（学生用）

サイバー犯罪被害防止教室

受講者アンケート
平成

年

月

日

以下のアンケートにご協力下さい。
問１

あなたは、どのようなものを使ってインターネットにつないだことがありますか？（複数回答可）
１． スマートフォン

２． 携帯電話（ガラケー）

３． ゲーム機（３DS、PSP、WiiUなど）

４． 音楽プレーヤー（ウォークマン、ipod touchなど） ５． タブレット
７． パソコン
問２

６． 親のスマートフォン

８． つないだことがない

あなたが使っているスマートフォン、携帯電話、ゲーム機等にフィルタリングを利用していますか？
１． 利用している

２． 利用していない

３． 分からない

※ 問２で、「 ２．利用していない 」 と答えた方に質問です。

問2-2

なぜ、フィルタリングを利用していないのですか？

１． 面倒くさい
問３

２． 設定方法が分からない ３． 必要がない

４． 特に理由はない

今回の講演は、今後、インターネットを使うときに役立つ内容でしたか？
１． とても役立つ

２． 役立つ

３． あまり役立たない

４． まったく役立たない
問４

インターネットやスマートフォンの危険性が分かりましたか？
１． とてもよく分かった

２． 分かった

３． あまり分からなかった

４． まったく分からなかった
問５

今回の講演を聴いて、インターネット利用に対する防犯の意識は向上しましたか？
１． 向上した

問６

２． 向上しなかった

もう少し詳しく知りたかった内容はありますか？（複数回答可）
※ 中学生・高校生のみ回答お願いします。

１． スマートフォンのウィルス感染リスク及び予防対策
２． 偽サイト・詐欺サイトの現状と防犯対策

３． SNSの特徴及びトラブル事例

４． ネット上における個人情報の重要性（個人情報が収集されている現状）
５． デジタル写真等の危険性（位置情報等）

６． ネット上の発言によるトラブル

７． デジタルタトゥ・リベンジポルノ等（ネット上に投稿した情報は消えない）
８． その他（

）

ご協力ありがとうございました。

（保護者・教職員用）

サイバー犯罪被害防止教室

受講者アンケート
平成

年

月

日

以下のアンケートにご協力下さい。
問１

あなたは、子どもにどのようなものを持たせていますか？（複数回答可）
１． スマートフォン

２． 携帯電話（ガラケー）

３． ゲーム機（３DS、PSP、WiiUなど）

４． 音楽プレーヤー（ウォークマン、ipod touchなど） ５． タブレット
７． パソコン
問２

６． 親のスマートフォン（お下がり）

８． 持たせていない

子どもに持たせているスマートフォン、携帯電話、ゲーム機等にフィルタリングを利用していますか？

１． 利用している

２． 利用していない

３． 分からない

※ 問２で、「 ２．利用していない 」 と答えた方に質問です。

問2-2

なぜ、フィルタリングを利用していないのですか？

１． 面倒くさい
問３

２． 設定方法が分からない ３． 必要がない

４． 特に理由はない

今回の講演は、今後、インターネットを使うときに役立つ内容でしたか？
１． とても役立つ

２． 役立つ

３． あまり役立たない

４． まったく役立たない
問４

インターネットやスマートフォンの危険性が分かりましたか？
１． とてもよく分かった

２． 分かった

３． あまり分からなかった

４． まったく分からなかった
問５

今回の講演を聴いて、インターネット利用に対する防犯の意識は向上しましたか？
１． 向上した

問６

２． 向上しなかった

もう少し詳しく知りたかった内容はありますか？（複数回答可）
１． スマートフォンのウィルス感染リスク及び予防対策
２． 偽サイト・詐欺サイトの現状と防犯対策

３． SNSの特徴及びトラブル事例

４． ネット上における個人情報の重要性（個人情報が収集されている現状）
５． デジタル写真等の危険性（位置情報等）

６． ネット上の発言によるトラブル

７． デジタルタトゥ・リベンジポルノ等（ネット上に投稿した情報は消えない）
８． ネット環境における子ども達の現状
10． その他（

９． フィルタリングの重要性
）

ご協力ありがとうございました。

