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社会と情報 自習課題 No.2 2020.4.15. 

 １学期中間テストの試験範囲になります。＜提出不要・解答は後日＞ 

1章 情報社会と私たち 

 

確認問題 03 

1 メディアリテラシー ▶p.19 ～ p.21 

 インターネットには多くの有益な情報が存在している。しかし，誰でも自由に情報を発信することがで

きるため，発信者の不注意による（①     ）情報や内容に（②    ）のある情報，真実ではな

い情報を意図的に発信している場合もある。インターネットの情報は，（③     ）が保証されてい

るとはいえない。このように，情報社会にあふれているそれぞれの情報の（③）が高いかどうかの判断は，

（④     ）自身が行う必要がある。受信した情報をそのまま信用せず，（⑤     ）にとらえ，

ほかの情報と（⑥    ）して，正しい情報かどうかを常に確かめなければならない。例えば，

（⑦     ）の連絡先は明記されているか，引用の（⑧    ）が明示されているかを調べる，同

じニュースを取り上げている別のWebページと比較する，情報の（⑦）について調べるなどである。 

 インターネット上で送受信されている情報は，（⑨         ）による書き換え，

（⑩         ）の故障，（⑪        ）の間違い，操作上のミスおよび自然災害など

により損なわれる可能性がある。また，ディジタル情報は，コンピュータ間でデータを送受信する時に，

まれに送信データと受信データが一致しないような（⑫    ）が発生する。そのため，情報の

（⑬     ）にも注意を払う必要がある。 

 メディアやインターネットから大量に提供される情報の中には，（③）や（⑬）に欠ける情報も存在す

る。受信した情報をそのまま信じるのではなく，別のメディアからの情報と（⑥）するなどして自分で確

かめ，自分で（⑭    ）を判断する必要がある。物事を一面的に見ずに，（⑮    ）の視点から

見てさまざまな（⑯     ）を考えることにより，バランスのとれた判断をすることが大切である。 

 インターネットの普及によって，（⑰    ）が自由に情報を受発信できるようになった。そのため，

仕事や生活の中で，目的に合わせて（⑱        ）を選択し，正しく使いこなせるように，また，

（⑱）を利用して他者と適切な（⑲              ）をはかれるようになる必要がある。

このように情報社会を生きていくには，メディアからの情報を主体的に読み解く能力やメディアにアク

セスして活用する能力，メディアを通じてコミュニケーションを行う能力などを身に付けることが求め

られる。これらを総称して（⑳              ）という。 
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練習問題 03 

1 次の(1)～(6)のうち，空欄にあてはまる用語をア，イから選び，記号で答えなさい。 

(1) インターネットの情報は，（ア．信頼性 ／イ．信憑性）が保証されているとはいえない。 

(2) 匿名で掲示板に記載してあることや，知らない人からのメールの内容は，（ア．信頼性 ／イ．

信憑性）が低い。 

(3) コンピュータ間でデータを送受信するとき，まれに誤りが発生し（ア．信頼性 ／イ．信憑性）

が損なわれる場合がある。 

(4) プログラムミスが多発すると，（ア．信頼性 ／イ．信憑性）を失ってしまう。 

(5) 情報の（ア．信頼性 ／イ．信憑性）とは，情報伝達の過程で，情報の精度や正確さが損なわれ

ていない度合いのことである。 

(6) 情報の（ア．信頼性 ／イ．信憑性）とは，内容が正しく確かで，信用できる度合いのことであ

る。 

 

2 次の(1)～(5)のような伝達手段では，情報の受け手との関係として，どのような特徴があるか。語

群のアとイおよびウとエから，１つずつ適当なものを選びなさい。 

(1) 会話・・・（   ）  (2) 電話・・・（   ）  (3) 電子メール・・・（   ） 

(4) プレゼンテーション・・・（   ）  (5) Webページ・・・（   ） 

■語群  ア．一緒の場所にいる  イ．離れた場所にいる 

     ウ．時間を共有している エ．時間を共有していない 

 

3 2の(1)～(5)の伝達手段には，どのような特徴があるか。ア～エより適当なものを２つずつ選び

なさい。 

(1) 会話・・・（   ）  (2) 電話・・・（   ）  (3) 電子メール・・・（   ） 

(4) プレゼンテーション・・・（   ）  (5) Webページ・・・（   ） 

ア．相手の反応を確認しながら情報を伝達できる。 

イ．対象の人数や場所などの制約がある。 

ウ．いつでも情報を発信できる。 

エ．相手が情報を受け取ったか,内容が正しく伝わったかはわからない。 

 

4 次の(1)～(4)のような情報伝達に最も適するメディアを語群から選び，記号で答えなさい。 

(1) 飲食店の宣伝のため，メニューや割引クーポン券を多くの人に公開し，集客につとめる。 

・・・（   ） 

(2) 会社の本社から支社へ出張中に，本社の会議に参加して，社員の顔の表情などを確認しながら意

見交換を行う。・・・（   ） 

(3) 返事を急がない連絡や，個人的な相談などをする場合。・・・（   ） 

(4) 個人的な相談や連絡で，返事を急ぐ場合。・・・（   ） 

■語群 ア．電子掲示板  イ．電子メール  ウ．Webページ 

    エ．郵便  オ．新聞  カ．電話  キ．テレビ会議システム 
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確認問題 04 

