライン

ゲームがらみの犯罪や事件に巻き込まれてしまう

のか。 

ステイホームで子どもたちのネット利用が高まっ

ている今、必読！ 

https://www.nisc.go.jp/
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/hiboutyusyou.html


 

書名 著者名 出版者名 出版年 分類番号 

ネット社会と闘う さはら えり／著 リックテレコム 2021 368.6サ 

すぐそこにあるサイバーセキュリティの罠 勝村 幸博／著 日経ＢＰ 2021 007.3 カ 

ネットワーク時代の落とし穴 御池 鮎樹／著 工学社 2021 007.3 ミ 

サイバーセキュリティと刑法 西貝 吉晃／著 有斐閣 2020 007.609ニ 

良いデジタル化悪いデジタル化 野口 悠紀雄／著 
日経ＢＰ日本経済

新聞出版本部 
2021 007.3 ノ 

これで安心！スマホのセキュリティ＆ 

パスワード管理術 
 宝島社 2021 694.6 コ 

情報セキュリティの技術と対策が 

これ 1冊でしっかりわかる教科書 
中村 行宏ほか／著 技術評論社 2021 007.609ジ 

脱！ＳＮＳのトラブル 増補版 佐藤 佳弘／編著 武蔵野大学出版会 2020 547.4サ 

サイバーアンダーグラウンド 吉野 次郎／著 日経ＢＰ 2020 368.6 ヨ 

ゼロトラスト 勝村 幸博／著 日経ＢＰ 2021 547.4 カ 

Ｑ＆Aデジタルマーケティングの 

法律実務 
北川 祥一／著 日本加除出版 2021 675キ 

ＳＮＳ暴力 毎日新聞取材班／著 毎日新聞出版 2020 007.3エ 

やらまいか魂 三野 明洋／著 朝日新聞出版 2020 021.2 ミ 

サイト別ネット中傷・炎上対応 

マニュアル 第 3版 
清水 陽平／著 弘文堂 2020 007.3シ 

インターネット・ＳＮＳトラブルの法務対応 深澤 諭史／著 中央経済社 2020 336 フ 

クラウドネイティブセキュリティ入門 澤橋 松王ほか／著 
シーアンドアール 

研究所 
2021 547.4 ク 

入門サイバーセキュリティ理論と実験 面 和成／著 コロナ社 2021 007.609オ 

サイバーセキュリティ法務 
サイバーセキュリティ

法務研究会／著 
商事法務 2021 007.609サ 

ネット中傷駆け込み寺 
佐藤  佳弘・スマイリ

ーキクチ／著 
武蔵野大学出版会 2021 007.3サ 

炎上する社会 吉野 ヒロ子／著 弘文堂 2021 007.3 ヨ 

【展示図書リスト】 

【図書館からのお知らせ】 

本町図書館と東中野図書館は令和 3 年 10 月 31 日をもって閉館し、

令和4年2月1日に中野区立中野東図書館として、新しく開館します。 

 