（学生用）

サイバー犯罪被害防止教室 アンケート集計用紙
○ 講演年月日

平成

年

月

日

○ 講演場所（学校名）
○ 参加者数

名

○ アンケート回収数

名分

設 問

項

問１．

１． スマートフォン

あなたは、どのようなも
のを使ってインターネット
につないだことがありま
すか？（複数回答可）

２． 携帯電話（ガラケー）

目

回答数

３． ゲーム機（３DS、PSP、WiiUなど）
４． 音楽プレーヤー（ウォークマン、ipod touchなど）
５． タブレット
６． 親のスマートフォン
７． パソコン
８． つないだことがない

問２．

１． 利用している

あなたが使っているス
マートフォン等にフィルタリ
ングを利用していますか？

２． 利用していない

→ 問２－２．

１． 面倒くさい

なぜ、フィルタリングを
利用していないのです
か？

３． 分からない
２． 設定方法が分からない
３． 必要がない
４． 特に理由はない

問３．

１． とても役立つ

今回の講演は、今後、
インターネットを使うとき
に役立つ内容でしたか？

２． 役立つ
３． あまり役立たない
４． まったく役立たない

問４．

１． とてもよく分かった

インターネットやスマー
トフォンの危険性は分か
りましたか？

２． 分かった
３． あまり分からなかった
４． まったく分からなかった

問５．
意識は向上しましたか？

１． 向上した
２． 向上しなかった

問６．

１． スマートフォンのウィルス感染リスク・感染予防対策

もう少し詳しく知りた
かった内容はあります
か？（複数回答可）

２． 偽サイト・詐欺サイトの現状と防犯対策
３． SNSの特徴及びトラブル事例
４． ネット上における個人情報の重要性（個人情報が収集されている現状）
５． デジタル写真等の危険性（位置情報等）
６． ネット上の発言によるトラブル
７． デジタルタトゥ・リベンジポルノ等（ネット上に投稿した情報は消えない）
８． その他 （主なもののみ記載お願い致します）

ご協力ありがとうございました。

（保護者・教職員用）

サイバー犯罪被害防止教室 アンケート集計用紙
○ 講演年月日

平成

年

月

日

○ 講演場所（学校名）
○ 参加者数

名

○ アンケート回収数

名分

設 問

項

問１．

１． スマートフォン

あなたは、子どもにどの
ようなものを持たせてい
ますか？（複数回答可）

２． 携帯電話（ガラケー）

目

回答数

３． ゲーム機（３DS、PSP、WiiUなど）
４． 音楽プレーヤー（ウォークマン、ipod touchなど）
５． タブレット
６． 親のスマートフォン（お下がり）
７． パソコン
８． 持たせていない

問２．

１． 利用している

子どもに持たせているス
マートフォン等にフィルタリ
ングを利用していますか？

２． 利用していない

→ 問２－２．

１． 面倒くさい

なぜ、フィルタリングを
利用していないのです
か？

３． 分からない
２． 設定方法が分からない
３． 必要がない
４． 特に理由はない

問３．

１． とても役立つ

今回の講演は、今後、
インターネットを使うとき
に役立つ内容でしたか？

２． 役立つ
３． あまり役立たない
４． まったく役立たない

問４．

１． とてもよく分かった

インターネットやスマー
トフォンの危険性は分か
りましたか？

２． 分かった
３． あまり分からなかった
４． まったく分からなかった

問５．
意識は向上しましたか？

１． 向上した
２． 向上しなかった

問６．

１． スマートフォンのウィルス感染リスク・感染予防対策

もう少し詳しく知りた
かった内容はあります
か？（複数回答可）

２． 偽サイト・詐欺サイトの現状と防犯対策
３． SNSの特徴及びトラブル事例
４． ネット上における個人情報の重要性（個人情報が収集されている現状）
５． デジタル写真等の危険性（位置情報等）
６． ネット上の発言によるトラブル
７． デジタルタトゥ・リベンジポルノ等（ネット上に投稿した情報は消えない）
８． ネット環境における子ども達の現状
９． フィルタリングの重要性
10． その他 （主なもののみ記載お願い致します）

ご協力ありがとうございました。