1 個人に関する情報の管理と保護 ▶p.22 ～ p.25 

 （①        ）とは，個人に関する情報のうち，生存している個人を特定できる情報をいう。

特に，氏名，住所，生年月日，性別の４つを（②        ）という。 

 （③           ）は，（①）の有用性に配慮しつつ，個人の権利や利益を保護することを

目的として，（①）を収集する個人情報取扱事業者の義務などを規定している。また，私たちは，誰もが

他人には知られたくない私的な情報をもっている。このような，他人に勝手に踏み込まれたくない個人の

私生活上の自由を（④         ）という。私たちは（①）だけではなく， 

（④）に関する情報の扱いにも同様に注意を払わなければならない。 

 私たちはいろいろな場面で個人情報を他者に知らせることがある。スマートフォンのアプリケーショ

ンソフトウェア（アプリ）では閲覧履歴を含めた（⑤        ）が収集されることがある。情報

の提供やアプリをインストールする際には，（⑥      ）などで個人情報やプライバシーに対する

管理方針を調べた上で，慎重に判断すべきである。また，メールに偽
にせ

のWebサイトの URLを記載してお

き，本物の Web サイトに似せたサイトに誘導し，個人を識別するための（⑦      ）と本人であ

ることを確認するための（⑧        ）の組み合わせ 

（（⑨        ））といった情報を入力させて不正に取得する（⑩         ）や，キ

ーボードを使ってコンピュータに入力する文字を記録する（⑪        ）など，利用者の情報を

収集し，その情報を情報収集者へ自動的に送信する（⑫         ）による情報の流出がある。

（⑬     ）に感染することで，コンピュータ内にある情報が流出することもある。 

 スマートフォンなどは（⑭    ）で利用する情報通信機器であり，個人情報やプライバシーと密接

に関係する情報が多く記録されている。これらの情報には，契約者情報や端末 ID，位置情報，通話や電

子メールなどの（⑮      ），インターネットでの閲覧・（⑯      ），アプリや SNS の

（⑰      ），ゲームの（⑱      ），アドレス帳，動画や写真などがある。これらの情報

が流出すると，いつ，どこで，誰と，何をしているかまで明らかになる可能性がある。また，本人の許可

なしに顔写真を撮影・利用されない権利を（⑲     ）という。友達が写っている写真を SNS など

でやり取りしたい場合には，事前に本人に（⑳    ）を取っておくことが必要である。個人情報が流

出すると，（④）の侵害などのトラブルに巻き込まれる場合がある。このため，個人情報を取り扱う方法

を規定し，保護する動きが広がっている。個人情報に対して適切な保護
ほ ご

措置
そ ち

を行っている事業者に与えら

れるマークとして，（㉑              ）がある。情報は世界中に公開され，流通される

ため，個人情報を保護するための仕組みや規則の具体例として，Web サイトの閲覧履歴や商品の購入履

歴，入力した検索キーワードなどの情報の収集を拒否する意思表示を個人ができるようにすること

（（㉒   ））や，情報収集の際はその目的と使用範囲を示し本人の（㉓    ）を得ること，イン

ターネット上にある個人情報を個人の求めに応じて削除する義務をサービス提供者に課すこと

（（㉔           ））などが検討されている。 
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練習問題 04 

1 次の(1)～(4)の行為は，個人情報の保護などの観点から好ましくない例である。予想されるトラブ

ルの例をア～エから選びなさい。 

(1) インターネット販売で，クレジットカード番号を登録して購入した。 

(2) 知らない人から届いたメールの添付ファイルを開いた。 

(3) 商店街の懸賞付きアンケートに，自分の住所と名前を書いた。 

(4) インターネットの掲示板にスマートフォンのメールアドレスを掲載した。 

■予想されるトラブル 

ア．知らないところから郵便でダイレクトメールが届くようになった。 

イ．スマートフォンに大量のメールが送られてくるようになった。 

ウ．パソコンがウイルスに感染した。 

エ．クレジット会社から覚えのない請求がきた。 

 

2 個人情報を保護するうえで，適切なものには○，そうでないものには×を記入しなさい。 

(1) クラスの名簿があれば，友達に連絡するのに便利なので，自分のクラスの名簿をコピーして，他

校の生徒にあげた。（  ） 

(2) 知らないところから広告のメールがきたので，今後送らないでほしいという趣旨の返信メールを

送り返した。（  ） 

(3) 他人から送られてきた宛名が書かれた手紙の封筒を，そのまま，燃えるゴミとしてゴミ集積場に

出した。（  ） 

(4) 親切心から，連絡先不明となっている卒業生の住所を同窓会の幹事に教えてあげた。（  ） 

(5) パスワードは，忘れないためにも，生年月日と同じ数字にした方がよい。（  ） 

(6) 番地を記入した手書きの地図を，印刷物として配布した。（  ） 

(7) 「現在の総理大臣」という表記ならば，氏名がないので個人情報ではない。（  ） 

(8) 入場者を把握するために，文化祭の受付の備え付けの名簿に，入場者の住所氏名を記入してもら

う。（  ） 

 

3 「基本四情報」に該当する個人情報を語群からすべて選びなさい。 

■語群  資格  学業の成績  氏名  趣味  学歴 

     思想  住所  職業  家族構成  生年月日 

     健康状態  性別  試験の得点  収入 

 

 


